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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.16 （2021/06/16） 

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．新たに医療従事者等となった者への新型コロナウイルスワクチン接種に

ついて（県医療政策課通知抜粋 及び 県医にて注記） 

 

１．対象者（該当者） 

年度途中の入職、異動、転勤等により、国が定める優先接種に係る「医療従事者等」の対象となっ

た者（６．も参照下さい。） 
 

２．接種施設（いずれかを希望） 

①各市町の高齢者向け接種施設（サテライト型接種施設）又は集団接種会場※① 

②県設置（予定）の集団接種会場（大規模接種会場）※② 

補足）使用するワクチン※①ファイザー社 ※②武田／モデルナ社製 
 

３．接種場所、日時の調整 

①上記２．①を希望した場合、該当者が勤務する自施設で接種又は勤務する施設が確保した接種施設 

②上記２．②を希望した場合、県が指定する日時、集団接種会場（大規模接種会場）※１ 

※１ ・県庁 又は サンパーク吉井 

 ・設置期間は、令和３年６月12日（土）～７月30日（金）予定 

（７月２日（金）が第１回目の接種最終日となるため、その日までに接種が必要となり

ます。また、予約に空きがない場合は対応出来ない場合があります。） 

 ・長崎市、佐世保市以外に居住の方も接種可能です。（６．も参照下さい。） 

 ・希望される場合は、県へ電話連絡するとともに、所定の様式にてメールまたはＦＡＸで申

し込みを行うこと。） 

電話：095-894-3195、FAX：095-895-2573 メールアドレス：COVID-19@pref.nagasaki.lg.jp 

※県接種会場分の所定様式は、県医師会（c19@nagasaki.med.or.jp）までメール頂ければ、返

信の形でお送りすることも可能です。 
 

４．対応期間 

年齢（60歳～64歳の者）、基礎疾患に応じた接種の順位が実施される前まで。 
 

５．予診票の発行及び発送（住民票所在地の市町から接種券の送付がある方は除く） 

①上記２．①の場合、各とりまとめ団体から該当者がいる施設へ予診票の発行及び発送 

②上記２．②の場合、県から該当者がいる施設へ予診票の発行及び発送（所定の様式を用いて該当者

が勤務する施設から県へ接種予定者リストを提出） 
 

６．その他 

・地域によって差が生じますが、新たに医療従事者等の対象となった方で、各市町の「住民接種」の

接種順位に到達した場合は、住民票所在地の市町から送付される接種券を使用し、「住民接種」で接

種していただくことになります。 
  

２．新型コロナワクチン接種に当たっての診療録の作成について

(日医発 R3.6.1付 地Ⅱ118F) 
 

今般、標記について、厚生労働省より別添のとおり各都道府県衛生主管部（局）宛てに改めて

周知がなされましたので、ご連絡申し上げます。 
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つきましては、貴会におかれましても郡市区医師会および関係医療機関に対する情報提供につ

いてご高配のほどお願い申し上げます。 

記 

予防接種を行う医療機関は、関係法令に基づき診療録を作成する必要があるが、予診票の写し

を診療録として差し支えない。 

参考：医師法施行規則（昭和23 年厚生省令第47 号）（抄） 

第二十三条 診療録の記載事項は、左の通りである。 

一 診療を受けたものの住所、氏名、性別及び年齢 

二 病名及び主要症状 

三 治療方法（処方及び処置） 

四 診療の年月日 

 

３．新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶

養者の収入確認の特例について(日医発 R3.6.8付 税経25他) 
 

本件は、本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限

定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題とな

っているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入につ

いては、被扶養者の収入確認の際には年間収入に算定しないという特例を講ずるものです。 

本特例措置の対象者は、ワクチン接種業務に従事する医療職（医師、歯科医師、薬剤師、保健師、

助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士）となり

ます。 

本特例措置の対象となる収入は、高齢者向けのワクチン接種が始まった令和３年４月からワクチン

接種の実施期間である令和４年２月末までのワクチン接種業務に対する賃金となります。 

また、各保険者においては、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認において対象者の収入を確認す

る際、被保険者から、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主（市（区）町村、医療機関等）から発行

された、ワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務による収入額を証する書類の添付を

求めることとすることが示されております。医療機関等におかれましては、別添様式１（略）の申立

書により、該当する従事者に関し、上記の事項を証明していただくようお願いします。 

また、別添Ｑ＆Ａ（略）の通り、国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済の被扶

養者についても同様の取扱いとなることが示されております。 

なお、上記の特例は、あくまでも社会保険における被扶養者認定におけるものであり、税制上の特

例ではないことを申し添えます。 

また、前述の通り、本特例の対象はワクチン接種業務に従事する医療職に限定されており、事務職

は本特例の対象ではありませんが、一方で、被扶養者の収入確認に当たっては、「被扶養者の収入の確

認における留意点について」（令和２年４月10日付厚生労働省保険局保険課事務連絡）において、以下

の取扱いが示されています。この事務連絡に示された以下の取扱いは、事務職も対象となることを厚

生労働省保険局保険課に確認をしております。詳細については、健康保険組合等の保険者にご確認・

ご相談いただきますようお願いいたします。 

・例えば、認定時（前回の確認時）には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、

直近３ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を

取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収

入の見込みを判断すること 

・被扶養者認定を受けている方の過去１年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わな

い一時的な事情等により、その１年間のみ上昇し、結果的に130 万円以上となった場合において、

原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと 

なお、本特例措置については、厚労省の下記のWeb サイトに様式1 の申立書（ワードファイル）

とともに掲載されていますので、あわせてご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html 
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４．新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種について 

(日医発 R3.6.3付 健Ⅱ132F、地120) 
 

今般、厚生労働省より令和３年４月30日付で発出された事務連絡「新型コロナウイルスワクチンの時間

外・休日の接種について」について、別添の通り厚生労働省より自治体向けに補足がなされましたので、

ご連絡申し上げます。事務連絡および補足の概要は下記の通りです。 

（１）新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種について 

①接種費用の上乗せについて 

時間外等加算相当分 

・時間外 2,070円 ⇒ 2,800円 

・休 日 2,070円 ⇒ 4,200円 

②医師・看護師等の派遣について ※７月末までに行われる派遣が対象 

時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業 

・医  師 １人１時間当たり 7,550円 

・看護師等 １人１時間当たり 2,760 円 

（２）上記への補足 

１．適用期間：①②ともに令和３年４月１日～令和３年７月31日まで 

２．休日の定義 

・当該医療機関が定めている診療時間において、終日、診療時間が割り当てられていない日 

・日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日 

※日曜日・国民の祝日に診療時間を割り当てている医療機関においても、終日休日とする。 

３．時間外の定義 

休日以外の日で、当該医療機関が定めている診療時間（看板等に掲げているもの）以外の時間 

※②の事業に限って、当該医療機関が休診について予め表示した上で、医療従事者を集団接種

会場に派遣した場合も時間外とする。 
 

４.↑、５.↓とも現在のところ､掲載以上の内容は不明です｡通知全文は本会ＨＰ等を参照下さい｡ 
 

５．新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）にお

ける「新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業」の追加

等について(日医発 R3.6.14付 地134、地Ⅱ150) 
 

今般、７月末を念頭に希望する高齢者に新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を終えることが

できるよう、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）に、都道府県による大規模接種会

場の設置等にかかる費用（下記Ａ）や、個別接種促進のための支援（下記Ｂ）が追加されました。 

内容としては、下記の通りです。 

Ａ．都道府県による大規模接種会場の設置等 

・大規模接種会場の設置、運営に係る実費相当額 

Ｂ．個別接種促進のための支援 

・診療所への支援 

①週100回以上の接種を７月末までに４週間以上行った場合には、週100回以上の接種をした週におけ

る接種回数に対して回数当たり2,000円 

②週150回以上の接種を７月末までに４週間以上行った場合には、週150回以上の接種をした週におけ

る接種回数に対して回数当たり3,000円 

③50回以上／日の接種を行った場合には、１日当たり定額で10万円を交付する。なお、診療所は、①、

②の要件を満たさない週に属する日に限る。（同一日に①、②及び③の支援の重複は不可） 

・病院への支援 

①50回以上／日の接種を行った場合には、１日当たり定額で10万円を交付する。 

②特別な接種体制を確保した場合（通常診療とは別に、接種のための特別な人員体制を確保した場合
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であって、休日、休診日、時間外、平日診療時間内の別を問わない。）であって、50回以上／日の接

種を週１日以上達成する週が、７月末までに４週間以上ある場合には、集団接種会場と同様の扱い

とし、①に加えて、以下の支援単価による所要額を病院に追加で交付する。 

医  師１人１時間当たり 7,550円 

看護師等１人１時間当たり 2,760円 

上記の留意事項として、Ａの大規模接種会場の設置等においては、原則、概ね２か月から３か月程度、接

種が可能であることや、複数の市区町村の接種体制を補い、効果的・効率的な接種を進めることを前提と

した規模とすること等が示されています。 

また、Ｂの個別接種促進のための支援においては、所定の様式による都道府県へ実績報告が必要である

こと、支援の対象期間が「令和３年５月10日の週から７月末まで」であること等が示されています。 

さらにQ＆A（第４版）では、本事業にかかる追記がなされており、特にＢの個別接種促進のための支援

対象となる従事者、具体的な事例について実績として計上可能かの考え方等が示されております。 

今般の追加を踏まえた実施要綱、交付要綱やQ＆A等の同補助事業関連文書は、下記厚生労働省WEBサイト

の2021年６月10日欄に掲載されております。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html 

なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況は見込み難いことから、新型コロナウイルス感染症

緊急包括支援事業（医療分）の実施について、当面の対応としては、おおむね令和３年９月末までとして

おり、10月以降の対応は、今後の感染状況、執行状況等を踏まえて検討することとされております。 

 

６．「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」の改定について(県医療政策課発 R3.6.7付 3医政第323号) 
 

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については、「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」（令和２年５月１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。以下「Ｑ＆Ａ」という。）により、周知したところです。今般、

Ｑ＆Ａを別添のとおり改定しました。 

＜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。 
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Ｑ６－１ 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、なぜ診療報酬における薬剤管理指導料「１」の対象となる薬剤の処方はできないのか。 

Ａ６－１ 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、診療録等により患者の基礎疾患の情報が把握出来ない場合には、副作用等のリスクが高

いと想定される上記医薬品の処方はその対象から除外することとした。 

Ｑ６－２ 新型コロナウイルス感染症患者への緊急的な診療が必要な場合に、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、患者の基礎疾患の情報が把握できない場合であっても、患者のそばに訪問看護師が居合わせてお

り、当該看護師から情報を得た上で診療する場合は、診療報酬における薬剤管理指導料「１」の対象となる薬剤の処方は

できないのか。 

Ａ６－２ 患者の基礎疾患の情報等のない初診で薬剤管理指導料「１」の対象となる薬剤の処方を実施する場合は、対面診

療によることが原則である。ただし、Ｑ６－２の場面で、対面診療を実施することができない場合には、看護師を患者の側で

当該電話や情報通信機器を用いた診療に同席させ、当該看護師への指示等を通じて処方が必要と医師が判断した場合

は、対面診療を含めて必要なフォローアップを行うことを前提に、当該薬剤のうち緊急的に必要な薬剤の処方を実施して

差し支えない。 

Ｑ７ 「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。 

Ａ７ 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。 

Ｑ８ 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。）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」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。 

Ａ８ 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。 

Ｑ９ 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。 

Ａ９ 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＞ 

Ｑ10 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。 

Ａ10 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。 

Ｑ11 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。 

Ａ11 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＞ 

Ｑ12 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。 

Ａ12 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。 

Ｑ13 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。 

Ａ13 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。 

Ｑ14 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。 

Ａ14 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・略＞ 
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６新型コロナウイルス感染症関係・各種マニュアル・手引き等 
 

各種マニュアル・手引き等が随時改編されていますので、確認をお願いいたします。 

 

○新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き（３.０版） 

（令和３年６月１日） 

日医ホームページ・トップページ＞医師のみなさまへ＞感染症関連情報＞新型コロナウイルス感染

症＞新型コロナウイルス感染症の予防接種について（医療機関、医師会向けページ）＞【医療機関

向け手引き】 

https://www.med.or.jp/dl-med/kansen/novel_corona/vaccination/tebiki_v3.0.pdf 
 

○新型コロナワクチンに関する自治体向け通知・事務連絡等（新型コロナウイルス感染症に係

る予防接種の実施に関する手引き 第３.１版 ６月４日 など） 

厚生労働省トップページ＞政策について＞分野別の政策一覧＞健康・医療＞健康＞感染症情報＞新型コロナウ

イルス感染症について＞新型コロナワクチンについて＞新型コロナワクチンに関する自治体向け通知・事務連

絡等 

https://www.med.or.jp/dl-med/kansen/novel_corona/vaccination/tebiki_v3.0.pdf 
 

○新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第５版（令和３年５月26日） 

厚生労働省トップページ＞ 政策について＞分野別の政策一覧＞健康・医療＞健康＞感染症情報＞新型コロナ

ウイルス感染症について＞ 医療機関向け情報（治療ガイドライン、臨床研究など）＞４．その他ガイドライン

等に関する事項 

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

○新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針（第４版）（令和３年６月４日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000768499.pdf 


