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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.４ （2020/04/14） 
長崎県医師会 新型コロナウイルス感染症対策会議から 

 

「今回は、電話や情報通信機器を用いた診療に関するお知らせとなります。」 

 

４月10日に発出された厚生労働省の事務連絡（２頁以降に概要を掲載。以下、「４月10

日事務連絡」という。）より、「電話」や「情報通信機器」（以下、「電話等」という。）を

用いた診療の実施について、時限的・特例的な対応として、患者の求めにより、電話等

を用いた診療により診断や処方が当該医師の責任の下で、医学的に可能と判断した場合

に、初診から算定可能となりました。 
 

・いわゆるオンライン診療のみではなく、電話による初診も医師の判断により可能となってい

ます。（慢性疾患の診療、治療薬の処方はこれまでも可能でした。） 

・「医師の責任の下で」となっています。対面診察と同様の責任が伴うことにも御留意下さい。

（患者に対して充分な情報提供が必要となっています。） 

・電話等による診療は、４月10日事務連絡の留意点等を踏まえ、適切に行うことが必要とされ

ています。 
 

＜具体的な点数＞ 

①医師が電話等を用いた診療が可能と判断し、電話等を用いて初診を行った場合、初診料214点

を算定（本来288点、対面ではないので初診料の注２にある点数を準用） 

②受診中の患者さんの新たな別の症状による診療については、電話等再診料73点を算定。 

③処方を行い 又は FAX等で処方箋情報を薬局に送付した場合、調剤料、処方料、処方箋料、薬

剤料等が算定可。 

④慢性疾患を有する定期受診患者等に電話等で診療した際に、元々の治療計画に基づき療養上の

管理を行った場合、下記、管理料等※の「情報通信機器を用いた場合の点数100点」が算定可と

なっていたが、147点（月１回）に今回引き上げられた。 

※特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防

指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料 

⑤外来における対応として、事前に電話連絡を受け、時間的、空間的な感染予防策など診療の手

引きに従って、必要な策を講じた上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんに対す

る外来診療を評価するとして、院内トリアージ実施料１回300点が算定可。(診療所も可。) 

⑥入院における対応として、感染症指定医療機関に限らず緊急入院を必要とする新型コロナウイ

ルス感染症患者に対する診療の評価として、医師が診察等によって緊急入院が必要であると認

めた患者さんについて、救急医療管理加算１の950点と二類感染症患者入院診療加算の250点を

算定可。救急医療管理加算の算定限度は入院から７日間だが、特例的に14日間まで算定可。ま

た、新型コロナウイルス感染症患者は、救急医療管理加算の対象患者となり、緊急に入院を必

要とする重症患者として入院した患者と見なされる。二類感染症患者療養環境特別加算では、

個室、陰圧室、両方かによって200点、300点、500点となる。 
 

※次頁以降、詳細を掲載しています。（正式通知は、「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 10）」となります。本会ＨＰにも掲載していますのでご確認下さい。） 

※Update No.３掲載の長崎大学病院 感染制御教育センター 泉川教授からの「注意喚起」を巻末に再掲載

しました。従業員の皆さまにも改めて御周知下さい。 
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１．初診から電話等を用いた診療の実施について 

４月 10日事務連絡による取扱いについて、概要をまとめました。（詳細は２頁以降参照） 

 過去の受診歴がない初診 
①受診中の患者の慢性疾患以外の新たな疾患 
②過去に受診歴があり、新たな疾患による初診 

初再診料 初診料（214点） ①電話再診料（73点）  ②初診料（214点） 

処方 

処方日数は 7日間上限（3P・
1.(1)） 

－ 

・麻薬及び向精神薬に加え、特に安全管理が必要な医薬品（いわゆる「ハイリスク薬」）として、診
療報酬における薬剤管理指導料の「１」の対象となる薬剤（抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等）の処方
は不可。（3P・1.(1)） 

処方箋の
取扱い 

患者が、薬局において電話等による情報の提供及び指導（以下「服薬指導等」という。）を希望す
る場合は、処方箋の備考欄に「0410 対応」と記載し、同意を得て、医療機関から患者が希望する薬
局に FAX等により処方箋情報を送付する。その際、医師は診療録に送付先の薬局を記載する。また、
医療機関は、処方箋原本を保管し、処方箋情報を送付した薬局に当該処方箋原本を送付すること。診
療録等により患者の基礎疾患を把握できていない場合は、処方箋の備考欄にその旨を明記する。 
なお、院内処方の場合は、患者と相談の上、医療機関から直接配送等により患者へ薬剤を渡すこと

として差し支えない。（5P・1.(4)） 

留意点 

以下、アからウまでに掲げる条件を満たした上で行う。（4P・1.(2)） 
ア 初診からを行うことが適さない症状や疾病等、生ずる恐れのある不利益、急病急変時の対応
方針等を、患者に十分な情報を提供、説明した上で、説明内容を診療録に記載。 

イ 対面診療が必要と判断される場合は、電話等を用いた診療を実施した医療機関で速やかに対
面による診療に移行する又は、困難な場合、あらかじめ承諾を得た他院に速やかに紹介。 

ウ 対面診療と比べて、患者の身元確認や心身の状態に関する情報を得ることが困難であり、患
者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方を防止する観点から、以下の措置を講じること。 
・「視覚の情報を含む情報通信手段を用いた診療」の場合、患者は被保険者証により受給資格を、
医師は顔写真付きの身分証明書により本人確認を互いに行う。その際、医師は医師の資格を
有していることを証明することが望ましい。 

・「電話を用いて診療」を行う場合は、被保険者証の写しをファクシミリ、被保険者証を撮影し
た写真データを電子メールで医療機関に送付する等により、受給資格の確認を行う。その方
法が困難な患者についても、電話により氏名、生年月日、連絡先（電話番号、住所、勤務先
等）に加え、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の券面記載事項を確認して
診療しても差し支えない。 

患者の支
払 

一部負担金等の支払方法は、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等より実施可。（4P・1.(2)
②） 

２度目以
降の診療 

一度目の電話等による診療は問診及び指針に限定されていることから、その際に記載した診療録
は「過去の診療録」に該当しない。（4P・1.(3)②） 

都道府県
への報告 

電話等を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関は、その実施状況について、所在地の都道府県に毎
月報告（示された様式は下記のとおり）を行う。（4P・1.(5)） 

※慢性疾患の患者に対する診療は、４月 10日事務連絡前から、従来から処方していた慢性疾患治療薬の処方は、

電話等の診療の上処方が可能で、電話再診（73点）、投薬（処方箋料等）の算定が可能でした。管理料等は要件

を満たした上で 100点が算定可能でしたが、４月 10日事務連絡により 147点に変更。 

※４月 10日事務連絡には、一般病棟等に入院の新型コロナウイルス感染者への診療も示されています。 

※県に報告する様式は厚生労働省から示されており、報告する内容は以下のとおりの予定です。報告方法等は改

めて県から通知がなされる予定です。 

医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票                    様式１ 
 基本情報 

 施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL 

例 ◯◯医院 000-0000 長崎県長崎市････ 000-000-0000 http://www･･････････････････ 

 
 対応した医師 

初診からの電話等による診療等の実施について（以下のいずれか
該当するものに○を記入してください。） 

患者情報 診療の内容  

 

日付 診療科 医師名 

過去の診療録等に
より基礎疾患の情
報を確認できた患
者に対して診療を
行った。 

過去の診療録等に
より基礎疾患の情
報を確認できない
患者に対して診療
を行った。 

電話等により診断や処方
を行うことが困難と判断
し、対面での診療を促す
又は他の診療可能な医
療機関を紹介するといっ
た対応を行った。（受診勧
奨） 

年齢 性別 
住所地 

(都道府県) 

診断名（診
断がつか
ない場合
は症状名） 

指示の内
容（対面診
療を指示
した場合
はその旨） 

 

処方した
薬剤（処方

日 
数） 

（保険診療
の場合） 
診療料 

再診の予約日 
（○日後） 

例 2020/4/13 内科 ◯◯ ◯◯  ◯  25 男 長崎県 発熱 自宅待機 
コカール
(４日分) 

電話等再
診 

４日後 

               



3 

 

※参考：中医協の資料（県医師会で一部改変） 

 
 

２．新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信

機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて（４月

10日事務連絡・要約、概要） 

１．医療機関における対応 

(１)初診からの電話や情報通信機器（以下、「電話等」という。）を用いた診療の実施について 

患者から電話等により診療等の求めを受けた医師は、電話等による診断や処方が当該医師の責任下で医学的に可能と判断

した範囲で、初診から電話等を用いた診療により診断や処方が可。ただし、麻薬及び向精神薬の処方は不可。 

診療の際、できる限り、過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワーク又は健康診断の結果等（以下「診

療録等」という。）により患者の基礎疾患の情報を把握・確認した上で、診断や処方を行う。診療録等によりその情報が把

握できない場合は、処方日数は７日間が上限。麻薬及び向精神薬に加え、特に安全管理が必要な医薬品（いわゆる「ハイリ

スク薬」）として、診療報酬における薬剤管理指導料の「１」の対象となる薬剤（抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等）の処方は不

可。 

患 者 
保険 

医療機関 

電話等を用いた診療の求め 

実施するサービス 

電話等を用いた初診 

電話等を用いた初診 

電話等を用いた再診 

診療報酬の対象外 

受診勧奨 

健康相談 

診療報酬上の評価 

◯ 電話等を用いた初診料(214点) 
◯ 処方料(42点) 
◯ 処方箋料(68点) 

◯医師が診療は不要と
判断した場合 

◯医師が対面診療が必要と
判断した場合 

○医師が電話等を用いた診
療が可能と判断した場合 

○現在受診中では無いが、
新たに生じた症状に対し
て、診療を行う場合 

◯受診中の患者に対し、新
たに別の症状についての
診断・処方を行う場合 

◯ 電話等を用いた初診料(214点) 
◯ 処方料(42点) 
◯ 処方箋料(68点) 

◯ 電話等を用いた再診料(73点) 
◯ 処方料(42点) 
◯ 処方箋料(68点) 

当該保険医療 
機関の受診歴 

無し 

時限的・ 

特例的な
対応 

事務連絡
(2/28、
3/19に
よる対応 

当該保険医療 
機関の受診歴 

有り 

自院又は他院における対面診療 

※新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話等を
用いた診療及び処方を行う場合であって、電話等を用いた診療を行う以前より、「情報通信機器を用いた場
合」が注に規定されている管理料等(100 点)を算定していた患者に対して、電話等を用いた診療において
も当該計画等に基づく管理を行う場合は、147 点（月 1回）を算定する。 

※一般の医療機関で事前に電話連絡を受け、時間的、空間的な感染予防策など診療の手引きに従って、必要
な策を講じた場合上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんに対する外来診療の評価として、
院内トリアージ実施料１回 300 点を算定。 

※感染症指定医療機関に限らず緊急入院を必要とする新型コロナウイルス感染症患者に対する診療を評価
し、診察等によって緊急入院が必要であると認めた患者さんについて、救急医療管理加算１の 950点と二
類感染症患者入院診療加算の 250 点が算定可。救急医療管理加算の算定限度は入院から７日間が、特例的
に 14日間まで算定可。新型コロナウイルス感染症患者は、救急医療管理加算の対象患者であり、緊急に入
院を必要とする重症患者として入院した患者と見なされる。二類感染症患者入院診療加算も、第二種感染
症指定医療機関の指定の有無に関わらず算定可、加えて個室又は陰圧室での受け入れは、個室か陰圧室か、
或いは両方かによって 200点、300点、500点になる。 

電話等を用いた再診 
◯受診中の慢性疾患患者に
対し、当該疾患について
の診断・処方を行う場合 

◯ 電話等を用いた再診料(73点) 
◯ 処方料(42点) 
◯ 処方箋料(68点) 
◯ 管理料等(147点)※ 
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なお、電話等による診断や処方が困難と判断し、診断や処方を行わなかった場合で、対面診療を促す又は他医療機関の紹

介等の対応を行った場合は、受診勧奨に該当し、医師法第19条第１項の応招義務には違反しない。 

(２)初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合の留意点について 

①実施に当たっての条件及び留意点 

上記（１）により初診から電話等での診療を行う場合、以下、ア～ウまでの条件を満たすこと。 

ア 初診から電話等による診療が適さない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、

患者に十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容を診療録に記載（※）。 

（※）説明に当たっては、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（平成 30年３月厚生労働省策定。以下「指針」と

いう。）Ⅴの１.（１）に定める説明や同意に関する内容を参照すること。 

イ 対面診療が必要と判断される場合は、電話等による診療を実施した医療機関で速やかに対面診療に移行 又は、困難な

場合はあらかじめ承諾を得た他医療機関に速やかに紹介。 

ウ 電話等による診療を行う場合、窓口で資格確認等が行われず、診療も対面診療と比べて、患者の身元確認や心身状態の

情報を得ることが困難であり、患者のなりすましの防止や虚偽申告による処方防止の観点から、以下の措置を講じること。 

・視覚の情報を含む情報通信手段を用いた診療の場合、患者は被保険者証により受給資格を、医師は顔写真付きの身分証

明書により本人確認を互いに行うこと。その際、医師は医師の資格を有していることを証明することが望ましい。 

・電話による診療を行う場合は、当該患者の被保険者証の写しや、被保険者証の写真の電子データを電子メールで医療機

関に送付する等により、受給資格の確認を行うこと。 

・電話による診療を行う場合で、上記方法が困難な患者も、氏名、生年月日、連絡先（電話番号、住所、勤務先等）に加

え、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の券面記載事項を確認すれば診療可。 

・なお、被保険者証の確認に加えて患者の本人確認を行う場合には、「保険医療機関等において本人確認を実施する場合

の方法について」（県医師会報 令和２年２月15日号・掲載）等に留意し適切に対応。 

・虚偽申告による処方が疑われる事例は、その旨を所在地の都道府県に報告。報告を受けた都道府県は、管下医療機関に

注意喚起を図るなど、同様の事例発生防止に努める。 

②その他 

患者が支払う一部負担金等の支払方法は、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等より実施もよい。 

(３)２度目以降の診療を電話等を用いて実施する場合について 

①既に対面で診断され治療中の疾患を抱える患者について 

既に対面で診断され治療中の疾患を抱える患者に、電話等での診療により、これまでも処方されていた医薬品の処方は事

前の診療計画未作成の場合でも可。 

また、当該患者の当該疾患により発症が容易に予測される症状変化に対して、これまで処方されていない医薬品の処方の

処方も可。ただし、次に掲げる場合、それぞれ次に掲げる要件を満たす必要あり。なお、感染が収束して本事務連絡が廃止

された後の診療継続は、直接の対面診療を行う。 

ア 既に当該患者に対して定期的なオンライン診療（※）を行っている場合 

オンライン診療を行う前に作成していた診療計画に、発症が容易に予測される症状の変化を新たに追記するととも

に、当該診療計画の変更について患者の同意を得ておくこと。なお、上記により追記を行う場合は、オンライン診療

により十分な医学的評価を行い、その評価に基づいて追記を行う。 

イ これまで当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っていない場合（既に当該患者に対して２月28日事務連絡

に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を行っている場合を含む。） 

電話等を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等に

ついて、患者に説明し、同意を得ておくこと。また、その説明内容について診療録に記載する。 

（※）「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（平成30年３月厚生労働省策定。以下「指針」という。）が適

用され、指針に沿って行われる診療 

②上記（１）により電話等を用いて初診を行った患者について 

上記（１）により電話等による初診を行った患者に対して、２度目以降の診療も電話等で場合は、上記（１）の記載に

沿って実施。なお、上記（１）による診療は、問診及び視診に限定されたものであるため、その際の診療録は、上記（１）

に記載した「過去の診療録」には該当しない。また、感染が収束して本事務連絡が廃止された後の診療継続は、直接の対

面診療を行う。 
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(４)処方箋の取扱いについて 

患者が、薬局において電話等による情報の提供及び指導（以下「服薬指導等」という。）を希望する場合は、処方箋の備考

欄に「0410 対応」と記載し、患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を

送付する。その際、医師は診療録に送付先の薬局を記載する。また、医療機関は、処方箋原本を保管し、処方箋情報を送付

した薬局に当該処方箋原本を送付する。 

上記（１）の診療により処方を行う際、診療録等により患者の基礎疾患を把握できていない場合、処方箋の備考欄にその

旨を明記する。なお、院内処方を行う場合は、患者と相談の上、医療機関から直接配送等により患者へ薬剤を渡すことも可

能。その具体的実施方法は、下記２.（４）に準ずること。 

(５)実施状況の報告について 

上記（１）及び（３）②により電話等を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関は、その実施状況について、別添１の様式

により、所在地の都道府県に毎月報告を行う。また、各都道府県は管下の医療機関における毎月の実施状況をとりまとめ、

厚生労働省に報告を行う。 

(６)オンライン診療を実施するための研修受講の猶予について（電話による診療は関係なし） 

指針において、2020年４月以降、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講しなければならない

とされており、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話等を用いた診療を実施する医師は当該研修を受講することが望

ましいが、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、本事務連絡による時限的・特例的な取扱いが継続してい

る間は、当該研修を受講していない医師が、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話等を用いた診療を実施しても差し

支えないこと。なお、感染が収束して本事務連絡が廃止された場合は、指針に定めるとおり、研修を受講した医師でなけれ

ばオンライン診療を実施できないことに留意すること。 

２．薬局における対応 

（１）～（３）＜略＞ 

（４）薬剤の配送等について 

調剤した薬剤は、患者と相談の上、薬剤の品質の保持（温度管理を含む。）や、確実な授与等がなされる方法（書留郵便

等）で患者へ渡す。薬局は、薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認する。 

また、品質の保持（温度管理を含む。）に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤は、適切な配送方

法を利用する、薬局の従事者が届ける、患者又はその家族等に来局を求める等、工夫して対応する。 

患者が支払う配送料及び薬剤費等は、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済

等の支払方法により実施して差し支えないこと。 

（５）その他 

①電話等を用いて服薬指導等を行う場合も、患者の状況等によっては、対面での服薬指導等が適切な場合や、次回以降の調

剤時に対面での服薬指導等を行う必要性が生じ得るため、本事務連絡に基づく取扱いは、かかりつけ薬剤師・薬局や、当

該患者の居住地域内にある薬局により行われることが望ましいこと。 

②医師が電話等を用いて上記１（１）に記載する受診勧奨を実施した場合で、患者に対して一般用医薬品を用いた自宅療養

等の助言した場合には、当該患者が薬局等に来局せずに、インターネット等を経由した一般用医薬品の購入を行うことが

想定されるところ、薬局等では、適切な医薬品販売方法に従って対応されたい。この際、当該医薬品に係る適切な情報提

供及び濫用等のおそれのある医薬品の販売方法について留意すべきである。 

なお、インターネット等を利用して特定販売を行う薬局等に関しては、厚生労働省ホームページ「一般用医薬品の販売

サイト一覧」（※）において公表しているため、適宜参照すること。 

※「一般用医薬品の販売サイト一覧」 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html 

３．新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等について 

(１)自宅療養又は宿泊療養する軽症者等に対する診療等について 

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下

「対処方針」という。）においては、患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障をきたすおそれがあると判断す

る都道府県では、重症者等に対する医療提供に移す観点から、入院治療が必要ない軽症者等は自宅療養又は宿泊施設等での

療養とするとされている。 

自宅療養又は宿泊施設等での療養とされた軽症者等について、その療養期間中の健康管理において、新型コロナウイルス
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感染症の増悪が疑われる場合や、それ以外の疾患が疑われる場合において、当該患者の診断を行った医師 又は 新型コロナ

ウイルス感染症の診断や治療を行った医師から情報提供を受けた医師は、医学的に電話等による診療により診断や処方が可

能であると判断した範囲で、患者の求めに応じて、電話等による診療により、必要な薬剤の処方は可。その際、医師は、自

宅療養又は宿泊療養する軽症者等に対する処方と分かるよう、処方箋の備考欄に「CoV 自宅」又は「CoV 宿泊」と記載する。 

また、処方薬剤を配送等により患者へ渡す場合は、当該患者が新型コロナウイルス感染症の軽症者等であると薬局や配送

業者が知ることになるため、それについて当該患者の同意を得る必要あり。 

当該処方を薬局で調剤する場合は、薬局における当該患者への服薬指導は電話等で可。 

(２)入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等について 

対処方針においては、感染者の大幅な増加を見据え、一般の医療機関の一般病床等の活用も検討し、ピーク時の入院患者

を受け入れるために必要な病床を確保するとされている。今後、感染の更なる拡大により、一般の医療機関の一般病床等に

新型コロナウイルス感染症患者を入院させ、十分な集中治療の経験がない医師等が当該患者を診療しなければならない場合

等で、当該患者に、人工呼吸器による管理等の集中治療を適切に行うため、情報通信機器を用いて、他の医療機関の呼吸器

や感染症の専門医等が、呼吸器の設定変更の指示を出すことなどを含め、十分な集中治療の経験がない医師等と連携して診

療を行うことは可。 

４．医療関係者、国民・患者への周知徹底 

国民・患者に対して、電話等による診療を受けられる医療機関の情報を提供するため、本事務連絡に基づき電話等による

診療を実施する医療機関の一覧を作成し、厚労省のホームページ等で公表する。このため、各都道府県では、関係団体とも

適宜協力し、別添２の様式により、管下医療機関のうち、本事務連絡に基づき電話等による診療を実施する医療機関を把握

するとともに、厚労省にその結果を報告する。また、当該医療機関の一覧は、各都道府県でも、関係団体とも適宜連携をし

ながら住民や医療関係者へ周知を図る。 

なお、医療機関は、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話等を用いた診療を実施していることを医療に関する広告

として広告可能であること。 

５．本事務連絡による対応期間内の検証 

本事務連絡による対応は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関への受診が困難になりつつある状況下に鑑みた

時限的な対応であることから、その期間は、感染が収束するまでの間とし、原則として３か月ごとに、感染拡大状況や、本

事務連絡による医療機関、薬局の対応の実用性と実効性確保の観点、医療安全等の観点から改善のために検証を行う。その

際、各都道府県では、各都道府県単位で設置された新型コロナウイルス感染症に係る対策協議会等で、上記１（５）に基づ

き報告された実施状況も踏まえ、本事務連絡による対応の実績や地域との連携状況の評価を行うこと。なお、評価に当たっ

ては、医務主管課及び薬務主管課等の関係部署が連携しながら対応する。 

 

３．大都市から地方に移動した方たちに対する感染拡大防止のた

めの「注意喚起」（Update No.3・再掲） 
 

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、九州では福岡を含む７都府県を対象として法律に

基づく「緊急事態宣言」が４月７日に行われました。 

これに伴い４月以降、首都圏をはじめ、関西や福岡から各地へ移動した後に判明する感染例

が急増しています。 

今回の緊急事態宣言前後にも、多くの人が大都市から地方に移動した可能性が高く、長崎県

でも流行の危険性が高まっていると言えます。その中にあって、県下の診療体制を維持するた

めにも、医療関係者への感染とそれによって引き起こされる院内感染は絶対に避けなければな

りません。 

これまですでに各地で医療従事者が新型コロナウイルスに感染し、医療施設内の感染拡大に

つながった例が報告されております。会員の皆様や関係医療機関に勤務する職員のご家族など

で、特に都市部から帰省中の人が同居されている場合には、ご家族全員の健康管理をしていた

だき、家庭内での感染を防止するようくれぐれもご注意いただくようお願い申し上げます。 
 

長崎大学病院 感染制御教育センター教授 泉川公一 


