
新型コロナウイルス感染症（Covid-19）の対策と現状 

Update No.1 （2020/03/13） 

長崎県医師会 新型コロナウィルス感染症対策会議から 

 

長崎県医師会「新型コロナウイルス感染症対策会議」の検討事項を定期的にお知らせすること

にいたしましたので、医療機関等での対応のご参考にして下さい。 

 

１．PCR 検査(検体採取)は感染症指定医療機関と協力医療機関のみで可 

PCR 検査が保険診療扱いできるようになりましたが、検体採取は「帰国者・接触者

外来」をおこなっている指定医療機関と、協力医療機関のみでしか現状ではできませ

ん。今後変わる可能性はあります。該当する患者さんは、帰国者・接触者相談センタ

ーにご相談ください。＜参考資料：Ｐ１の１①＞ 

２．Hot line 

現在、県医師会と長崎大学で、医療関係者からの相談ホットラインを設置すべく 

調整中です。＜参考資料：Ｐ１の１④＞ 

３．院内感染対策 

陽性が疑われる患者の診察に際しては、サージカルマスク、手袋、フェイスシール

ド（ゴーグル）、ガウンの着用が必要です。準備が不十分なときは、帰国者・接触者相

談センターにご相談ください。＜参考資料：Ｐ１の１②、Ｐ２の３(2)＞ 

インフルエンザの検査に際しても、同様の感染対策が取れない場合、検査無し（臨

床診断）でインフルエンザ治療薬の投薬が可能です。＜参考資料：Ｐ２の３(１)②＞ 

慢性疾患患者等は、電話や情報機器で診療後、投薬可能です。＜参考資料：Ｐ３の５＞ 

４．自院受診者から陽性患者が発生したら 

マスク着用、手指洗浄を十分行って診療している場合、自院から陽性患者が発生し

ても、濃厚感染者とはなりません。但し、感染対策（マスク、手袋、ゴーグル、ガウ

ン）が取れずにインフルエンザ等の検査をした場合は濃厚接触者となるので注意が必

要です。十分な感染対策をお願いします。＜参考資料：Ｐ２の３(2)☆＞ 

５．感染対策用品は？アンケート結果を踏まえて 

各医療機関での対応やマスク等の在庫状況に関するアンケートにつきましては、 

ご協力頂き誠にありがとうございました。 

アンケートの結果から、マスク、消毒用アルコールを中心に在庫不足の施設があり

ますが、多くの施設は 1 ヶ月程度の在庫を持っています。マスクに関しては、政府、

日医から供給される予定です。＜参考資料：Ｐ１の１②、Ｐ1 の２＞ 

６．自院、自施設の職員の健康管理をお願いします 

医療機関、介護施設での感染例も報告されています。検温、健康管理等にご留意下

さい。＜参考資料：Ｐ２の４＞ 

７．Reference  

県内の発生状況、各学会による手引き等もご参照下さい。＜参考資料：Ｐ４の６＞
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新型コロナウイルス感染症（Covid-19）の対策と現状 

Update No.1 （2020/03/13）【参考資料】 

 

１．ＰＣＲ検査体制について 

①帰国者・接触者外来以外の医療機関での診察・相談等で検査の必要性が生じた場合、基本的には、各保健

所に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に連絡して下さい。 

保健所名 電話番号 開設日 FAX 番号 管轄 

西彼保健所 095-856-5059 平日 095-857-6663 西海市・長与町・時津町 

県央保健所 0957-26-3306 平日 0957-26-9870 
諫早市・大村市・東彼杵町・

川棚町・波佐見町 

県南保健所 0957-62-3289 平日 0957-64-6520 島原市、雲仙市、南島原市 

県北保健所 0950-57-3933 平日 0950-57-3666 平戸市、松浦市、佐々町 

五島保健所 0959-72-3125 平日 0959-72-7761 五島市 

上五島保健所 0959-42-1121 平日 0959-42-1124 新上五島町、小値賀町 

壱岐保健所 0920-47-0260 平日 0920-47-6357 壱岐市 

対馬保健所 0920-52-0166 平日 0920-52-7403 対馬市 

長崎市保健所 095-801-1712 平日,土,日,祝日 095-829-1221 長崎市 

佐世保市保健所 0956-25-9809 平日,土,日,祝日 0956-24-1346 佐世保市 

長崎県相談センター 
080-3565-2602 

080-3499-8865 
土,日,祝日 095-895-2570 長崎市、佐世保市を除く県内 

※現在の帰国者・接触者相談センターへの相談の目安 

・37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる（特に高齢者又は基礎疾患が

あるものについては、積極的に考慮する） 

・新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって、そ

の治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に、新型コロナウイルス感染症が疑われる 

・医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う 

②自院での検査をお考えの医療機関もあるかもしれませんが、新型コロナウイルス感染症の検体採取を行う

ためには、ゴーグル、Ｎ９５マスク、ガウンの装着など適切な感染予防体制を取る必要があります。 

③今回、ＰＣＲ検査が『保険適用』となりましたが、希望されれば、どの患者さんが、どの医療機関でも実

施出来るものではありません。 

検査実施医療機関では、感染予防体制を整えることは勿論のこと、安全な検体搬送体制を自院で確保す

る必要もあります（現在のところ「行政検査」のように保健所は搬送出来ません。）。また、保険診療と実

施して実施するためには、長崎県との間で契約を締結した場合に限り、保険診療のうち検査費用（ＰＣＲ

検査料、微生物的検査判断料）のみの自己負担分が公費で支給されます。 

よって現行では、『帰国者・接触者外来』である「感染症指定医療機関＋協力医療機関」のみが実質的

にＰＣＲ検査が可能となっています 

④県医師会では、検査対象に該当しない等として、同センターから検査を断られた場合の相談体制

等について、ホットラインの開設などを検討中です。決定次第改めてお知らせいたします。 

⑤医療技術的な内容については、長崎大学感染制御教育センターに相談窓口が開設されています。 

長崎大学感染制御教育センター（泉川教授） ＴＥＬ 095-819-7730 

 

２．マスク等について 

①先日御協力頂いた「新型コロナウイルス感染症対応における病院の診療体制に関する調査」及び２

月に実施した「新型コロナウイルスに関連した肺炎に係る「サージカルマスク」の在庫状況等に関

する緊急アンケート」により、マスクをはじめとする感染症対策用品の在庫が逼迫している状況が
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あきらかとなっており、県や医薬品卸業組合にも安定供給や特定の医療機関に納品が偏ることがな

いよう申し入れを行ってきました。 

②マスクについては、３月 16 日（月）の週に、医療機関向けとして国からの都道府県に送付がなされ

る予定です。送付される量は現在のところ不明ですが、可能な限り多くの医療機関に配布出来るよ

う県とも協議を行います。 

③手指消毒剤、環境消毒剤につきましては用途をご検討頂き、環境消毒剤等については次亜塩素酸の

希釈液を利用されるなどの工夫もお願い出来ればと思います。 

 

３．新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について  

(1)地域の各医療機関の外来に共通する感染予防策  

①基本的に誰もがこのウイルスを保有している可能性を考慮し、全ての患者の診療において、標準予

防策であるサージカルマスクの着用と手指衛生の励行を徹底して下さい。 

また、患者が発熱や上気道症状を有する等の場合であっても、後述の検体採取やエアロゾルが発

生する可能性のある手技を実施しない時は、標準予防策の徹底で差し支えありません。 

②①について、日本医師会では、新型コロナウイルス感染症に関する知見が得られていない現状では、

例えばインフルエンザなどの場合には検査をせずに、臨床診断にて治療薬を処方することを検討す

るよう求めています。県医師会としてもそのようにご対応頂きたいと考えています。 

(2)新型コロナウイルス感染症患者（同感染症が疑われる者も含む。以下、同様。）を診察する際の感染

予防策 

①患者に対しては、標準予防策に加えて、飛沫予防策及び接触予防策を実施する。 

②患者の鼻腔や咽頭から検体を採取する際には、サージカルマスク等及び眼の防護具（ゴーグル又は

フェイスシールド）、ガウン、手袋を装着すること。 

③患者に対し、エアロゾルが発生する可能性のある手技（例えば気道吸引、下気道検体採取等）を実

施する場合は、N95マスク（または DS2 など、それに準ずるマスク）、眼の防護具（同上）、ガウン、

手袋を装着すること。 

④患者の診察において上記感染予防策をとることが困難である場合は、最寄りの「帰国者・接触者相

談センター」を通じて、「帰国者・接触者外来」に紹介する。 

⑤個人防護具を着用中また脱衣時に眼・鼻・口の粘膜を触れないように注意し、着脱の前後で手指消

毒を実施すること。 

☆ 原則として、診察した患者が新型コロナウイルス感染症患者であることが後に判明した場合であ

っても、(1)及び(2)に基づいた感染予防策を適切に講じていれば、「
．
濃厚接触者
．．．．．

」
．
には該当しない
．．．．．．．

こととされています。 

(3)．応招義務  

患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、

応招義務を定めた医師法第 19 条第１項における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないため、診

療が困難である場合は、少なくとも「帰国者・接触者相談センター」への連絡や、患者さんへ同セン

ターに連絡するよう指示して、「帰国者・接触者外来」の受診に繋げる等を診療可能な医療機関への受

診を適切に勧奨することとされております。 

 

４．医療機関・介護施設等の職員健康管理について 

①医療機関、介護施設等での感染例も報告されています。 

②先生方も含む、職員の方々のご健康に注意して下さいということで、検温や健康管理等にもご留意

下さい。 
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５．新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処

方箋の取扱いについて 

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、電話や情報通信機器を用いた診療で処方する

場合、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ

医等が、その利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合において、これまでも当該患者に対

して処方されていた慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方することが可能とな

りました。 

この場合、電話等再診料、処方箋料が算定可能となります。＜下記、参考資料もご確認下さい。＞ 

（基本的な手順としては下図をご参照下さい。） 

 

＜参考資料＞ 

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その２）」（抜粋） 

（２月 28日付 日医発・保 259） 

※ 以下、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱

いについて」（令和２年２月 28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡）を単に「事

務連絡」という。 

問１ 事務連絡の「１」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信

機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、保険医療機

関は、電話等再診料、処方箋料を算定できるか。 

（答）算定できる。 

問２ 問１について、電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合は、電話等再診料とオンライン診療料の

いずれを算定するのか。 

（答）問１の場合については、電話等再診料を算定すること。 

 

慢性疾患等を有する定期受診患者等 

医療機関 

①電話による 

診療を希望 

②かかりつけ等が判断し、

電話による診療を行う。 

（患者自身が薬局への処方

箋情報の送付を希望した

場合(③’)は、処方箋情報

を患者に渡す。但し、原則

は医療機関から送付） 

薬 局 

③診察により､慢性疾治療薬を処方。 

原則、患者の同意を得て、患者の希望

する薬局に、医療機関から処方箋情報を

ファクシミリ等により送付。 

③’患者が希望する場合は、患

者自身が送付することも可。 

※上記により診療を行った際は、電話再診料、処方箋

料を算定。 

※送付した処方箋は保管し、後日薬局に送付するか、

当該患者が医療機関を受診した際に手渡し、薬局に

持参させる。 

※医師は、処方箋情報を薬局に送付した際は、当該薬

局を診療録に記載。 

※③’の方法で患者から送付があった旨薬局から連絡

があった際も当該薬局を診療録に記載。（同一処方

箋情報が複数薬局に送付されていないかを確認） 

④患者から処方箋情報

が送付された場合は、

医療機関に処方内容

を確認 
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問３ ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行っ

た場合、調剤技術料及び薬剤料は算定できるのか。また、事務連絡の「３」にあるように、患者に薬剤

を渡し、電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料等の薬剤師からの

説明が要件となっている点数は算定できるのか。 

（答）調剤技術料及び薬剤料は算定できる。 

薬剤服用歴管理指導料等は、電話や情報通信機器を用いて適切な指導を行っており、その他の要件を

満たしていれば算定できる。 

 

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その５）」（抜粋） 

（３月 12日付 日医発・保 275） 

※ 以下、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取

扱いについて」（令和２年２月 28 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡）を単に「事

務連絡」という。 

 

問１ 事務連絡の「１」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機

器を用いて診療し医薬品の処方を行った場合、保険医療機関は、電話等再診料、調剤料、処方料、調剤

技術基本料を算定できるか。 

（答）算定できる。 

問２ 事務連絡の「１」の場合であって、過去３月以内に在宅療養指導管理料を算定した慢性疾患等を有する定

期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し、患者又は患者の看護に当たる者（以

下、「患者等」という。）に対して、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要

かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管

理材料加算を算定できるか。 

（答）衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に限り、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算

を算定できる。この場合、在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等の内容、患者等から

聴取した療養の状況及び支給した衛生材料等の量等を診療録に記載すること。また、衛生材料又は保険

医療材料の支給に当たっては、患者等に直接支給すること。ただし、患者の看護に当たる者がいない等

の理由により患者等に直接支給できない場合には、当該理由を診療録に記載するとともに、衛生材料又

は保険医療材料を患者に送付することとして差し支えない。この場合において、当該患者が受領したこ

とを確認し、その旨を診療録に記載すること。 

 

６．ＰＣＲ検査実施数、参考資料の掲載ＨＰについて 

①長崎県内の発生状況、検査実施数は県庁ホームページに掲載されています。 

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-

hoken/kansensho/corona_nagasaki/corona_nagasaki_shousai/#iryoukikan 

②手引き、マニュアル等 

・「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療所・病院のプライマリ・ケア初期診療の手引き」 

（日本プライマリ・ケア連合学会）https://www.primary-care.or.jp/imp_news/20200311.html 

 

 


