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このプロジェクトは、新型コロナウィルス感染症の緊急時に重要な個人用保護具を無料で特定の個人に提供し、重要
な施設や事業を維持できるよう、ハワイ州議会により法令 9を通して可能になりました 


ハワイ州 COVID-19  


PPE配布 


プログラム 
 


無料の個人用保護具（PPE）を https://hawaii-medical-alliance.myshopify.com/でご


注文ください 
 


 


受け取る資格があるのは誰ですか？  居住施設/サービス提供会社・組織 


• 高齢者介護施設 – 成人向け介護ホーム、児童養護施設、入居型介護施設など高齢者に介


護を提供するすべての施設 


• 非営利 – 一般向け非営利公共サービス： 


o ティア1：フード・バンクや食糧の配給；ホームレス施設、退役傷病軍人救護施設、


青少年救護施設 


o ティア 2：精神衛生や薬物乱用；特別治療施設 


• 他に学校、病院、独立医療提供者、歯医者、研究所職員、療法士が対象です 


• 隔離前に働いていた従業員数が平均して 100 名以下の在宅看護機関、在宅医療介護機関、


症例管理機関、小売店、レストラン、宿泊施設、小規模製造会社などの一般向け小規模


事業。 


 


ご注文ください：登録・注文はハワイ緊急事態管理局（HI-EMA: Hawai'i Emergency 


Management Agency）で受け付けており、州全体の PPE 用品の注文と配布を管理してい


ます。  


 


• オンライン登録先：  https://hawaii-medical-alliance.myshopify.com/  


• 資格確認のため、調査と他要件を記入してください。 


• ハワイ州保健局（DOH）/ 国土安全保障省（DHS）のライセンス、PVL（専門・職業免許）


免許証番号を必ず記入してください。民間事業の場合：GET（売上税）番号を入力して


ください。非営利団体の場合：EIN（米国連邦納税者）番号を入力してください  


• スタッフのサイズ（介護を支援する非常勤スタッフや無休の人も含めてください）、施


設で許可されている入居者（利用者）数も記入してください 


 


今すぐ登録！在庫がまだある間にご注文ください。 
もっと読む..... 



https://hawaii-medical-alliance.myshopify.com/

https://hawaii-medical-alliance.myshopify.com/





このプロジェクトは、新型コロナウィルス感染症の緊急時に重要な個人用保護具を無料で特定の個人に提供し、重要
な施設や事業を維持できるよう、ハワイ州議会により法令 9を通して可能になりました 


オンライン登録が終わったら： 


 


注文数確認のため、Hi-EMA が連絡します。  在庫があれば、およそ 90 日間分の保護具をお届け


します。  ご注文の PPE は近隣諸島を含む、勤務先の住所までお届けします。  現在、推定され


る配布日は 10 月/11 月ころになります。   


 


注文品が届くまでの期間、ハワイ州緊急事態管理庁を通して在庫の防災用品を要請するか、あ


るいは民間の販売店を通して直接購入するか、あるいは注文してください（添付書類 A – PPE リ


ソース参照） 


 


居住/児童養護施設/グループホーム向け推奨 PPE 用品 


（数量はスタッフの人数と顧客数により配布されます） 


 


コロナ感染があるときに必要な PPE 用品 日常使用の PPE 用品 


（コロナ以外） 


• 介護人が直接介護するとき用の外科手術用マスク 


• コロナ感染者用の布製マスク（使用に耐えられる場合） 


• プラスチック製フェイスシールドまたは目保護（ゴーグ


ル） 


• 使い捨て長袖ガウン 


• 使い捨て手袋 


• 殺菌剤 


 
フェイスシールドと N95 マスク（吸入器、気管洗浄、吸引を行


なっている場合のみ必要）   *N95 マスクは注文前に事前装着が


必要 


• 介護者用の外科手


術用マスク 


• 住人用の布製マス


ク 


• 使い捨て手袋 


• 殺菌剤 


  


オプション：  在庫品がある限り、靴用カバーの注文も受け付けています。   外で働くエッセン


シャル・ワーカー用や訪問者用にお勧めです。  


 


*N95 マスクフィットテスト/ トレーナー教育： hiN95fit@gmail.com まで、ニーズの理由、予定、フィット


テストの要請、調整をメールに記入してお問い合わせください。 


 


詳細情報：  ハワイ州緊急事態管理庁（HI-EMA） 


ESF7.hiema@hawaii.gov までご連絡ください 


 
この州 PPE 配布プログラムは無料で、指定施設・事業を支援する目的で行なわれているもので、依頼当


事者が使用するものです。  再販売用ではありません。  そのニーズを意図的に偽って述べたり、あるいは


本プログラムで入手した PPE を貯蔵したり再販売したりした者はすべてハワイ州法に従って罰則の対象


になります。 



mailto:hiN95fit@gmail.com






                    ハワイ州 PPEリソース                              最終更新日 2020/9/3  


                                                                                                                                                                                        添付書類 A 


ハワイ州 Covid-19 PPE配布プログラムよ


り無料 PPE 配布：ハワイ州で働く医療・歯
科医療提供者、または大人向け介護施設/児童


養護施設、小規模病院、学校、小規模事業、非


営利団体で働く方は無料 PPEを注文してくださ


い。注文品の受け取りまで 2～3 か月かかりま


すが、現在ある在庫品からもお届けします。  


次のウェブサイトから登録・注文してください 


https://hawaii-medical-alliance.myshopify.com/  


 


 


その他リソース 
 


N95マスクの認定フィットテスト場所： 


N95マスクフィットテスト/ トレーナー教育： 


hiN95fit@gmail.comまで、ニーズの理由、予定、要請、調整を


メールにに記入してお問い合わせください 


 


PPEの注文：  


1. HHEMCのメンバーは HHEMCが運営するウェブサイト


EOCプラットフォームからアクセスできます 


2. HHEMC のメンバー以外は、info@hhemc.net までメー


ルで手袋、マスク、ガウン、フェースシールドを含む


PPEの注文をしてください。 


3. 段階的な優先システムがありますが、現在のコロナウ


ィルス患者数、これまでとってきた保全対策、現在の


在庫品数、回転率などの情報も注文の際にお知らせく


ださい。 


Masks4Hawaiiからの注文：  次の googleフォームを記入してく


ださい：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejUaqlf 


7T2PjKrr07YbhjdWTZR_k-oEAC83mpkd1wuPTzPqA/viewform（寄贈


者は標準化されたパターンを使っているわけではありません。


フィルターを入れるポケット付きのマスクを作ってくださる寄


贈者もおります）。  注文 1回あたりの最大注文数は 25枚まで


です。 


Kupuna Kokuaからの注文- 布マスク、外科手術用マスク、手の


除菌用ローションを寄付しており、施設への寄付も行なってい


ます。Erica Warkus（info@kupunakokua.org）まで連絡してくだ


さい。   注文の際には次の情報も提供してください：組織名/目


的、スタッフの人数、患者数/入居者数/高齢者数、必要なマス


ク枚数、担当者、電話番号、Eメールアドレス。 


Wilson Care Groupからの注文：医療提供者用の N95、外科手術


用マスク、ゴーグル、フェイスシールド、ガウン、手袋など。


アカウントの設定や PPEの注文は BeWellHawaii.comで行なえま


す 


外科手術用マスクを購入できない人やアクセスできない人は


http://www.every1nehawaii.com/から注文できます   


外科手術用マスクの注文：Rotary Hawaii の Naomi Masuno さ


ん：masuno1@aol.com 


 


 


 


除菌システム：  


• 過酸化水素蒸気：医療従事者/第一対応者はウェブサ


イト www.battelle.org/decon からオンラインでの登録


が可能です。この登録をした方には、除菌のためのマ


スクの収集・梱包方法と、ハワイ州 Mililani（ミリラ


ニ）にある当システムへの出荷方法についての情報を


お送りします。  所要時間の目標は 72時間で、返送に


1～2 日間要します。詳細については次をご覧くださ


い ： https://www.battelle.org/inb/battelle-ccds-for-


covid19-satellite-locations お よ び
https://www.battelle.org/ccds-facts 


• 紫外線放射：外科手術用マスクのみの除菌について


は、HPH susan.nonaka@hawaiipacifichealth.orgまでお問


い合わせください 


• InstantPot（インスタントポット）：水を入れずにタ


オルの上にマスクを置き、212°Fで 50分間にセット


してください：


https://www.fastcompany.com/90537930/how-to-


decontaminate-an-n95-mask-in-an-instant-


pot?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campai


gn=cfasnews&utm_content=newsletter 


代替案：  フェイスシールド： 


• その他代替案：  安全メガネ、ゴーグル（患者さんの


入浴の際に有用です） 


• https://www.masks4hi.com/からの注文（UH-JABSOM、


Mid-Pac、Kauai 高校を通して）  


o 現地調達の適切な PPEには外科手術用マスク、


N95、フェイスシールド、ゴーグル、隔離ガ


ウンが含まれています。 


• 3D プリントを利用している学校/個人から注文するの


もいいでしょう。 


• また、3D プリンターを購入して、自社施設で継続的


にご利用になるのもいいでしょう。 


• DIY ： https://www.michaels.com/diy-face-masks-and-
shields/acetate-face-shield/acetate-face-shield 


布製フェイスマスク：  


DYI 布製マスクの Olson スタイルはフィルター用のポケットと、


密封用テープがついています。推奨材料：綿との混紡、または


ティータオル。 


https://www.youtube.com/watch?v=ZnVk12sFRkY  [18 分


20秒] 


フィルターのオプション：外科用ドレープ、青いショ


ップタオル（自動車修理用）、コーヒーフィルター  


  注記：布製マスクは外科手術用マスクまたは N95 マスクの寿


命も延ばします。 


長袖ガウンの使用：   


• ご自分でガウンを縫ったり、あるいは誰か（ウエディ


ングドレスの会社など）にお願いして半袖のガウンを


長袖にしたりすると、施設が毎日洗濯できます。  


• 使い捨てのポンチョやゴミ袋をガウンの上に着用して、


病衣の寿命を延ばすことができますが、脱ぐときにご


注意ください。 
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