新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の対策と現状
Update No.18 （2021/09/16）
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．令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供
体制確保支援補助金に関する申請書の提出期限について（再周
知）(R3.9.10付

税経46、地288、健Ⅱ311）

令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金については、
令和３年４月12日付文書（日医発47号、税経９号）
（４月15日付 Update No.14 掲載）でお知らせし
ているところです。この補助金の申請書の提出期限は令和３年９月30日（当日消印有効）とされて
います。期限が近づいておりますので、改めてご連絡申し上げます。
本補助金は、下図にも示されているとおり、原則として、
「令和２年度新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」
による補助を受けた医療機関等は対象外となります。
ただし、同補助金の申請日以降に新たに診療・検査医療機関（仮称）の指定を受けた医療機関に
ついては、同補助金の補助基準額（上限額）が本補助金の補助基準額（上限額）より低い場合は、
差額について本補助金の申請をすることができます。
※本補助金に関する資料は、Ｑ＆Ａ、交付申請書とともに厚生労働省の下記サイトに掲載されています
のでご参照ください。交付申請書（エクセルシート）等は下記サイトよりダウンロードしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_l7941.html
◯厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話番号： 0120-336-933 (平日 9:30～18:00)
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２．新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金の取扱い
について(R3.8.4 付健Ⅱ238）
（改正後全文）※改正箇所下線
一部改正 令和３年７月29日
※変更前はUpdate No.17でお知らせ済み

接種費用の上乗せについて
○時間外等加算相当分
・時間外 730円（2,070円→2,800円）
・休日

2,130円（2,070円→4,200円）
※それぞれ税別単価であり、支払う際には税込み価格とする。

○適用期間
・令和３年４月１日～令和３年７月31日
＊「令和３年４月１日～（当面の間継続）」とさ

・令和３年８月１日～令和３年10月２日

れていたものを左記のとおり改正。

・令和３年10月３日～令和３年12月４日
○休日の定義
・日曜日

・国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３条に規定する国民の祝日
※上記以外で平素から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
ない日も休日とする。なお、自治体が設置する接種会場については、土曜日は通常休日とされているこ
とを踏まえ休日とする。
※上記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。

○時間外の定義
休日以外の日で、平素から該当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
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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

※本文は本会ホームページに掲載しています。

（その 51）R3.7.30 付 保 110
問１ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 44 条の３第２項の規定に基
づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者（以下「自宅・宿泊
療養を行っている者」という。
）に対して、当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連し
た訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合、あるいは、新型コ
ロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合において、令和２年４月８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９）
」の２（１）に示される救急医療管理
加算１（950 点）の算定について、どのように考えれば良いか。
（答）当該加算については、自宅・宿泊療養を行っている者に対しても、往診料又は在宅患者訪問診療料を算定した日に算
定することができる。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 51）
）の発出日以降適用される。
問２ 問１について、救急医療管理加算１は往診料又は在宅患者訪問診療料を算定する毎に算定できるのか。
（答）当該加算については、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、１日につき１回算定できる。

（その 52）R3.8.4 付 保 115
問１ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 44 条の３第２項の規定に基
づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者（以下「自宅・宿泊
療養を行っている者」という。
）に対して、主治医の指示に基づき、訪問看護ステーション又は保険医療機関が緊急に訪問看
護を実施した場合において、長時間訪問看護加算（5,200 円）又は長時間訪問看護・指導加算（520 点）の算定について、ど
のように考えればよいか。
（答）訪問看護ステーションにおいては長時間訪問看護加算（5,200 円）を、保険医療機関においては長時間訪問看護・指
導加算（520 点）を、当該患者に対して主として訪問看護を行った訪問看護ステーション又は保険医療機関において、訪問
看護を行った時間を問わず１日につき１回算定できる。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 52）
）の発出日以降適用される。
問２ 問 1 について、主治医の指示に基づいて作成した訪問看護計画に定めた訪問看護を実施した場合においても、長時間
訪問看護加算又は長時間訪問看護・指導加算を算定することが可能か。
（答）可能。

（その 53）R3.8.12 付 保 123
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 52）
」
（令和３年８月４日厚生労働省
保険局医療課事務連絡）の問１及び問２について、長時間精神科訪問看護加算（5,200 円）又は長時間精神科訪問看護・指
導加算（520 点）の算定についても同様の取扱いとなるか。
（答）そのとおり。
問２ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 44 条の３第２項の規定に基
づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者に対して、特別訪問
看護指示書を交付することが可能か。
（答）可能。

（その 54）R3.8.16 付 保 127
問１ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 44 条の３第２項の規定に基
づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者（以下「自宅・宿泊
療養を行っている者」という。
）に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行っ
た場合、
「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９）
」
（令和２年４月８日厚生労働省
保険局医療課事務連絡）の２（２）における二類感染症患者入院診療加算（250 点）の算定について、どのように考えれば
よいか。
（答）当該加算については、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイ
ルス感染症に係る診療を行い、
「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）の１に示す A000 初診料の注２に規定する 214 点、あるいは、電話等再診
料を算定した場合にも、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、１日に
つき１回算定できる。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 54）
）の発出日以降適用される。

（その 55）R3.8.27 付 保 137
問１ 「入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設（入院待機施設）の整備について」
（令和３年８月 25 日厚生労
働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）に示される入院待機施設や、新型コロナウイルス感染症患者に係る
宿泊療養施設に職員を派遣した保険医療機関等について、
「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 26）
」
（令和２年８月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）の１（２）①イ「アに該当する医療機関等に
職員を派遣した保険医療機関等」に該当すると考えてよいか。
（答）よい。
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問２ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 44 条の３第２項の規定に基
づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者であって、新型コロ
ナウイルス感染症患者に係る宿泊療養施設等において療養している患者について、
①当該宿泊施設等における往診に係る調整等を保健所、都道府県、市町村又は医師会が実施し、
②往診を担当する保険医療機関の保険医が当該患者の診療の求めがあることを確認し、
③当該保険医が診療の必要性を認めこれを実施した場合に、往診料は算定できるか。
（答）算定可。

（その 56）R3.8.27 付 保 138
（１）入院加療を実施する患者（入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限り、次の（２）に該当する患者を除く。
）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 400 に相当する点数（3,800 点）を算定できることとすること。
ただし、上記において継続的な診療が必要な場合には、当該点数を 15 日目以降も算定できることとすること。なお、
その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。
（２）入院加療を実施する患者のうち、呼吸不全に対する診療及び管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患
者（入院基本料又は特定入院料のうち、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患者に限る。
）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 600 に相当する点数（5,700 点）を算定できることとす
ること。
ただし、上記において継続的な診療が必要な場合には、当該点数を 15 日目以降も算定できることとすること。なお、
その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。

（その 57）R3.8.27 付 保 138
問１ 中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」
（以下「本剤」という。
）の投与対象となる新型コロナウイルス感染症
患者に対し、短期の入院の間に本剤を投与した後、当該患者が自宅・宿泊療養に移行した場合、当該入院に係る「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９）
」
（令和２年４月８日厚生労働省保険局医療課事務
連絡）の２（２）における二類感染症患者入院診療加算（250 点）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 56）
」
（令和３年８月 27 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）の（１）における救急医療管理
加算１の 100 分の 400 に相当する点数（3,800 点）の算定について、どのように考えればよいか。
（答）それぞれ算定できる。また、当該入院に係る所定の要件を満たした場合、医科点数表の第 1 章第２部第２節に規定す
る入院基本料等加算も算定できる。
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 12）
」
（令和２年４月 18 日厚生労働
省保険局医療課事務連絡）の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 19）
」
（令
和２年５月 26 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「５月 26 日事務連絡」という。
）の１（２）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 27）
」
（令和２年９月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）
の１に示す中等症の新型コロナウイルス感染症患者の診療に係る救急医療管理加算１の算定について、どのように考えれば
よいか。
（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（その 56）
」の発出日（令和３年８月 27 日）
以降は、同事務連絡の（１）又は（２）により取り扱うこと。
問３ ５月 26 日事務連絡の２（１）における重症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲に関し、当該患者が、人工呼吸器
管理等を要しないものの、特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理を要すると医学的に判断される場合、特定
集中治療室管理料等の算定について、どのように考えればよいか。
（答）当該患者は重症の新型コロナウイルス感染症患者に該当するものとして、５月 26 日事務連絡の別表に示す特定集中
治療室管理料等を算定してよい。
問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 51）
」(令和３年７月 30 日厚生労働
省保険局医療課事務連絡)の別添問１において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、新型コロナウイルス感染症に関連
した訴えについて往診を実施した場合、救急医療管理加算１（950 点）を算定できることとされているが、同一の患家等で
２人以上の自宅・宿泊療養を行っている者を診察した場合の当該加算の算定については、どのように考えればよいか。
（答）２人目以降の自宅・宿泊療養を行っている者について、往診料を算定しない場合においても、救急医療管理加算１（950
点）を算定して差し支えない。
問５ 訪問看護の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族等に対し、運営規定の概要等の重要事項を記載した文
書を交付して説明し、同意については書面によって確認することが望ましいとされているが、新型コロナウイルス感染症に
感染している等の利用者の状態に応じて、説明は電話等により行い、必要な書面については後日郵送等により対応してもよ
いか。
（答）よい。

（その 58）R3.8.27 付 保 138
問１ 新型コロナウイルスに感染した妊婦について、入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合に、ハイリスク妊娠管理加
算（1,200 点）の算定について、どのように考えればよいか。
（答）新型コロナウイルスに感染した妊婦については、当該加算の算定対象となる患者に該当するものとして、当該加算を
算定できる。この場合において、当該加算の算定上限日数（１入院につき 20 日）を超えて、入院による管理が医学的に必要
とされる場合には、21 日目以降も算定できる。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 58）
）の発出日以降適用される。
問２ 新型コロナウイルスに感染した妊産婦について、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、ハイリス
ク分娩管理加算（3,200 点）の算定について、どのように考えればよいか。
（答）新型コロナウイルスに感染した妊産婦については、当該加算の算定対象となる患者に該当するものとして、当該加算
を算定できる。この場合において、当該加算の算定上限日数（１入院につき８日）を超えて、入院による管理が医学的に必
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要とされる場合には、９日目以降も算定できる。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 58）
）の発出日以降適用される。

（その 59）R3.9.3 付保 143
問１ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 44 条の３第２項の規定に基
づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者（以下「自宅・宿泊
療養を行っている者」という。
）に対して、自宅・宿泊療養を行っている者からの求めに応じて、医師が診療の必要性を認め、
自宅・宿泊療養を行っている者の同意を得て、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った
場合、
「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）の１に示す A000 初診料の注２に規定する 214 点、あるいは電話等再診料（73 点）を算定できるか。
（答）算定可。
問２ 介護医療院若しくは介護老人保健施設（以下「介護医療院等」という。
）又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介
護老人福祉施設（以下「介護老人福祉施設」という。
）に入所する新型コロナウイルス感染症患者であって、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者に対して、介護医療院等の併設保険医療機関の医師又は介護老人福祉
施設の配置医師が、当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を
緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合、あるいは、新型コロナウイルス感染症に
関連した継続的な診療の必要性を認め診療を実施した場合において、
「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 51）
」
（令和３年７月 30 日付厚生労働省保険局医療課事務連絡）別添の問１及び問２と同様に、
救急医療管理加算１（950 点）を算定できるか。
（答）当該加算については、上記の場合において、介護医療院等又は介護老人福祉施設に入所する新型コロナウイルス感染
症患者に対しても算定できる。また、当該加算については、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、１日につき１回算定できる。なお、初診料、再診料、往診料及び訪問診療料の算定については、
特に定めのない限り、
「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」
（平成 20 年厚生労
働省告示第 128 号）等に基づく現行の取扱いと変わらないことに留意されたい。

（その 60）R3.9.7 付 保 148
問１ 中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」
（以下「本剤」という。
）の投与対象となる新型コロナウイルス感染症
患者に対し、
「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の医療機関への配分につい
て」
（令和３年７月 20 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）別添の Q.12 中「医療機関による外来
での投与」に示される要件を満たした医療機関において本剤を外来で投与した場合、
「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９）
」
（令和２年４月８日厚生労働省保険局医療課事務連絡）の２（１）に示される
救急医療管理加算１（950 点）の算定について、どのように考えればよいか。
（答）本剤を外来で投与した日に１回算定できる。ただし、同一日に「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 51）
」
（令和３年７月 30 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「７月 30 日事務連絡」とい
う。
）の問１における救急医療管理加算１は併算定できない。
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 60）
）の
発出日以降適用される。
問２ 問１における救急医療管理加算１（950 点）及び７月 30 日事務連絡の問１に示される救急医療管理加算１（950 点）
について、同一日に「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 56）
」
（令和３年８月 27
日厚生労働省保険局医療課事務連絡）の（１）に示される救急医療管理加算１の 100 分の 400 に相当する点数（3,800 点）
又は同事務連絡の（２）に示される救急医療管理加算１の 100 分の 600 に相当する点数（5,700 点）との併算定は可能か。
（答）併算定不可。

（その 61）R3.9.10 付 税経 46、地 288、健Ⅱ311
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 53）
」
（令和３年８月 11 日厚生労働
省保険局医療課事務連絡。以下「８月 11 日事務連絡」という。
）の問２に示される患者に対して、14 日を超えて週４日以上
の頻回の訪問看護・指導が一時的に必要な場合において、同一月に更に 14 日を限度として在宅患者訪問看護・指導料を算定
することが可能か。
（答）可能。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 61）
）の発出日以降適用される。
問２ ８月 11 日事務連絡の問２について、14 日を超えて週４日以上の頻回の訪問看護が一時的に必要な場合において、特
別訪問看護指示書を月２回交付した場合に、２回目の交付についても特別訪問看護指示加算を算定することが可能か。
（答）可能。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 61）
）の発出日以降適用される。
問３ 問２について、２回目に交付された特別訪問看護指示書に基づき、訪問看護ステーションが週４日以上の訪問看護を
実施した場合において、訪問看護基本療養費を算定することが可能か。
（答）可能。
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