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新型コロナウイルスの感染拡大は日本経済に大きな影響を及

ぼし、今後のリスク管理の一環として継続的な感染症対策を
実行したいと考える企業も増えている。どのような取り組み
をすれば効果的なのか悩むところだが、そこで頼りになるの
がIHIグループだ。長年にわたり院内感染対策などの事業を展
開してきた実績を基に、エビデンス（根拠）に基づく品質の高
い感染対策ソリューションをトータルに提案してくれる。
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