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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.８ （2020/08/04） 
長崎県医師会 新型コロナウイルス感染症対策会議から 

 

今回は、「長崎県医師会「コロナウイルス対策再強化宣言」、「医療機関における行政

検査の実施」、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」、「医療機関・

薬局等における感染拡大防止対策支援金」、「新型コロナウイルス感染症で影響を受け

る医療機関・医療法人の皆様へ雇用維持と事業継続の為の資金繰り支援等のご案内に

ついて（第２版）」についてお知らせします。 

 

１．長崎県医師会「コロナウイルス対策再強化宣言」 

８月３日に開催した長崎大学、長崎大学病院との共同記者会見で長崎県医師会「コロナウイルス対

策再強化宣言」を行いました。 

会員、従業員の皆様をはじめ、かかりつけの患者さん方にもご周知頂くようお願いいたします。 

 

長崎県では７月に入り新型コロナウイルス感染症が急増し、７月20日に感染状況に応じた５段階（０，

１，２，３，４）のフェーズを県本土で「フェーズ２」に引き上げました。その後も感染者数は増加

の一途で、約10日後の８月１日には長崎県本土（長崎、佐世保県北、県央、県南）を「フェーズ３」

に引き上げました。これはピーク時（フェーズ４）に迫ったことを意味するもので、入院病床の確保

を感染症指定医療機関以外の病院にも協力要請するものです。 

つまり、これ以上感染が拡大すると、救急医療・周産期医療をはじめ一般の医療にも影響が及んで

きます。 

県民の皆様、特に長崎市、県央地区、佐世保市の皆様には新型コロナウイルス感染症予防対策の徹

底・再強化をお願いいたします。今目立つのは、 

１．若者の県外者との交流（県境を超えての移動、会食など） 

２．特定の飲食店での感染（クラスター） です。 

長崎県の現状では、他県同様若者の感染が多く重症者の入院は少ないのですが高齢者の死亡事例が

ありました。また、若者の周りには妊婦や小児も多く、他県ではご主人から妊婦への感染例が、本県

でも最近小児への感染例が確認されています。是非、高齢者・小児・妊婦を守りましょう。長崎県医

師会からの対策のお願いは、日常生活、学校、幼稚園・保育園、職場、家庭等において、 

１．常にマスクの着用、手洗い・手指消毒の徹底 

２．３密を避け、ソーシャルディスタンスを保つ 

３．飲食店の選択はガイドライン重視（消毒､清掃､換気､従業員健康チェック） 

などの感染拡大防止対策です。 

私たち長崎県医師会はこれ以上の感染拡大によるフェーズ４への移行は絶対に阻止したいと考えて

います。 

長崎県医師会は、長崎県等と集合契約を結び、近日中に多数の医療機関でPCR検査出来るようになり

ます。「もしかしたら自分が感染しているのでは」と心配されている方は、積極的にかかりつけ医でPCR

検査を受け、他人に感染させない行動をとりましょう。 

長崎県医師会はここに「コロナウイルス対策再強化宣言」を発します。県民の皆様の絶大なるご協

力をお願い申し上げます。  
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２．医療機関における行政検査について 

概略のみ掲載しています。詳細や必要な様式は、本会ホームページ「新型コロナウイル

ス感染症検査関係」に掲載しますので、ご確認下さい。 

本会が取りまとめ機関となり、行政検査に係る集合契約を締結（長崎市・佐世保市とは近日中

に契約予定）したことにより、会員医療機関において、各検査に応じた感染防護体制を整えてい

る場合は、本会の契約締結前、医療機関の委任状提出前でも行政検査が可能となりました。 

また、搬送を含めた長崎大学病院検査部での検査体制を構築しました。本体制を活用されたい

場合は本会保険医療課までご連絡下さい。関係様式、容器等を搬送業者がお持ちします。 

なお、今回の検査は上記検査体制の他、各医療機関が自院 又は 自院が検査依頼をする検査会

社・医療機関等で行うことも可能となっています。 

【検査実施に係る留意事項】（現時点での概要です。今後変更の可能性もあります。） 

１）県立保健所管内の医療機関 

県と本会とで契約締結済み。委任状提出前でも検査実施可能だが、「送付状」と「委任状」を

本会に提出。 

２）長崎市、佐世保市両保健所管内の医療機関 

長崎、佐世保両市と本会で契約予定。契約前ですが、委任状提出前であっても検査実施可。

委任状様式は契約に基づき決定されるので、契約締結(様式決定)後、「送付状」、「委任状」とも

本会宛に提出。 

３）県立保健所、長崎市、佐世保市両保健所管内 共通 

委任状提出前の場合、初回の検査開始前には管轄保健所に、検査を開始する旨ご連絡下さい。

検査の結果判明後、陽性の場合は速やかに管轄保健所へ電話で連絡して下さい。陰性者を含めた

報告は所定様式で、原則、検査結果が出た当日の18時までにメールに添付して送信します。 

（佐世保市は長﨑国際大学が検査体制を構築中です。） 

４）行政検査の実施のための委任状の提出について 

必要な感染防護を行えば行政検査が実施可能ですが、集合契約の取りまとめ機関である本会宛へ

「委任状送付状」と「委任状」の提出が必要です。まず事前に県医師会宛に先ずＦＡＸ 095-844-

1110で事前お送り頂き、原本は郵送で県医師会事務局 保険医療課までお願いします。 

５）行政検査として可能となる検査（検体採取）など（医師の判断により実施） 

①自院で検体採取を行い、PCR査やLAMP法検査を他医療機関や民間検査会社へ依頼する場合 

②自院で検体採取を行い、自院で抗原検査を行う場合 

③自院で検体採取を行い、自院でPCR検査やLAMP法検査を行う場合 

【厚生労働省資料より】 

 

 

 

 

◯SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出に係る診療は、令和２年３月６日以降行った診療分から、

SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出に係る診療については、同年５月13日以降行った診療分

から適用。 
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６）行政検査の補助額の算定例（R2.6.2 厚生労働省結核感染症課長通知） 

 
外来・入院診療 

DPC対象病院又は特定機能病院の補助額 
点数 補助額 

PCR
検査 

PCR検査料1,800点(1,350点)＋微
生物学的検査判断料が150点 

1,950点（1,500点）に係
る受診者の自己負担額 

検査料等が包括算定されている場合も、
PCR検査料及び微生物学的検査判断料は出
来高で算定可のため1,950点（1,500点）又
は1,800点(1,350点)に係る受診者の自己
負担額 

PCR検査料1,800点(1,350点)＋微
生物学的検査判断料０点（判断料
を当月他検査で算） 

1,800点(1,350点)に係
る自己負担額 

抗原
検査 

抗原検査料が600点＋免疫学的検
査判断料144点 

744点に係る受診者の
自己負担額 

検査料等が包括算定されている場合も、抗
原検査料及び免疫学的検査判断料は出来
高算定で算定可のため、744点又は600点に
係る受診者の自己負担額 

抗原検査料が600点＋免疫学的検
査判断料０点（当月他検査で算定） 

600点に係る自己負担
額 

※PCR検査の（ ）の点数は、検体採取を行った医療機関以外の施設へ輸送しなかった場合。 

 

３．「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」、「医療
機関・薬局等における感染拡大防止対策支援金」 

これまでも本Update等でお知らせした慰労金、支援金の申請が開始されています。 

それぞれ申請期間が定められております。慰労金の申請は、確定次第申請されて結構だと思い

ますが、支援金は、本年４月１日から来年３月31日までのものが対象となり、申請回数は１回限

りとなっていますので、よくご検討頂き、なるべく上限 又は 上限に近い補助額を申請頂くよう

お願いいたします。 

申請の詳細は、県から送付された資料、関係ホームページ等をご参照下さい。 

 

 

 

 

慰労金の内容 

・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 20万円が給付されます。 

※｢都道府県から役割を設定された医療機関等｣とは、①重点医療機関、②感染症指定医療機関、③その他の都道府県

が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関、④帰国者･接触者外来を設置する医療機関、

⑤地域外来･検査センター、⑥宿泊療養･自宅療養を行う場合の新型コロナウイルス感染症患者に対するフォロー

アップ業務、受入施設での対応等をいいます。 

・その他病院、診療所等に勤務し患者（他の疾病による患者も含む）と接する医療従事者や職員にも、

慰労金として５万円が給付されます。 

※医療従事者や職員には、医療機関等に直接雇用される職員のほか、派遣労働者、業務委託受託者の従事者を含みます。 

※長崎県では、３月 14日～６月 30日の間に 10日以上勤務された方が対象。 

 

 

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業 
（全保険医療機関が対象です） 
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患者と接する医療従事者や職員」とは、例えば、病棟や外来などの診療部門で患者の診療に従事したり、

受付、会計等窓口対応を行う職員は通常該当します。また、診療には直接携わらないものの、医療機

関内の様々な部門で患者に何らかの応対を行う職員等は医療機関の勤務実態等に応じて該当すると考

えられます。一方、対象期間中はテレワークのみによる勤務や、医療を提供する施設とは区分された

当該法人の本部等での勤務のみであったなどの場合は該当しないと考えられます。 

「医療従事者や職員」とは、資格や職種による限定はなく、事務職なども対象となります。 

長崎県ホームページをご確認下さい（申請書類等も掲載） 

ホーム＞分類で探す＞福祉・保健＞医療＞新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業

(医療分)＞新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業(医療分) 

https://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-shinseikankei/450376.html 

申請先・申請期間 

長崎県国民健康保険団体連合会（以下、「国保連」という。）を通じて、申請の受付・慰労金の

支払いが行われます。（審査及び交付決定事務は、県が実施。） 

申請期間：令和２年７月21日（火）から令和２年12月28日（月）まで 

（Web申請（県国保連合会ホームページ）は、７月25日（土）から開始されています。 

http://www.nagasaki-kokuho.or.jp/publics/index/170/） 

申請方法・様式等 

（１）オンライン請求システム、（２）WEB申請受付システム、（３）電子媒体（CD-R等）又は、（１）

～（３）の申請が出来ない場合は、紙媒体による申請も受け付けられます。（様式は、上記の件ホ

ームページに掲載。） 

慰労金の給付決定 

国保連に提出された申請書等について、県において内容を確認し、給付決定が行われた後、原

則として国保連から慰労金の振込が行われます。 

実績報告書の提出 

各医療機関等において従事者への慰労金の給付が終了した後、おおむね１か月以内に、医療機

関等は、県に対して慰労金の給付について実績報告書を提出してください。 

実績報告書に添付する書類 

委託会社等の医療従事者等を含めて、従事者一人一人に申請額と同額の給付が行われているこ

とが確認できる書類。振込に要した振込手数料が確認できる書類（銀行口座への振込の場合のフ

ァームバンキングの振込記録、現金での受け渡しの際の自署又は押印された受領簿など）。 

慰労金を受給するための流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自医療機関等の慰労金の基本的な金額が、1人20万円、10万円、５万円のいずれであるかを確認する。 

患者に接する医療従事者や職員で、対象期間に 10 日以上勤務した者を特定した上で、慰労金の代理

申請･受領の委任状を集める。 

派遣労働者、業務委託受託者の従事者についても、派遣会社・受託会社と相談して、対象となる業務

に 10 日以上勤務している者の一覧を提出してもらうなどにより、慰労金の対象者を特定した上で、慰

労金の代理申請･受領の委任状を集める。 

委任状は医療機関で保管する。 

所定様式で申請書を作成。 

国保連合会に申請書等を原則としてオンラインにより提出。（WEB、CD-R、紙媒体も可） 

国保連合会から慰労金が振り込まれる。 

対象となる医療従事者や職員に慰労金を給付。 
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支援金の内容 

病院（医科、歯科） 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 

＊例えば、無床診療所が50万円で申請、その額で確定された場合、残り50万円を後で再度申請することは出来ません

（申請は１回のみ）ので、上限額一杯の100万円、またはそれに近い金額での申請をご考慮下さい。 

補助の対象医療機関 

・新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組※を行う病院・診療所・薬局・訪問

看護ステーション・助産所 

※ 取組の例（例示であり、これに限られるものではありません） 

① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備 

② 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知 

③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの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、診療順の工夫など 

④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保 

⑤ 感染防止のための個人防護具等の確保 

⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策（研修、健康管理等） 

補助の対象経費 

・感染拡大防止対策に要する費用 

・院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に

要する費用（｢従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費｣は対象外） 

※ 経費の例（例示であり、これに限られるものではありません。） 

清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等 

長崎県ホームページをご確認下さい（申請書類等も掲載） 

ホーム＞分類で探す＞福祉・保健＞感染症＞感染症対策＞医療機関・薬局等における感染拡

大防止対策支援金 

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/kansenshou/corona-iryou-shienkin/ 

申請期間 令和２年７月21日（火）から令和３年２月28日（日）まで 

（Web申請（県国保連合会ホームページ）は、７月25日（土）から 

http://www.nagasaki-kokuho.or.jp/publics/index/170/） 

申請方法等 慰労金分参照。 

交付金を受給するための流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

慰労金給付後、１カ月以内を目途に県に実績報告を提出。（支出実績が交付額に満たなかった場
合は、精算を行う。） 

 

医療機関・薬局等における感染拡大防止対策支援金 
（全保険医療機関等が対象です） 

新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組照）を行う病院・診療所・薬局・訪問看護

ステーション・助産所が、補助の対象機関となる。（病院、診療所は保険医療機関､薬局は保険薬局、訪

問看護ステーションは指定訪問看護事業所であること。） 

感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医

療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く補助の対象経費となる。 

令和２年４月１日～令和３年３月 31日に係る費用が対象。（申請は令和３年２月 28日（日）迄） 

所定様式で申請書を作成。 
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各種サービスにより上限額が異なる場合等がありますので、県通知及び県ホームページ等を確

認頂き申請をお願いいたします。 

1.事業内容 

(1)感染症対策の支援 

感染症対策を徹底した上でサービスを提供するために必要なかかり増し経費に対する助成 

・対象経費：衛生用品等の感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施費等 

・対象期間：令和２年４月１日から令和３年３月31日まで 

・助成上限額（サービス類型毎に設定）： 

例）通所介護 89.2万円、訪問介護 53.4万円、特別養護老人ホーム 定員×3.8万円 

(2)介護サービス再開に向けた支援 

在宅サービス事業所によるサービス利用休止中の利用者への再開支援等に対する助成 

(3)介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給 

県内で初めて陽性者が確認された日（３月14日）から６月30日の間に、介護施設・事業所等で

通算10日以上勤務し、利用者と接する職員に対し、慰労金を支給 

・感染者、濃厚接触者に実際にサービスを提供した職員など 20万円 

・上記以外の職員 ５万円 

申請受付期間 令和２年７月21日（火）から令和３年２月28日（日） 

申請先及び申請方法 

(1)国保連に申請可能な施設・事業所 

申請先：長崎県国民健康保険団体連合会（介護報酬と同様に電子請求による） 

(2)国保連に介護報酬の請求ができない施設・事業所（※１）及びやむを得ない事情により個人で申

請を行う方 

申請先：長崎県長寿社会課（郵送による） 

※１ 国保連に報酬請求を行わない高齢者施設（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、

サービス付き高齢者向け住宅） など 

※慰労金は、原則として施設・事業所が職員から委任を受けて代理申請・受領を行ってください。 

長崎県ホームページをご確認下さい（申請書類等も掲載） 

ホーム＞分類で探す＞福祉・保健＞高齢者・介護保険＞長寿社会課から事業者の皆様へのお

知らせ＞新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）について 

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/jigyousya-oshirase/http-www-

pref-nagasaki-jp-object-tetsuduki-shinsei-tetsuduki-shinseikankei-448257-html/ 

 

  

国保連合会に申請書等を原則としてオンラインにより提出。（WEB、CD-R、紙媒体も可） 

長崎県が申請内容を確認後、国保連合会から慰労金が振り込まれる 

概算額で申請し、事後に補助金交付を受けた場合、支出実績が補助金額を超えた際、又は実績報告の

期限（令和３年４月号）が到来した場合、県に実績報告を行う。実績報告時に支出実績が補助金額に満

たなかった場合は精算。（領収証等の証拠書類が必要となります。） 

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分） 
（感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業、 

介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業等） 
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３．新型コロナウイルス感染症で影響を受ける医療機関・医療法人の皆様へ
雇用維持と事業継続の為の資金繰り支援等のご案内について（第２版） 

  

  

 


