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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.６ （2020/06/04） 
長崎県医師会 新型コロナウイルス感染症対策会議から 

 

 

本会が４月 23 日に公表した「医療危機的状況宣言」を６月１日付で解除いたしました。これ

に先立ち、５月 25 日付で全都道府県における緊急事態宣言も解除されておりましたが、感染拡

大が見られる地域もあり、感染拡大防止の継続が重要となっています。 

今回は、本会の「医療危機的状況宣言」の解除、日医からの会員の皆様へのメッセージ、電話

等診療による初診、再診の加算、退院基準、第二次補正予算に係る医療機関支援等について掲載

しています。 

なお、各種通知等につきましては、本会ホームページに掲載していますが、一覧を項目毎に纏

め直すなどの改編を行っておりますのでご参照下さい。 

 

１．長崎県医師会「医療危機的状況宣言」の解除 

 

本会では、４月23日に長崎県医師会「医療危機的状況宣言」を公表するとともに、「県

民の皆さまへ」と題して感染防止対策をお願いして参りました。 

その後、本県では、４月17日の第17例目の感染者を最後に、新たな感染者は確認され

ておらず、残念ながら１名の方がお亡くなりになられましたが、その他の新型コロナウ

イルス感染症による入院患者も全て退院しておられます。（クルーズ船関係者を除く。）

また、集団感染が発生したクルーズ客船コスタ・アトランチカ号も昨日出航したこと等

から、本日・６月１日付で本会の「医療危機的状況宣言」を解除することといたしまし

た。 

このことは、会員をはじめとする医療従事者の方々はもとより、県民の行動変容のご

協力等によるものであり、本県の医療体制の危機的状況は一旦回避できたものと心より

感謝を申し上げます。 

会員の皆様には、引き続き標準的な予防策（サージカルマスクの着用と手指消毒の励

行）等の医療機関での感染対策とともに、御家族、従業員の皆様、かかりつけの患者さ

んに対し、国が示した「新たな生活様式」等をご参考に、今後も感染拡大予防にお努め

頂くようお声掛け頂くなどのご対応をお願いいたします。 
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２．医師会員へのメッセージ（日本医師会） 

日本医師会から会員宛にメッセージが届きました。 

 

会員の皆様へ 

会員各位におかれましては、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生以来、自らを省み

ず、未知のウイルスへの不安・おそれを抱く患者さんに寄り添いながら、日夜、大変なご尽力を

いただいておりますことに、深甚なる敬意と感謝の気持ちを表します。 

COVID-19が未曾有の危機となりつつある中、地域医療を確保し、国民の生命と健康を守るため

には、COVID-19の最前線で医療に従事されている先生方はもとより、地域医療を担うお一人おひ

とりの先生方に、それぞれの立場で、それぞれの役割を果たしていただくことが不可欠です。 

そして、先生方が心を一に力を合わせれば、必ずやこの難局を乗り越えていけると私は信じて

います。 

国民も先生方を応援してくれています。 

医療従事者への敬意と感謝の意を示すために始まった「ブルーライトアップ」や「クラップ・

フォー・ケアラーズ」は、我が国でも広がりを見せており、医療が置かれている窮状を国民の皆

様にもご理解いただき、ともに医療を守っていくという意識を共有するための、一つの機会とな

っています。 

このような国民の温かいサポートも後押しとなり、日本医師会が政府や与党に要望してきた医

療機関等への支援は、第二次補正予算で、誰もが感染の危険と背中あわせの中で地域医療を献身

的に支え続けている全ての保険医療機関の職員に対する直接支援としての慰労金のほか、有事の

対応として新型コロナ疑い患者受け入れのための救急・周産期・小児医療機関の院内感染防止対

策や、平時の対応として感染拡大防止等の医療機関への直接支援等という形で結実する運びとな

りました。 

COVID-19の感染拡大は、全人類にとっての大きな試練です。 

この試練を、地域医療を懸命に支えておられるすべての先生方とともに乗り越えるべく、これ

からも全力で医療現場の支援に取り組んでまいりますので、先生方のお力添えをよろしくお願い

申し上げます。 

令和２年６月１日 

公益社団法人日本医師会 会 長 横倉 義武 

 

３．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 20）（R2.6.1） 

問１ 「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）」（令

和２年２月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡）において、新型コロナウイルスの感染が拡大

している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機

器を用いた診療を行った場合に、電話等再診料を算定可能とされた。この場合において、A001 再

診料に係る加算は算定可能か。 

（答）A001 再診料の注４から注７までに規定する加算又は注11に規定する加算については、そ

れぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和２年２月28日から適用される。 

問２ 「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３）」（令

和２年３月２日厚生労働省保険局医療課事務連絡）において、新型コロナウイルスの感染が拡大

している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機

器を用いた診療を行った場合に、A002 外来診療料を算定可能とされた。この場合において、外

来診療料に係る加算は算定可能か。 



3 

 

（答）A002 外来診療料の注７から注９までに規定する加算については、それぞれの要件を満た

せば算定できる。なお、この取扱いは、令和２年３月２日から適用される。 

問３ 「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）」（令

和２年４月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡）において、新型コロナウイルスの感染が拡大

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・特例的対応として、初診から電

話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、A000 初診料の注２に規定する214点を算定す

ることとされた。この場合において、初診料に係る加算は算定可能か。 

（答）A000 初診料の注６から注９までに規定する加算については、それぞれの要件を満たせば

算定できる。なお、この取扱いは、令和２年４月10日から適用される。 

 

４．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２版」の発行について（R2.5.29） 

前回お知らせした標記ガイドについて改編が行われ、第２版として発行されました。 

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．医療関係者が無事に流行期を乗り切り、次の流行に備えること 

 

５．厚生労働省「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手
引き 第２版」について（R2.5.18） 

厚生労働省作成の同手引きについて、新たな治験を更新した第２版が作成されました。 

＜掲載URL＞ 厚生労働省・医療機関向け情報（治療ガイドライン、臨床研究など） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00111.html 

 

６．「感染症法における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就
業制限の取扱いについて」の一部改正等について（日医通知 R2.6.1） 

今般、感染症法における新型コロナウイルス患者及び無症状病原体保有者の退院等の取扱いの

一部を改正し、５月29日より適用する旨、厚生労働省より各都道府県衛生主管部（局）あて通知

がなされましたのでご連絡申し上げます。 

本改正による退院基準は以下のとおりであり、これに伴い、宿泊療養及び自宅療養の解除の考

え方についても改正され、事務連絡がなされておりますので併せてお送りいたします。 

①発症日から14日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合 

②発症日から10日経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法

の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行

い、陰性が確認された場合 

  また、無症状病原体保有者については、発症日から14日間経過した場合に、退院の基準を

満たすものとする。 

※詳細は、本会又は日医ホームページの「新型コロナウイルス感染症関係」のページをご参照

下さい。 
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７．新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状
況について（R2.5.27 中医協総会（第 460 回） 資料） 

【診療報酬の算定について】 

○患者の急激な増加等に鑑み、診療報酬の算定について柔軟な取扱いを行うこととした。 

（１）医療法上の許可病床数を超過する入院の取扱い 

新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより医療法上の許可病床を超過する場合には、通

常適用される診療報酬の減額措置を行わないこととした。 

（２）施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関の取扱い 

新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、入院患者が一時的に急増等した場合や、学

校等の臨時休学に伴い、看護師が自宅での子育て等を理由として勤務することが困難になった場合等にお

いては、当面、月平均夜勤時間数については、１割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届

出は不要とした。 

（３）看護配置の変動に関する取扱い 

（２）と同様の場合において、看護要員の比率等に変動があった場合でも当面、変更の届出は不要とし

た。 

（４）DPC対象病院の要件等の取扱い 

（２）と同様の場合において、看護要員の数等の施設基準を満たさなくなった場合については、「DPC対象

病院への参加基準を満たさなくなった場合」には該当せず、届出は不要とした。 

（５）本来の病棟でない病棟等に入院した場合の取扱い 

原則として、当該患者が実際に入院した病棟の入院基本料等を算定することとした。また、会議室等病棟

以外の場所に入院させた場合には、必要とされる診療が行われている場合に限り、当該医療機関が届出を

行っている入院基本料のうち、当該患者が本来入院すべき病棟の入院基本料を算定することとした。 

（６）研修等の取扱いについて 

定期的な研修や医療機関間の評価を要件としている項目の一部について、研修や評価を実施できるよう

になるまでの間、実施を延期することができることとした。 

（７）電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いについて 

慢性疾患等を有する定期受診患者等について、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、電話等再診料等を算定できることとした。（外来診療料も

同様の取扱い。） 

また、上記の場合であって、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

な量の衛生材料等を支給した場合に、在宅療養指導管理料等を算定できることとした。 

さらに、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、管理料等を算定していた患者に対しては、

「情報通信機器を用いた場合」の管理料を算定できることとした。 

調剤報酬においては、上記の場合であって、当該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、調剤技術料等を算定できることとした。 

（８）緊急に開設する保険医療機関の基本診療料の取扱いについて 

新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために、緊急に開設する必要がある保険医療機関につい

て、新たに基本診療料の届出を行う場合においては、要件審査を終えた月の診療分についても当該基本診

療料を算定できることとした。 

（９）ＤＰＣ／ＰＤＰＳにおける取扱い 

令和２年３月31日までの期間において、医療資源を最も投入した病名が新型コロナウイルス感染症であ

った症例については、包括評価の対象外とした。 

（10）外来における対応について 

必要な感染予防策を講じた上で実施する外来診療について、受診の時間帯によらず、院内トリアージ実

施料を算定できることとした。 

（11）入院における対応について 

新型コロナウイルス感染症患者の入院診療について、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると

認めた患者（入院基本料又は特定入院基本料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定して

いるものに限る。）について、救急医療管理加算１を算定できることとした。また、その際、最長14日算定

できることとした。 
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さらに、必要な感染予防策を講じた上で実施する新型コロナウイルス感染症患者の入院診療について、

第二種感染症指定医療機関の指定の有無に関わらず、二類感染症患者入院診療加算を算定できることとし

た。 

（12）初診からの電話や情報通信機器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、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をする場合

には、初診料214点（歯科については185点）を算定できることとした。また、その際、医薬品の処方を行い、

又は、ファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料、又は

薬剤料を算定できることとした。 

また、保険薬局において、保険医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話や情報通信

機器を用いて服薬指導を行う場合について、調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料を、（その他の要

件を満たした場合）薬剤服用歴管理指導料等を算定できることとした。 

さらに、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場

合について、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療

養上の管理を行い、管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器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、月１回に限り147点（歯科については55点）を算定できることとし

た。 

（13）重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について 

救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料を算定する病棟において、

ICU等における管理が必要な重症の新型コロナウイルス感染症患者については、２倍の点数を算定できるこ

ととした。 

また、新型コロナウイルス感染症患者のうち、次の状態の患者については、それぞれ次の日数を上限とし

て、特定集中治療室管理料等を算定できることとした。 

（１）急性血液浄化（腹膜透析を除く。）を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症の

いずれかに該当する患者21日 

（２）体外式心肺補助（ＥＣＭＯ）を必要とする状態の患者35日 

（14）患者の重症化等を防ぐための管理及び医療従事者の感染リスクを伴う診療について 

中等症（酸素吸入が必要な状態や急変に係るリスク管理が必要な患者）の新型コロナウイルス感染症患

者については、14日を限度として１日につき救急医療管理加算１の100分の200に相当する点数（1,900点）

を算定できることとした。 

また、新型コロナウイルス感染症患者に対する、医療従事者の感染リスクを伴う診療に係る評価として、

看護配置に応じて、１日につき別（略）に示す二類感染症患者入院診療加算に相当する点数を算定できるこ

ととした。 

さらに、新型コロナウイルス感染症から回復した後の転院先においても算定できることとした。 

（15）在宅医療における対応について 

必要な感染予防策を講じた上で実施する往診等について、院内トリアージ実施料を算定できることとし

た（訪問看護については、特別管理加算を算定できることとした。）。 

また、定期的な訪問を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等に

より、訪問できず、代わりに電話等を用いて診療等を実施した場合には、患者等に十分に説明し同意を得た

上で、在宅時医学総合管理料等（※）を算定できることとした（訪問看護については、訪問看護管理療養

費、訪問薬剤管理指導については、薬剤服用歴管理指導料の「１」の点数を算定できることとした。）。 

※なお、令和２年４月については、緊急事態宣言が発令された等の状況に鑑み、患者等に十分に説明し同

意を得た上で、訪問診療を行えず、電話等による診療のみの場合であっても、在宅時医学総合管理料等を算

定できることとした。 

（16）専用病床の確保などを行った上で患者の受入れを行う医療機関における診療について 

重症の新型コロナウイルス感染症患者の診療について、２倍に引き上げた点数をさらに３倍に引き上げ

た。 

また、中等症の新型コロナウイルス感染症患者の診療について、救急医療管理加算１の100分の200に相

当する点数（1,900点）に引き上げた点数をさらに100分の300（2,850点）に引き上げるとともに、15日目以

降も算定できることとした。 

（17）疑似症患者の取扱いの明確化について 

新型コロナウイルス感染症の疑似症として入院措置がなされている期間については、今般の新型コロナ

ウイルス感染症患者に対する特例的な取扱いの対象となることを明確化することとした。 

 

【SARS-COV-2（新型コロナウイルス）核酸検出等について】 

○ ＰＣＲ検査の保険適用について 
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新型コロナウイルス感染症の患者であることが疑われる者に対し新型コロナウイルス感染症の診断を目

的として行った場合又は新型コロナウイルス感染症の治療を目的として入院している者に対し退院可能か

どうかの判断を目的としたＰＣＲ検査を実施した場合に、医療保険を適用できることとした（あわせて、Ｄ

ＰＣ病院や特定機能病院においてＰＣＲ検査を実施した場合に出来高で算定できることとした。）。 

○ 抗原検査の保険適用について 

新型コロナウイルス感染症の患者であることが疑われる者に対し新型コロナウイルス感染症の診断を目

的として抗原検査を実施した場合に、医療保険を適用できることとした。（あわせて、ＤＰＣ病院や特定機

能病院において抗原検査を実施した場合に出来高で算定できることとした。）。 

○ 無症状の患者に対する核酸検出について 

SARS-COV-2（新型コロナウイルス）核酸検出を、無症状の患者に対して、医師が必要と判断し、実施した

場合は算定できることを明確化した。 

 

【その他】 

○ 医療機関の開設に伴う保険医療機関の指定について 

保険医療機関の指定について迅速かつ柔軟に対応することとし、指定期日について、当該医療機関の開

設日に遡って指定を認めることとした。 

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく臨時の医療施設について 

保険医療機関の指定を受けた臨時の医療施設についても、診療報酬の算定方法に基づき算定することと

した。 

 

８．新型コロナウイルス感染症に伴う医療関連の支援ついて 
第二次補正予算案で医療機関支援が次のとおり示されています。成立後、県、国から具体的

な対応が示される予定です。 

 

＜主なもの＞ 

新型コロナウイルス感染症の重点医療機関の体制整備 

新型コロナウイルス感染症患者対応のため、重点医療機関として病床を整備した医療機関に対し、患者の迅速な受

入体制確保の観点から、患者を受け入れていない病床に対する空床確保料として、相当額を補助する。 

※ＩＣＵの空床確保の例：９７千円（一般の医療機関）→３０１千円（重点医療機関） 
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新型コロナウイルス感染症の重点医療機関等における設備整備の支援 

重点医療機関（新型コロナウイルス感染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関）等が行う高度医療向け設備

の整備を支援する。 

整備対象設備：超音波画像診断装置、血液浄化装置、気管支ファイバー、撮影装置、生体情報モニター等 

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業  

＊日医の説明では、対応状況等により区分は異なりますが、全保険医療機関が対象となる予定とのこと。 

新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等（※）に勤務し患

者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として最大20万円を給付する（その他病院、診療所等に勤務し患者と接

する医療従事者や職員に対し、慰労金として５万円を給付する。） 

※重点医療機関、新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、

ＰＣＲ検査センター等 

 

新型コロナ疑い患者受入れのための救急･周産期･小児医療機関の院内感染防止対策 

〔対象医療機関〕新型コロナ疑い患者の診療を行う救急・周産期・小児医療機関 

※ 救命救急センター、二次救急医療機関、周産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、

小児地域支援病院等 

※ 新型コロナ疑い患者の診療を行う医療機関として都道府県において調整・登録 

①設備整備等の補助 

簡易陰圧装置、簡易ベッド、簡易診察室、HEPAフィルター付き空気清浄機、HEPAフィルター付きパーテーシ

ョン、個人防護具、消毒経費等 

②支援金の支給 

今後、新型コロナの感染拡大と収束が反復する中で、救急・周産期・小児医療の提供を継続するため、院内

感染防止対策を講じながら、一定の診療体制を確保することに必要な費用を補助するための支援金を支給する。

また、新型コロナ患者の入院受入れ医療機関に対する加算を行う。 

（支援金の額） 

・以下の額を上限として実費を補助 

99床以下2000万円   100床以上3000万円   100床ごとに1000万円を追加 

・新型コロナ患者の入院受入れ医療機関に対する上記の額への加算1000万円 

（対象経費） 

・感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用 

医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援 

新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機

関・薬局等について、感染拡大防止対策等に要する費用の補助を行う。 

（医科医療機関の取組の例） 

ア 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う 

イ 待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知・

協力を求める 

ウ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、

入院病床 
（一般患者） 

入院病床 
（コロナ患者） 

入院病床 
（コロナ患者） 

確保病床 
（コロナ患者用） 

空き病床 
（一般患者用） 

確保病床 
（コロナ患者用） 

休止とした 
病床 

休止とした 
病床 

20万円 

10万円 

５万円 
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診療順の工夫等を行う 

エ 電話等情報通信機器を用いた診療体制を確保する 

オ 医療従事者の院内感染防止対策（研修、健康管理等）を行う 

（補助額） 

・以下の額を上限として実費を補助 

病院200万円＋５万円×病床数     有床診療所（医科・歯科） 200万円   

無床診療所（医科・歯科）100万円   薬局、訪問看護ステーション、助産所70万円 

※ 救急･周産期･小児医療機関に対する支援金と重複して補助は受けられない。 

（対象経費） 

・感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用 

 

 

 

設備投資 

資金繰り 

資金繰り 

資金繰り 

資金繰り 

税等 

税等 

税等 

※R2.5.29 第 14回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会 資料 


