事務連

絡

令和2年Ⅱ月 26日

(別記)御中

厚甥働省新型非ナウイルス感雜嫉推進本部
厚生労働省医政局経済課

新型コロナウイルス感染症の患者数増加に備えた人工呼吸器
の十分な確保について(依頼・その3)

新型コロナウイルス感染症に対する対応については、平素より多大なご協力を賜
り、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルスの感染状況については、新規陽性者数について、その増加傾
向が顕著になってきています。次のインフルエンザ流行に加え、このような状況を
踏まえて、医療提供体制の整備を進める必要があります。
医療提供体制の整備のうち、人工呼吸器については、「新型コロナウイルスに関連
した感染症の爆発的な拡大に備えた人工呼吸器等の安定供給について」(令和2年4
月7日付け事務連絡)による業界団体への要請及び個別の要請などにより、各メー
カー等において、引き続き国内在庫等を確保いただいているところです。
今般、別添1のとおり「個別の要請に基づき国内在庫等を確保いただいている人
工呼吸器一覧 a0月31日時点)」を取りまとめておりますので、適宜参照いただき、
引き続き人工呼吸器の十分な確保を図り、適切な医療提供体制の整備に取り組んで
いただくよう、貴会会員に周知いただきますよう、お願いいたします。
対象となる医療機関においては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
による補助の活用等により、人工呼吸器を整備することが可能であるため、併せて
周知いただくようぉ願いします。

なお、都道府県等へは別添2の事務連絡により、当該一覧を送付していることを
申し添えます。
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個別の要請に基づき国内在庫等を確保いただいている人工呼吸器一覧

吸器以にも、各企が保している人工呼吸器があます。在庫等にっいては各企業あてお問い合わせださい。

※当該一覧に記載のある人工
製販者

NPPV/TPPV 使用場面機器詳細URL

販売名
アコマ人工呼吸器
ART・300

販売会社

htt s:
a.com

医科工業

htt s: WWW.acom

WWW.acom

roduds ?at

アコマ医科工業

TPPV

21EX

集/ー

人工呼吸器

NPPV/TPPV 集/ー/搬

VELAモデル
AVEA

TPPV

ペノチレーター

a.com su ort su

Ort‑1ist

te=1

アコマ人工呼吸器 ART・

Tバードシリーズ

問い合わせ先

NPPⅥTPPV 集/ー/搬

アコマ

集/ー

htヒ S: WWVV.imime
d.CO.' medical ro
dud venulator vela
htt s: WWW.imime
d.CO.' medical ro
dud ventilator ave
a

アイ・エム・アイ

人工呼吸器
MONNAL T50

人工呼吸器
MONNAL T60

人工呼吸器
MONNAL T75

【略称】集:集中治療室

2020/10/31時点

^■
■

NPPV/TPPV ‑/在/搬

htt s: WWW.imime
d.CO.' medical ro
dud ventilator mon
nal‑t50

NPPV/TPPV 集ノーノ在ノ搬

htt s: WWW.imime
d.CO.' medical ro
dud venulator mon
nal‑t60

NPPⅥTPPV 集/ー/搬

htt s: WWW.imime
d.CO.' medical ro
dud ventilator mon
nal・t75

一般病床

在:在宅療養

搬:搬送

アイ・U、・アイ

htt s: WWW.imime
d.CO.' contad ?SU
b'ed=none

備考

個別の要請に基づき国内在庫等を確保いただいている人工呼吸器一覧
該

覧に記載のある人工呼吸器以外にも、各企業が確保している人工呼吸器があります。在庫等については各企業あてお問い合わせください。

製販者

販売名

NPPV/TPPV使用場面機器詳細URL

サーボベンチレータシステム
<SERVO・U>

フクダ電子
(株)

サーボベンチレータシステム

SERVO・i アダルト

NPPV/TPPV

NPPV/TPPV

集/ー

集/ー

販売会社

htt s: WWW.fukud
medical ro
duds ventilator ser
OU.html

問い合わせ先

htt s:

a.CO.

a.CO.

サーボベシチレータシステム

al

hせ S: WWW.fukud
medical ro
duds ventilator ser
Voi.html
a.CO.

<S巨RV回・ai,r>

(株

伽少=シエアASTML
<27093・

NPPV/TPPV

集/ー

NPPV/TPPV

ー/在/搬
(院内)

ASTRAL15@シ

【略称】集:集中治療室

^■
■

一般病床

在:在宅療養

h杜 S: WWW.fukud
medical ro
ducts venulator ser
Vo air.html
a.CO.

h壮 S: WWW.札lkud
medical ro
duds inhome medi
Cal astral.html
a.CO.

搬:搬送

備考

WWW.fukud
form medic

成人・小児用
フクダ電子
(株)

レスメ

2020/10/31時点

h廿 S: 'WWW.fukud
fのfm 'medic
al
a.CO.

個別の要請に基づき国内在庫等を確保いただいている人王呼吸器一覧

2020/10/31時点

※当該一覧に記載のある人工呼吸以にも、各企が確保している人工呼吸があります。在庫等にっいては各企あてお問い厶わせださい。
製販者

販売名

NPPV/TPPV使用場面機器詳細URL

ニユーボートベンチレータ
モデル e360

NPPV/TPPV

販売会社

問い合わせ先

備考

集/ー

コヴィディエン
ジヤパン
ニユーボートベンチレータ
モデル HT70

(株) TKB

NPPⅥTPPV ‑/在/搬

be11avistaぺンチレータ

NPPV/TPPV

集/ー/搬
/NICU

NKV 550

NPPV/TPPV

集/ー

(株)東機貿まで
お問合せください

(株)東機貿

03‑5762‑7252

試用品(中古品)
のみ在庫有り

03‑5996‑8000

日本光電工業
(株)
NKV・330

【略称】集:集中治療室

NPPV/TPPV 集/ー/搬

一般病床

在:在宅療養

htt s: WWW.nihon
kohden.CO.' i o
rodudsres resus
entilator nkV330.h
ml

搬:搬送

日本光電工業
(株)

htt s: WWW.nihon
kohden.CO.' feedb
ac index.html

搬=院内搬送
自発呼吸のある患者
さんでTPPV可能

個別の要請に基づき国内在庫等を確保いただいている人工呼吸器一覧

2020/10/31時点

※当該一覧に記載のある人工呼吸以外にも、各企業が確している人工吸があります。在庫等にっいては各企業あてお問い合わせ ださい。
製販者

販売名

NPPV/TPPV 使用場面

オールインワンVOCSN
ベンチレータ

NPPV/TPPV 集/ーノ在/搬

<PRT・00853‑100>

機器詳細URL

販売会社

NPPV・TPPV・ネーザ)レ
ハイフローのほか、酸素

htt s: WWW.C‑
entec.
roduds
Ocsn‑ventilator

()

03‑5805‑5835

カフベンデヅク(株)

スカイネツト
オールインワンVOCSN
ベンチレータ

htt s:

NPPV/TPPV 集/ーノ在/搬

<PRT・00973‑100>

WWW.C‑

Ventec.

備考

問い合わせ先

濃縮器や吸引機ネフラ
イザ、排疫補助機能を
搭載している。

htt s: WWW.C‑
entec.' contad

NPPV・TPPV・ネーザ)レ

ハイフローのほか、排疫

roduds

Vocsn‑VC‑

補助機能を搭載してい

Venulator

る。

hせ S: WWW. hili s

V60ぺンチレータ
<RI053618>

NPPV/TPPV

集/ー/搬
(院内)

ジヤパン

トリロジー02PIUS
<RI040004TP>

工業(株)

のみ

各事業所まで

(株)
フィリップス

(株)
フィリツブス

オリジン医科

T叩Vは自発のある患

.CO.
hea虻hcare
Odud HCNocrN96
V60 sa urai

オリジン人工呼吸器
Puppy・X

【略称】集:集中治療室

NPPV/TPPV

ー/搬
(院内)

NPPⅥTPPV ‑/在/搬

一般病床

在:在宅療養

htt s: WWW. hⅢ S
.CO.' healthcare
Odud HCNocrN98
02‑1US

ジャパン

htt : VVVVW.oriin‑
med.CO.' roduds
rodudoo.html

オリジン医科

搬:搬送

htt s: WWW. hili s
.CO.' a‑w about‑
hili s com an
rofile slee ・and‑
res lrato ‑care‑

retailer.html

工業(株)

03‑3815‑4621

③
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令和2年H月 26日

イP"

衛生主管部(局)

御中

厚甥働省新型非"イルス感染症韻雛本部
厚生労働省医政局経済課

新型コロナウイルス感染症の患者数増加に備えた人工呼吸器
の十分な確保について(依頼・その3)

新型コロナウイルス感染症に対する対応については、平素より多大なご協力を賜
り、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルスの感染状況については、新規陽性者数について、その増加傾
向が顕著になってきています。都道府県等におかれては、次のインフルエンザ流行

に加え、とのような状況を踏まえて、重症者等に必要な医療が提供されるよう医療
提供体制の整備を進めていただく必要があります。
医療提供体制の整備のうち、人工呼吸器については、「新型コロナウイルスに関連
した感染症の爆発的な拡大に備えた人工呼吸器等の安定供給について」(令和2年4
月7日付け事務連絡)による業界団体への要請及び個別の要請などにより、各メー
カー等において、引き続き国内在庫等を確保いただいているところです。
今般、別添のとおり「個別の要請に基づき国内在庫等を確保いただいている人工
呼吸器一覧(10月31日時点)」を取りまとめておりますので、適宜参照いただき、
地域の医師会及び各販売業者等と相談の上、医療機関に対し、必要な人工呼吸器の
整備を要請するなど、引き続き人工呼吸器の十分な確保を図り、適切な医療提供体

制の整備に取り組んでいただくようぉ願いいたします。
なお、対象となる医療機関においては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援
交付金による補助の活用等により、人工呼吸器を整備することが可能であるため、
ご活用いただくとともに、貴管内の医療機関に周知いただくようぉ願いします。

