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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.５ （2020/05/14） 
長崎県医師会 新型コロナウイルス感染症対策会議から 

 

 

会員の皆様へ、感染拡大防止の対策継続のお願い 
 

４月16日に全国に拡大されて適用された特措法に基づく緊急事態宣言は、５月14日に

本県を含む39県で解除されることとなりました。 

本県でも４月17日に確認された以後、感染者は確認されていません。これは、会員を

はじめ医療機関従事者、関係機関の皆様の献身的なご努力、並びに県民の皆様の行動変

容等によるご協力の賜物であると心より感謝を申し上げます。 

１カ月弱、感染者は確認されず、検査方法等の拡充や、治療薬の承認等が行われる等

明るい材料はあるものの、根本的な解決がなされた訳ではなく、いつ、どこで感染や感

染に伴うクラスターの発生、院内感染が起こってもおかしくない状況は続いており、各

県の状況に応じた対応が引き続き必要であると考えています。 

会員の皆様におかれましては、引き続き気を緩めることなく、標準的な予防策（サー

ジカルマスクの着用と手指消毒の励行）等の感染対策をお願いするとともに、御家族、

従業員の皆様、かかりつけの患者さんも含めまして、引き続き３密を避け、県境を越え

た移動、不要不急の外出をお控え頂くようお声掛けをお願いいたします。 

 

 

さて、今回のUpdateでは、 

１．新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安（改訂） 

２．会員向け・新型コロナウイルス感染症相談体制 

３．日本医師会「新型コロナウイルス感染症外来診療ガイド 第１版」の発行、 

４．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

な取扱いに関するＱ＆Ａ、 

５．新型コロナウィルス感染症で影響を受ける医療機関・医療法人に対する支援メニューのご案内、 

６．「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」の

まとめ 

７．新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて（有効期間の満了日

の延長） 

８．電話等診療及び0410対応処方箋発行時における患者情報提供（県薬剤師会からのお願い） 

について、取り纏めましたので御一読下さい。 

 

１．新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安（改訂） 

新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安が改訂されました。 

１．相談・受診の前に心がけていただきたいこと 

○発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。 

○発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。 

○基礎疾患（持病）をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症以外の病気が

心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話で御相談ください。 

２．帰国者・接触者相談センター等に御相談いただく目安 

○少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。(これらに該当しない

場合の相談も可能です。) 

☆息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 
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☆重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制

剤や抗がん剤等を用いている方 

☆上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

（症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合には

すぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。） 

○相談は、帰国者・接触者相談センター（地域により名称が異なることがあります。）の他、地域に

よっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もあるので、ご活用ください。 

（妊婦の方へ） 

妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・接触者相談セン

ター等に御相談ください。 

（お子様をお持ちの方へ） 

小児については、小児科医による診察が望ましく、帰国者・接触者相談センターやかかりつけ

小児医療機関に電話などで御相談ください。 

※なお、この目安は、国民のみなさまが、相談・受診する目安です。これまで通り、検査につい

ては医師が個別に判断します。 

３．医療機関にかかるときのお願い 

○複数の医療機関を受診することにより感染を拡大した例がありますので、複数の医療機関を受診

することはお控えください。 

○医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット（咳やくしゃみをする

際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる）の徹底

をお願いします。 

 

２．会員向け・新型コロナウイルス感染症相談体制について 

本会では、新型コロナウイルス感染症に関する疑問や、帰国者・接触者相談センター

等にご相談しても解決しなかった事例等に関する相談体制を構築いたしました。 

ご相談等頂く場合は、下記をご確認の上、電話又はメールでご連絡下さい。 

 

長崎県医師会では、新型コロナウイルス感染症への対応に関し、会員医療機関からの疑問等に対する相談体制を構
築しました。
対応への疑問点や、帰国者・接触者相談センターに相談の結果、検査不要と判断されたが、医師の判断として必要

と考えた場合の対応等について、県医師会や、県医師会を通じて各ブロックご担当の先生方にご相談し、回答・助言
等を差し上げるものです。

ご相談頂く場合は、次の内容もご確認下さい。また、本相談体制のシステム上、至急の回答のご要望

にお応えすることは、困難な場合がありますので、ご了承の上ご相談下さい

①ご相談等が集中することも考えられることから、各担当ブロック担当としてご依頼した先生方に直接ご相談する
システムではありません。また、アドバイス頂く先生方もあくまでもボランティアとしてご対応頂いております
点をご考慮下さい。

②ご相談等は、一旦、県医師会事務局でお話しをお伺いし、県医師会役員とも相談を行いますので、回答・助言に
時間を要する場合があることをご理解下さい。

③ご相談頂ける時間帯は次のとおりです。

１）電話による相談（TEL 090-8415-3003）

(1) 月曜日～金曜日の平日：8:00～20:00 (2) 土曜日：8:00～17:00 (3) 日曜・祝日： 9:00～17:00

（特に、平日の相談時間終了時間帯及び土曜、日曜、祝日については、アドバイス頂ける先生方や、行政
機関がお休みの場合がありますので、回答が翌日以降になる場合があります。）

２）メールによる相談（E-mail c-19@nagasaki.med.or.jp）
24時間・365日（本体制が継続する範囲内）

④各ブロックの該当医師会は次のとおりです。
・長崎ブロック＝長崎市、西彼杵 ・県北ブロック＝佐世保市、平戸市、北松浦
・県央ブロック＝諫早、大村市、東彼杵郡 ・県南ブロック＝島原市、南高
・離島ブロック＝五島、壱岐、対馬市

長崎県医師会・新型コロナウイルス感染症相談体制について
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３．日本医師会「新型コロナウイルス感染症外来診療ガイド 第１
版」の発行について 

本ガイドは印刷物としては配布されませんが、以下の日本医師会ホームページURLから

閲覧、ダウンロードが可能ですので、ご活用下さい。今後、関係資料なども順次アップ

し、状況の変化等に応じて改編されるとのことです。 

掲載URL ： https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009082.html 

【ガイドの理念】 

１．診療所などの外来医が、無理なく新型コロナ感染症に対応できること 

２．市民の皆さんが安心して普段の外来診療を受けられること 

３．医療関係者の多くが無事に流行期を乗り切れること 

 

４．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・特例的な取扱いに関するＱ＆
Ａについて 

（R2.5.1 厚生労働省医政局医事課・同省医薬・生活衛生局総務課・事務連絡） 

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話等用いた診療等の時限的・特例的

な取扱い（Update No.４に掲載）について、Ｑ＆Ａが取り纏められました。 

特に、Ｑ11からの医療機関関係では、電話等による診療を実施する場合には速やか

に報告すること等が示されていることにご留意下さい。様式等は各医療機関に４月下

旬に送付されています。 

  

長崎県医師会・新型コロナウイルス感染症相談体制図

会員医療機関

県北ブロック
（対象）

佐世保市 平戸市

北松浦医師会員

長崎大学病院 感染制御教育センター・ 泉川教授

長崎県医師会
（ TEL 090-8415-3003 ／E-mail c-19@nagasaki.med.or.jp ）

・第１段階として県医師会事務局が対応。内容把握、可能であれば回答、行政への案内等の対応を行う
・医学的判断等が必要と思われる場合は、担当役員に相談する。
・担当役員が必要と判断した場合、各ブロックの担当医師に相談。助言・回答を受ける。必要があれば、
直接会員医療機関に連絡頂く。

県南ブロック
（対象）

島原市

南高医師会員

県央ブロック
（対象）

諫早、大村市、

東彼杵郡医師会員

※点線は必要があれば
行政機関

県

保健所

市町

連携

要望

長崎ブロック
（対象）

長崎市

西彼杵医師会員

離島ブロック
（対象）

五島、壱岐

対馬市医師会員

知事

中田部長

相談 助言・回答

相談 助言・回答

相談・報告 助言・回答

助言・回答
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※以下、「新型コロナウィ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」(令和２年４月10日付け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。 

＜全体＞ 

Ｑ１．事務連絡による時限的・特例的な取扱いは新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間とされて

いるが、具体的にはどのような状態を収束と呼ぶのか。 

Ａ１．新型コロナウイルス感染症の感染の収束の定義については、今後専門家も交えて議論が必要であるが、事

務連絡による時限的・特例的な取扱いの趣旨を踏まえると、院内感染のリスクが低減され、患者が安心して医療

機関の外来を受診できる頃が想定される。 

Ｑ２．新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間に行う全ての診療について、「オンライン診療の適

切な実施に関する指針」の適用が除外されるのか。 

Ａ２．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、医療機関の受診が困難になりつつあること

に鑑みた時限的・特例的な対応であるため、原則、既に指針に基づくオンライン診療を行っていた患者に対して

は、指針の内容を遵守し、診療を行うこと。 

Ｑ３．情報通信機器を用いた診療を行う場合、どのような通信環境において、実施すべきか。 

Ａ３．情報通信機器を用いた診療を行う場合の通信環境に関しては、「オンライン診療の適切な実施に関する指

針」Ｖ２.（５）通信環境（情報セキュリティ・プライバシー利用端末）を参考にして、情報セキュリティやプ

ライバシーに配慮すること。 

＜患者・医療機関＞ 

Ｑ４．なぜ麻薬や向精神薬は処方できないのか。 

Ａ４．麻薬及び向精神薬については、濫用等のおそれがあることから、麻薬及び向精神薬取締法によりその取扱

いについて厳格に規制されているところ。この点、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合は、患

者のなりすましや虚偽の申告による濫用・転売の防止が困難であることを考慮し、麻薬及び向精神薬取締法に指

定する麻薬及び向精神薬の処方はその対象から除外することとした。 

Ｑ５．初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施において、診療録等により患者の基礎疾患の情報が把

握できない場合、なぜ処方日数は７日間を上限とされているのか。 

Ａ５．電話や情報通信機器を用いた診療においては、患者の基礎疾患の情報等の診断に必要な情報が十分に得ら

れないことが多いと予想されるため、処方医による一定の診察頻度を確保して患者の観察を十分に行う必要が

あるという観点から、処方日数については７日間を上限とした。 

Ｑ６．「初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない」場合とは具体的にどのような場

合か。 

Ａ６．できるだけ早期の処置や服薬が必要であると医師が判断した場合、診断にあたって検査が必須となる場合

等が考えられる。また、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が可能であるかの判断は、

個別具体的に医師の責任の下で行われるものであるが、電話や情報通信機器を用いた診療は症状が出現し、電話

やオンラインによる診療の予約をしてから診察までに時間を要することが予想されること、重篤な症状でなく

ても緊急的な処置や治療が必要なことがあること（軽い胸痛や突然の頭痛等）や触診や聴診を行うことが困難で

あること等に鑑み、電話や情報通信機器を用いた診療には適していない症状をあらかじめ示しておくか、電話に

よる予約などにおいて確認しておくことが望ましい。 

Ｑ７．１．（２）①アにおいて、「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。）Ｖ１．（１）に定める説明や同意に関する内容を参照すること」とさ

れていますが、Ｖの.１（１）には医師と患者が相互に信頼関係を構築したうえでセキュリティ対策を含めた「診

療計画」を定めて診療を行うと記載されております。「診療計画」の作成が必要でしょうか。 

Ａ７．初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合に、「診療計画」に定める事項も参考にした上で、

医師から患者に対して十分な説明や合意を求めるものであり、必ずしも「診療計画」の策定を求めるものではな

い。 

Ｑ８．電話や情報通信機器を用いた診療を一度行った場合、再度同じ医師に電話や情報通信機器を用いて診療を

行った場合は、再診になりますか。またその場合の診療報酬は何を算定することが可能ですか。 

Ａ８．電話や情報通信機器による診療によって初めてなされた診断は、患者個人の十分な情報によってされたも

のではないため、再度電話や情報通信機器を用いて診療した際も、十分な情報に基づいて診療を行えないと考え

られるため、事務連絡１（１）と同じ扱いとする。診療報酬においては、電話等再診料を算定する。 

＜患者＞ 

Ｑ９．本人確認は事務連絡における内容で対応しきれるのか。また医師のなりすましが横行するのではないか。 

Ａ９．視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合、医師については顔写真付きの身分証明書により

本人確認を行うこと、また医師の資格を有していることを証明すること。なお、都道府県において不適切な事例

の報告があった際には当該医療機関を管轄する貴管下の保健所に対し、当該医療機関における電話や情報通信

機器を用いた診療の実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っ
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ても改善がみられず、医師法第17条違反が疑われる悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく

告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図ること。 

Ｑ10．70歳以上の患者の窓口負担割合については、どのように確認を行うのか。また、国民健康保険の被保険者

については、被保険者資格証明書を交付されている場合もあるが、どのように本人確認や窓口負担割合の確認を

行うのか。 

Ａ10．被保険者証による本人確認に加え、70 歳以上の患者については、高齢受給者証についても確認を行うこ

と。また、国民健康保険の被保険者のうち、被保険者資格証明書の交付を受けている患者については、被保険者

証による本人確認に代えて、被保険者資格証明書による本人確認を行うこと。 

＜医療機関＞ 

Ｑ11．電話や情報通信機器等による診療を受けられる医療機関を取りまとめて公表することとしているが、公表

されている医療機関以外は事務連絡に基づく診療を実施できないのか。 

Ａ11．事務連絡においては、電話や情報通信機器を用いた診療を希望する国民・患者のアクセスを確保する観点

から、実施機関を取りまとめて公表することとしているところ。公表されている医療機関以外においては、事務

連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する際は、速やかに報告をすること。なお、厚生労働省で

は、報告に基づき、今後の検証を行う予定である。 

Ｑ12．自由診療の場合、都道府県に対する実施状況の報告は行わなくても良いのか。 

Ａ12．事務連絡１（５）の実施状況の報告は、保険診療に限らず、自由診療についても行うこと。 

Ｑ13．診療後、領収証及び明細書の交付は、どのように行う必要があるか。 

Ａ13．保険医療機関においては、保険医療機関及び保険医療養担当規則において、領収証及び明細書を無償で交

付する義務があるため、後日、ファクシミリ、電子メール又は郵送等により領収証及び明細書を無償で送付する

必要がある。自由診療においても上記に準じて対応すること。 

＜都道府県＞ 

Ｑ14．なぜ都道府県では、医務主管課と薬務主管課が連携する必要があるのか。また、各都道府県においては具

体的に何を議論するのか。 

Ａ14．事務連絡１（５）の実施状況の報告については、医療機関のみに対して求めているところ、事務連絡によ

る対応の実績や地域との連携状況についての評価を行うに当たっては、患者が薬局において電話や情報通信機

器による服薬指導等を希望した場合にどのように服薬指導等や薬剤の配送が行われたかについても把握する必

要があるため、薬務主管課との連携を求めるもの。なお、事務連絡による対応期間内の検証の具体的な方法につ

いては、別途事務連絡を発出予定である。 

 

※本事務連絡に基づく電話等による診療を行う場合の県へ報告について、多くのお問い

合わせを頂いた点を改めてお知らせします。 
 

①本事務連絡に基づく電話等による診療を行う場合は、県に事前に報告しておくことが必要なのか？ 
 

→ 今回のＱ11により、報告していない場合で、本事務連絡による電話等による診療を行う場合は、

速やかに報告するということが示されました。 

 

②毎月の実施状況の報告は、本事務連絡に基づく電話等による診療の全てを報告しなければならないの

か？ 
 

→ Ｕｐｄａｔｅ Ｎｏ．４の５頁に次のとおり記載していました。 

 

(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。 

 

（１）とは、「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」、（３）

②とは、「（１）により電話等を用いて初診を行った患者」について、「２度目以降の診療も電話

等で診療行う場合」のことです。 

 

よって、実施状況の毎月の報告をお願いするのは、初診から電話等による診療を行った場合 及

び 当該患者さんに２度目以降の診療も電話等による診療を行った場合です。  
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５．新型コロナウィルス感染症で影響を受ける医療機関・医療法
人に対する支援メニューのご案内について 

新型コロナウイルス感染症のわが国への甚大なる影響に鑑み、政府は緊急経済対策、給付金、

雇用支援（雇用調整助成金）、無利子融資をはじめとする様々な支援策が講じられていますが、

経済産業省関東経済産業局においては、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける医療機関や医

療法人における雇用維持と事業継続のための資金繰りについての支援メニューが示されている

旨、日本医師会から連絡がありました。 

●各制度の詳細は下記リンク先のパンフレットをご確認ください。 

（https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf） 

●経済産業省HP特設ページにパンフレットを掲載されております。 

経済産業省新型コロナウイルス感染症関連で検索 

 

  

 

６．「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員
基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ 

新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができ

なくなる場合等が想定されることから、この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運

営基準などについては、柔軟な取扱いが可能とされています。 

これまでの臨時的な取扱いをまとめて厚生労働省のホームページが作成されています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html 

 

 

医療機関・医療法人 
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７．新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等
の取扱いについて（有効期間の満了日の延長） 

一部の公費負担医療等（医療手当を含む。以下同じ。では、申請書類として医師の診断書等の

提出が求められるなど、申請には医療機関の受診が必要となっています。 

他方、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、「国民の生命を守るため

には、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持することが重要」であり、「外

出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な

限り抑制することが・・・重要」とされ、治療の観点からは急を要さない診断書の取得等のみを

目的とした受診を回避する必要があります。 

そのため、厚生労働省関係部署等から、下記の公費負担医療等については、全国の受給者（令

和２年３月１日から令和３年２月28日までの間に有効期間が満了する者に限る。）を対象に、有

効期間の満了日を原則として１年延長することができるよう、省令改正等の所要の措置を講じら

れます 

１．対象となる公費負担医療等 

（１）法律に基づく公費負担医療等 

○ 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給認定 

○ 戦傷病者特別援護法に基づく療養の給付等 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立 支援医

療費の支給認定 

○ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく医療特別手当にかかる健康状況届

の提出 

○ 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費の支給認定 

（２）その他の公費負担医療等 

○ 毒ガス障害者救済対策事業 

○ 被爆体験者精神影響等調査研究事業 

○ 肝炎治療特別促進事業 

○ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 

○ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 

○ 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 

○ 特定疾患治療研究事業 

（※例外的に有効期間が６月のものは、延長期間についても６月とする。）。 

 

８．電話等診療及び 0410 対応処方箋発行時における患者情報提供
について（お願い） 

「医療危機的宣言」を発せられ、医療機関の受診が困難になりつつある中、「新型コロナウイ

ルスの感染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•特異的な取り扱いにつ

いて」（令和２年４月10日厚生労働省医政局医事課、医薬•生活総務課事務連絡）が発出され、こ

れを踏まえた処方箋の発行が可能となっています。（Update No.４でお知らせしています。） 

しかしながら、県薬剤師会では患者情報が不十分なため薬局において対応に苦慮する事例の報

告を受けているとのことで、地域住民及び薬局従事者への感染拡大防止のため、電話等診療及び

0410対応※処方箋について、ファックス送信の際の情報共有として県薬剤師会の新型コロナウイ

ルス感染症対策本部にて作成した鑑（フォーマット・次頁参照）の使用について県薬剤師会から

協力依頼がありました。 
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※「0410対応」とは、４月10日事務連絡による電話等による診療に伴う処方せん交付の際に、患者

さんが薬局において電話等による情報の提供及び指導（服薬指導）を希望する場合は、処方箋に

「0410対応」と記載することになっているものです。 

医療機関において、電話等診療及び0410対応処方箋を送付される場合には、県薬剤師会作成の

鑑（フォーマット）を送付頂きたいとのことです。（鑑（フォーマット）の内容を網羅していれ

ば、独自の様式でも構わないとのことです。） 

本様式のファイルは、本会ホームページの会員専用ページ・新型コロナウイルス感染症関係に

掲載しています。 

 

 

 

           薬局宛           医療機関：              
 

電話等診療及び 0410 対応処方箋をファックスします。 

以下の通り対応してください。 

▶患者情報 

住所 ：               氏名： 

連絡先電話番号： 

体調 ：感染疑い（ 有 ・ 無 ） ・ 不明 
 

 処方箋（原本）は、以下の方法で薬局に届きます。 

 1. 郵送  2.その他（                       ） 
 

＊下記の返信を希望します。  
 
 
 

                御中 
 

上記患者の処方箋について以下の対応をしました。 
 

①  配達 ・ 郵送  （  月  日） 

服薬指導日（  月  日） 手段（ 電話 ・        ） 

②  （本人・代理人）にお渡し、服薬指導しました。 
 

▼医療機関への報告事項等   

 

 

薬局名：           担当薬剤師：          

 

医療機関➡薬局 

薬局➡医療機関用 


