新型コロナウイルス感染症へ の対 応
キヤノンは 、従業員とその家族、近隣の皆さま、お客さま、お取引先さまなどの健康と安全を最優先に
考え、政府方針に基づいた感染症対応を進めると同時に、自社技術を活用し、新型コロナウイルス感染
症の早期終結に向けた支援や、新しい働き方・生活様式を支える製品とサービスの提供に努めています。
これからも、人や社会に配慮することは企業市民としての責務と捉え、持続可能でレジリエントな社会
の実現に貢献していきます。

C E O メッ セ ー ジ

2021 年 キヤノンの主な取り組み
新型コロナウイルスの出現により、社会や経済システムが大きく変わりつつある状況を踏まえ、キヤノンは技術で人々
の安心・安全な新しい生活（ニューノーマル）
を支えています。

方針と戦略

医 療コンテナを活用したドライブスル ー 検 査センター に
新型コロナウイルスの遺伝子検査システム
（ RNA 検査シス
テム）を提供。地域の感染拡大防止対策に貢献しています。

タイムリー か つグロー バルな情 報 発 信により医療現場を
サポ ート

関連情報

CT 、MRI 、超音波装置など装置別の清
Workflow Guide for Infection Prevention and Infection Control
How to avoid potential cross-contamination in the CT scanning process

Scan Room (Hot Zone)

Console Room (Clean Zone)
Operator
Access

新型コロナウイルス感染症による経営や業績への影響に
ついては P118 、従業員への対応については P90 をご覧く
ださい 。
このほかの活動の紹介はこちらをご覧ください 。
経営基盤

掃・消毒ガイドや感染予防と感染管理
のための検査ワークフロ ー ガイドを作
成し、グロー バルに提供しています。

活動報告

日本初、どこにでも移動可能な感染症対策医療コンテナ CT を製品化しま
した。CT 室、操作室、発電機室を備えたオールインワンパッケージです。
感染症対策はもちろん 、安全かつ簡便に CT 検査室を移送・輸送するこ
とが可能です。CT コンテナを院外に設置することで 、感染リスクの高い
受診者と一般外来受診者を分けることができます。

Patient
Access

Patient Setup

Scan Planning

Minimize Physical Contact with the Patient
• If the patient is mobile, ask them to place themselves on the
couch and lie down.

SURE

• Use the foot pedals to set the accurate table height.
• Use the Auto Set function
to align the patient for the
first scan.
Don't worry if the patient is
not in the center of the
couch.

Patient Off

Optimize Patient Positioning with SUREPosition™
Position helps you perform iso-center scanning for best
image quality without re-centering and re-scanning. It remotely
adjust and automatically optimizes the patient to the exact
iso-center position, reducing the risk of injury to the patient and
technologist.
• Reposition the patient image to isocenter for automatic
patient re-centering and recreation of scano views at the
correct magnification.
×
• Use the remote
control to move up
and down and/or left
and right.

Stay Hands Free with Auto Home
Use the Auto Home foot pedal to bring the patient out of the
gantry and lower the table down to a sitting height.
Allow the patient enough
time to sit on the couch
before standing up so that
the patient can re-orientate
and get off safely.

Disinfection

CT Scan
Accelerate CT Scanning with Instaview
Instaview allows for instantaneous image reconstruction for
rapid review of the patient exams.
Scanners equipped with Advanced intelligent Clear-IQ Engine
(AiCE) Deep Learning Reconstruction (DLR) technology provide
the quality of advanced MBIR at speed and with optimal image
quality.

Please follow your institution's protocols for infection control prevention carefully.
Gloves are recommended to protect your hands from the chemicals in the cleaning
solutions. Follow your institution's protocols regarding wearing personal protective
equipment.
Please refer to the operation manual of the applicable system for details.

デ ー タ 集・企 業 情 報

Clean and Disinfect the Scanner
Use a soft cloth or gauze with one of the recommended
disinfectants outlined in the system's user manual.

https://global.canon/ja/info/covid-19/

キヤノンは世 界 各地で その地 域の ニーズに耳を傾け、さまざ まな支援を行っています
タイでは 、新型コロナウイルスワクチン接
種支援の一環として、レーザープリンター
を寄 贈しました。病 院やワクチン接 種 会
場において、問診票や予約票 、指示書な
どの印刷に利用されています。

カナダでは 、近隣の医療機関の新型コロ
ナウイルス感染症対応を支援するキャン
ペ ーンに協力しています。支援は医療行
為に必要な各種機器や逼迫する物資の調
達に役立てられています。

シンガポ ールでは新 型コロナウイルス感
染 防 止 策 として、シン ガ ポ ール 政 府 の
SafeEntry ポ ータルと統合した体温検知
システムを導入。システム開発担当者が現
場で使い方のガイド支 援を行うなど 、地
域とともに、感染症対策を進めています。
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