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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.15 （2021/05/13） 

長崎県医師会 新型コロナウイルス感染症対策会議から 

 
 

１．新型コロナウイルス感染症に対する各種対応についてのご協力のお願い 

会員各位におかれましては、新型コロナウイルス感染症への対応や、日常診療にご苦労されて

おられるにも拘わらず、本会の会務運営にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

本県においても、特に長崎市を中心とした感染拡大が続いたことにより、入院施設は逼迫し、

コロナ診療及び救急等の一般医療も含め医療体制は崩壊の危機に瀕しており、医療関係者一丸と

なって対応すべき時となっています。 

会員の皆様におかれましては、次の点などについて積極的なご協力、ご対応の徹底を改めてお

願いいたします。 

 

ワクチン接種の推進にご協力を！  

個別接種、集団接種など各市町の体制に応じたワクチン接種の推進が進められてい

ます。会員各位の更なるご協力をお願いいたします。 

 

「ワクチンは 早く 漏れなく ロスなく」！！ 
 

宿泊療養施設へのご協力を！！ 

感染拡大による入院施設の逼迫により、コロナ診療及び救急等の一般医療は崩壊に

近づいており、今後は、現在の24時間オンコール体制に加え、電話診療による対応が

必要となっています。また将来的には往診への対応も想定されています。 

長崎県の医療体制を守るため、更に多くの会員のご協力をお願いいたします。 

（自宅療養に対する医療提供体制についても県と協議中です。） 

 

後方支援医療機関へのご登録を！！！ 

一般医療と新型コロナ医療の両立維持を図るためには、限られた新型コロナ病床を

最大限に活用することが必要です。 

新型コロナウイルス感染症の退院基準については、最新の知見に基づき、厚生労働

省が示したガイドラインに示されており、退院基準を満たす場合は、退院のための陰

性確認検査は原則求められていません。退院基準を改めてご確認頂き、後方支援医療

機関（退院基準を満たした新型コロナウイルス感染症から回復した患者を受け入れる

医療機関）への登録について、御協力をお願いいたします。 

 

医療機関、施設での感染防止対策の徹底を！！！ 

医療機関、施設でのクラスター発生が続いています。院内等の感染防止対策を今一

度見直して頂いた上で、更なる徹底をお願いいたします。 
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２．受診・相談センターのフリーダイヤルの変更(５月17日(月)９時から) 
業務委託先の変更に伴い、受診・相談センターのフリーダイヤルの番号が変更されました。な

お、従来のフリーダイヤルにかけた際は、２週間程度、新たな番号をガイダンスで案内されます。 

 

３．新型コロナウイルス感染症対策による医療機関が利用可能な

主な金融措置について（情報提供）(日医発 R3.4.30付 税経14) 

新型コロナウイルス感染症対策による医療機関が利用可能な主な金融措置の概要は以下の通り

です。 

本通知文は、令和２年９月29日付け都道府県医師会担当理事宛通知文「新型コロナウイルス感

染症対策による医療機関が利用可能な主な金融措置について（情報提供）」（税経10）（Update No.

９（2020/10/08）掲載）でご案内した、医療機関が利用可能な主な金融措置を、改めて整理の上

ご案内するものです。 

（別添資料は全て省略。本会ホームページの日医等通知掲載ページをご参照下さい。 

http://www.nagasaki.med.or.jp/main/coronavirus2020.htm） 

（１）独立行政法人福祉医療機構による新型コロナウイルス対応支援資金 

医療貸付事業では、新型コロナウイルス対応支援資金について、別添資料１の通り、当該優遇

融資の条件について、令和２年９月に措置された融資条件の拡充が引き続き行われています。 

な お 、 独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.wam.go.jp/hp/fukui_shingatacorona/）におきまして、詳細な融資条件等が掲載

されていますのでご参照ください。 

（２）民間金融機関による信用保証付融資（セーフティネット保証４号、セーフティネット保証５号、

危機関連保証、信用保証付き融資における保証料・利子減免） 

①セーフティネット保証４号（資料２の６ページ、17ページ参照） 

売上高が前年同月比20％以上減少等の場合、一般保証（最大２.８億円）とは別枠（最大２.８

億円）で借入債務の100%を保証する資金繰り支援制度です。令和２年３月２日に全都道府県が対

象に指定されました。 

②セーフティネット保証5号（資料２の６ページ、17ページ参照） 

売上高が前年同月比5%以上減少等の場合、一般保証（最大２.８億円）とは別枠（最大２.８億

円、４号と同枠）で借入債務の80%を保証する資金繰り支援制度です。対象業種には、医療業（一

般病院、精神科病院、有床診療所、無床診療所等）、老人福祉・介護関係、社会福祉施設等関連が

含まれています。 

③危機関連保証（資料２の６ページ、18ページ参照） 

全国・全業種の事業者を対象に「危機関連保証」（100％保証）として、売上高が前年同月比15％
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以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、セーフティネット保証枠と併せて、更なる別枠

（２.８億円）が措置されています。 

④信用保証付き融資における保証料・利子減免（資料２の６ページ、19～20ページ参照） 

信用保証付き融資における保証料・利子減免の制度として、「伴走支援型特別保証制度」等が措

置されています。 

（３）新型コロナ特例リスケジュール（資料２の22ページ参照） 

中小企業再生支援協議会による窓口相談や複数の金融機関との調整を含めた新型コロナウイル

ス感染症特例リスケジュール計画策定支援が行われています。 

（４）日本政策金融公庫（国民事業）・沖縄振興開発金融公庫・商工中金等による融資支援 

①日本政策金融公庫（国民事業）及び沖縄振興開発金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別

貸付（資料２の６～７ページ参照） 

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の３年間まで0.9％の金利引き下げを実施。据置期

間は最長５年。１月22日から利下げ限度額を拡充。特別利子補給制度（※）を併用することで最

長で当初３年間実質無利子。 

②商工中金による危機対応融資（資料２の６ページ、８ページ参照） 

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の３年間まで0.9％の金利引き下げを実施。据置期

間は最長５年。１月22日から利下げ限度額を拡充。特別利子補給制度（※）を併用することで最

長で当初3年間実質無利子。 

③日本政策金融公庫（国民事業）及び沖縄振興開発金融公庫による新型コロナウイルス対策マル経

融資（資料２の６ページ、９ページ参照） 

商工会議所・商工会等による経営指導を受けた小規模事業者に対して、無担保・無保証人で融

資を行う制度。特別利子補給制度（※）を併用することで最長で当初３年間実質無利子。 

（※）特別利子補給制度（実質無利子）（資料２の６ページ、10ページ参照） 

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイル

ス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行っ

た中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、最長３年間分の利子

相当額を一括で助成。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象。１月22日から、

補給対象貸付上限額を拡充。 

④日本政策金融公庫（国民事業）及び沖縄振興開発金融公庫によるセーフティネット貸付の要件緩

和（資料２の６ページ、11ページ参照） 

一定の中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。金利引き下げなし、売上高等の要件

なし。 

⑤その他 

・日本政策金融公庫（国民事業）等の既往債務の借換（資料２の21ページ参照） 

・日本政策金融公庫（国民事業）等の既往債務の条件変更（資料２の23ページ参照） 

・日本政策投資銀行・商工中金による危機対応融資（資料２の29ページ参照） 

・日本政策金融公庫（国民事業）等による設備資金貸付利率特例制度（資料２の40ページ参照） 

・日本政策金融公庫（国民事業）等による中小企業向け資本性資金供給・資本増強支援事業（資

料２の50ページ参照） 

 

なお、（２）～（４）の措置の詳細及び上記以外の資金繰り支援措置につきましては、資料２「経

済産業省新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ（令和３年４月23日22：00時

点版）（一部抜粋）」をご参照ください。ただし、同資料については随時更新されていることから、

以下のＵＲＬで最新情報をご確認ください。https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00 

（目次の後の「主な新着情報」のページで、更新された内容が確認できます。） 

医療機関においては、（１）の福祉医療機構の制度の利用が融資条件等で有利となる場合が多い

と見込まれることから、検討に際しては、まずは、独立行政法人福祉医療機構の相談窓口（資料

１参照）に相談されることをお勧めいたします。 

（注１）例えば、診療所の場合、日本政策金融公庫（国民事業）の新型コロナウイルス感染症

特別貸付の融資限度額8,000万円に対し、福祉医療機構の新型コロナウイルス対応支
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援資金の融資限度額は4,000万円（３割以上減収の場合5,000万円）となっており、ど

の制度の利用が適切かは個々の医療機関の状況によります。 

（注２）沖縄県においては、（１）の制度のうち、医療貸付事業については沖縄振興開発金融公

庫の制度としての対応となりますので、具体的な条件等については、同公庫の相談窓

口（本店融資第一部産業開発融資班、TEL：098-941-1765）に相談されることをお勧め

いたします。 

４．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42＞(日医発 R3.4.22付 保28) 
問１ 都道府県等が、自宅・宿泊療養を行っている者に対する症状増悪時の健康相談対応を事業者に委託する場合にお

いて、 

①最初に、患者又は家族等患者の看護に当たる者（以下、「患者等」という。）が事業者に対して電話等により、症状増

悪に伴う健康相談をし、 

②当該健康相談を受けた事業者が、医師に対して当該患者に関する情報提供を行い、 

③当該医師が患者等に電話等を行い、患者等から直接往診を求められ、患者への往診の必要性を認め、可及的速やかに

患家に赴き診療を行った場合、 

往診料は算定できるか。 

（答）算定可。 

問２ 令和２年４月18日事務連絡（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12））

３において、「新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病

棟において、新型コロナウイルス感染症患者又は本来当該入院料を算定する病棟において受け入れるべき患者を受け

入れた場合には、それぞれの入院料に係る簡易な報告（※）を行うことにより、該当する入院料を算定することがで

きることとすること。※当該運用の開始に当たっては、運用開始の日付及び人員配置等について、各地方厚生（支）

局に報告すること。」としているところであるが、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ準備等により、当該運用の

開始までに報告が間に合わない場合において、事前に各地方厚生（支）局に相談を行い、運用開始日より該当する入

院料を算定し、追って簡易な報告を実施することでよいか。 

（答）差し支えない。 

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31）」（令和２年12月15日厚生労

働省保険局医療課事務連絡。以下「12月15日事務連絡」という。）及び「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35）」（令和３年２月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「２月26日事務連

絡」という。）において、「小児の外来における対応について」及び「各医療機関等における感染症対策に係る評価」

の取扱いが示されているところであるが、書面による請求を行う保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーション

（以下、「保険医療機関等」という。）の診療報酬明細書等の記載等については、どのような取扱いとなるか。 

（答））書面による請求を行う保険医療機関等において、診療行為名称等を記載する場合においては、次に示す略号を使

用して差し支えない。なお、その他の記載方法については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和51年８

月７日保険発第82号）によること。 
診療行為名称等 略号 

12 月15 日事務連絡１．及び２月26 日事務連絡１．に示す小児の外来における対応について 小コ 

２月26 日事務連絡２（１）①に示す「医科外来等感染症対策実施加算」 外コ 

２月26 日事務連絡２（１）②に示す「歯科外来等感染症対策実施加算」 外コ 

２月26 日事務連絡２（１）③に示す「調剤感染症対策実施加算」 調コ 

２月26 日事務連絡２（１）④に示す「訪問看護感染症対策実施加算」 訪コ 

２月26 日事務連絡２（２）に示す「入院感染症対策実施加算」 入コ 

＜その43＞(日医発 R3.4.30付 保32) 

問１ 介護医療院又は介護老人保健施設（以下、「介護医療院等」という。）若しくは地域密着型介護老人福祉施設又は

介護老人福祉施設（以下、「介護老人福祉施設」という。）に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合

であって、病床ひっ迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う場合について、当該患者又はその看

護に当たっている者からの新型コロナウイルス感染症に関連した訴えにより、緊急に求められ、医師が速やかに往診

しなければならないと判断し、介護老人福祉施設の配置医師又は介護医療院等の併設保険医療機関の医師がこれを行

った場合、緊急往診加算は算定できるか。 

（答）初・再診料、往診料は、別に算定できない（介護医療院に入所する者に対し併設保険医療機関の医師が往診した

場合であって、介護医療院サービス費のうち他科受診時費用を算定した場合においては、往診料は別に算定できない。）

が、緊急往診加算は算定できる。 

問２ 介護医療院等又は介護老人福祉施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であって、病床ひ

っ迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う場合について、必要な感染予防策を講じた上で、介護

老人福祉施設の配置医師又は介護医療院等の併設保険医療機関の医師が往診等を実施する場合、院内トリアージ実施
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料を算定できるか。 

（答）初・再診料、往診料等は別に算定できない（介護医療院に入所する者に対し併設保険医療機関の医師が往診した

場合であって、介護医療院サービス費のうち他科受診時費用を算定した場合においては、往診料は別に算定できない。）

が、院内トリアージ実施料は算定できる。なお、必要な感染予防策については、「新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）診療の手引き」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。 

問１ 介護医療院等又は介護老人福祉施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であって、病床ひ

っ迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う場合について、介護老人福祉施設の配置医師又は介護

医療院等の併設保険医療機関若しくは併設保険医療機関以外の保険医療機関の医師が酸素療法に関する指導管理を行

った場合、在宅酸素療法指導管理料２「その他の場合」（2,400点）を算定できるか。 

（答））算定可。ただし、当該管理料は複数の保険医療機関が当該患者に対して診療を行っている場合であっても、当該

患者に対して主として診療を行っている保険医が属する１つの保険医療機関において算定する。なお、在宅療養指導

管理材料加算については、要件を満たせば従来通り算定できる。 

＜その44＞(日医発 R3.5.７付 保33) 

問１ 令和３年２月26日付事務連絡「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35）」

（以下、「２月26 日事務連絡」という。）の２．（１）①において、「特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、

医科診療報酬点数表の次に掲げる点数を算定する場合、「A001 再診料」注10に規定する時間外対応加算１に相当する

点数（５点）（以下、「医科外来等感染症対策実施加算」という。）をさらに算定できることとする」とされているが、

再診から直ちに入院し、再診の費用が入院基本料等に含まれ、算定できない場合においては、医科外来等感染症対策

実施加算は算定できるか。 

（答）算定可。なお、その診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っ

ている旨を十分に説明すること。 

問２ ２月26日事務連絡の２．（２）において、「特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、次に掲げる点数を算

定する場合、一日につき「A218 地域加算（６級地）」の２倍に相当する点数（10点）（以下、「入院感染症対策実施加

算」という。）をさらに算定できることとする」とされているが、医科外来等感染症対策実施加算及び入院感染症対策

実施加算について、初診又は再診から直ちに入院した場合、併算定できるか。 

（答）併算定可。なお、その診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行

っている旨を十分に説明すること。 

＜その45＞(日医発 R3.5.12付 保36) 

問１ 令和２年12月15日付事務連絡「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31）」

の２．において、「新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療

機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれ

の入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数（750点）を算定でき

ること」とされている。この場合、個室に受け入れた保険医療機関においてはどのような取扱いになるか。 

（答）新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、

必要な感染予防策を講じた上で、入院診療が実施され、必要性を認めて個室に入室させた場合においては、当該患者

について、いずれの入院料を算定する場合であっても、上記の二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する

点数（750点）に加え、１日につき二類感染症患者療養環境特別加算（１日につき）１ 個室加算（300点）を、入院日

を起算日として90日を限度として算定して差し支えない。この場合において、その診療等にあたっては、患者又はそ

の家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明すること。なお、この取扱いは、本

事務連絡（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45））の発出日（R3.5.11）

以降適用される。 

＜その46＞(日医発 R3.5.12付 保37) 

問１ 15歳未満の新型コロナウイルス感染症患者（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２第２項に規定する小

児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の新型コロナウイルス感染症患者）を、小児入院医療管理料

を算定する病棟に入院させた場合、どの入院基本料又は特定入院料を算定するのか。 

（答）「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」（令和２年２月14日厚生労働省保険局

医療課事務連絡）問１の「診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合」に準じ、医療法上の病床

種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置等により、算定する入院基本料を判断の上、当該入院基本料

を算定することとして差し支えない（一般病床の小児入院医療管理料１、２、３又は４を算定する病棟に入院させた

場合は急性期一般入院料７、同管理料５を算定する病棟に入院させた場合は地域一般入院料３を算定。）。なお、入院

料の変更等の届出は不要である。 

問２ 令和２年４月10日付事務連絡「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）」

の３．において、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、特定疾患療養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、管理料等として147点を月１回に限り算定できることとするとされている。この場

合、同一月に、令和２年３月12日付事務連絡「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）」（以下、「３月12日事務連絡」という。）問２に示される在宅療養指導管理料を算定できるか。 

（答）特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料又は難病外来指導管理料を算定していた患者に対して、
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同一月に、在宅療養指導管理料は算定できないこととされており、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨

時的な取扱いとして、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療

を行う以前より、対面診療において特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料又は難病外来指導管理

料を算定していた患者に対して、管理料等（147点）を算定した場合においても同様に、同一月に、３月12日事務連絡

問２に示される在宅療養指導管理料は算定できない。 

なお、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前から、対面診療において、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又は生活習慣病管理料を算定していた患者に対して、管理料等（147点）を算定した

場合は、同一月に、３月12日事務連絡問２に示される在宅療養指導管理料を算定できる。 

問３ 自院に通院している患者が他の医療機関等において市町村の予防接種実施計画等に基づき新型コロナウイルス

感染症に係るワクチン（以下、「新型コロナワクチン」という。）の接種を受けるにあたり、当該他の医療機関等より

診療情報提供を求められ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合、情報提供先

の医療機関等を診療情報提供料（Ⅰ）注２に掲げる市町村とみなしてよいか。 

（答）よい。なお、その場合、「別紙様式11」、「別紙様式11の２」又はこれらに準じた様式の文書を用いてよい。 

問４ 在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して、保険医療機

関の保険医が訪問診療を行った日と同一日に、市町村との委託契約に基づき、新型コロナワクチンの接種に係る診療

等を実施した場合、訪問診療に対して在宅患者訪問診療料（Ⅰ）又は（Ⅱ）は算定できるか。 

（答）算定可。 


