新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連通知、事務連絡一覧
（2020年4月6日以降に発出、当協会へ通知されたもの）
※なお、下記URLの当会HP特設ページに、これまでの通知・事務連絡等を時系列で掲載しております。
URL：https://www.ajha.or.jp/topics/novel_coronavirus/
（2020年9月24日掲載分まで）
日付

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

中等症の新型コロナウイルス感染症患者のうち、呼吸不全を認める者につ
いては、呼吸不全に対する診療及び管理を要することを踏まえ、それらの
診療の評価として、呼吸不全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
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 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 https://www.ajha.or.jp/
として１日につき救急医療管理加算１の100分の500に相当する点数
topics/admininfo/pdf/20
2020/9/15 いについて（その27）
（4,750 点）を算定できることとする。
（厚生労働省保険局医療課：R2.9.15）
20/200918_5.pdf
また、呼吸不全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
のうち、継続的に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。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。
（福祉医療機構）医療貸付事業：新型コロナウイルスにより
2020/9/15 事業停止等となった事業者に対する 特別融資の更なる拡充に
ついて
季節性インフルエンザワクチンの供給について
2020/9/9 （厚生労働省医政局経済課長、健康局健康課長、結核感染症
課長：R2.9.9）

2020/9/9

2020/9/8
2020/9/7

新型コロナウイルスにより事業停止等となった事業者に対する特別融資の https://www.wam.go.jp/h
更なる拡充について
p/fukui_shingatacorona/
https://www.ajha.or.jp/
今冬のインフルエンザワクチンの製造予定量、安定供給に係る優先接種順
topics/admininfo/pdf/20
位等について
20/200918_4.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の委託契約を積極的に進めるよ
う各都道府県に対して依頼。
・契約を希望する医療機関が適切な感染対策が講じられていることを表明
した場合には、その表明をもって要件を満たすものとして委託契約の締結
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の委託契約につい
を行うこと。また、その表明については、文書・口頭・電話等の方式はい https://www.ajha.or.jp/
て
ずれでも構わないこと。
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
・行政検査の委託契約の締結前にした検査であっても、事後に委託契約を 20/200910_3.pdf
R2.9.9）
締結した場合にはその効果は遡及させることができること4としたところで
あり、医療機関が検査を行った場合には、適切な感染対策（別添参照）が
講じられていることを表明したものとして取り扱い、積極的に委託契約の
締結を行うこと
https://www.ajha.or.jp/
疑義解釈資料の送付について（その32）
新型コロナに係るPCR検査キットの保険適用の追加
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省保険局医療課：R2.9.8）
20/200909 5 pdf
「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況下において、排出時の感染 https://www.ajha.or.jp/
防止策、適正な処理のために講ずべき対策、処理体制の維持のためにとる topics/admininfo/pdf/20
ン」について（周知依頼）
べき措置等について取りまとめた新たなガイドラインの周知依頼
（環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課：R2.9.7）
20/200909_4.pdf

日付

2020/9/4

2020/9/4

2020/9/2

2020/9/1

2020/9/1

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について、各都道府県において
10月中を目途に取り組むよう依頼。
【発熱等の症状のある方の相談・受診の流れ】
<住民に対して周知すること>
・発熱等の症状が生じた場合には、まずはかかりつけ医等の地域で身近な
医療機関に、電話相談すること。
・相談する医療機関に迷う場合には、「受診・相談センター」に相談する
https://www.ajha.or.jp/
こと。
次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省新型コウイルス感染症対策推進本部：R2.9.4） ＜都道府県等や地域の医療関係者で整備すること＞
20/200908_1.pdf
・発熱患者等から相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内でき
るよう、「診療・検査医療機関」とその対応時間等を、地域の医療機関や
「受診・相談センター」間で随時、情報共有しておくこと。
・その上で、地域の医師会等とも協議・合意の上、「診療・検査医療機
関」を公表する場合は、自治体のホームページ等でその医療機関と対応可
能時間等を公表する等、患者が円滑に医療機関に受診できるよう更なる方
策を講じること。
有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅において、入居者が希望
有料老人ホーム等における入居者の医療・介護サービス等の
する医療・介護サービス等（特に当該有料老人ホーム等の運営主体以外が https://www.ajha.or.jp/
利用について【介護保険最新情報Vol.872】
提供するサービス）の利用について、新型コロナウイルス感染の懸念を理 topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推
由に、禁止する又は控えさせるといった事案が発生しており、適切な対応 20/200908_2.pdf
進課、老人保健課：R2.9.4）
をお願いする旨の周知依頼
https://www.ajha.or.jp/
疑義解釈資料の送付について（その31）
新型コロナウイルスに関する遺伝子検査方法の保険適用の確認
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省保険局医療課：R2.9.2）
20/200903 28 pdf
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特
例及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例及び
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を利用する際の申請期 topics/admininfo/pdf/20
利用する際の申請期限に関する周知要請について
（厚生労働省職業安定局雇用開発企画課長、雇用保険課長： 限について、令和2年9月30日まで延長する。
20/200903_27.pdf
R2.9.1）
新型コロナウイルス感染症に関する外国語対応ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する外国語対応ホームページの開設
https://www.ajha.or.jp/
の開設について
【ホームページURL】
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部、医政局総
https://www.covid19-info.jp
20/200903_4.pdf
務課医療国際展開推進室：R2.9.1）

日付

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施
設基準等の臨時的な取扱いについて、以下のとおり整理する。
・一定期間の実績を求める要件（年間の手術件数等）について、「新型コ
ロナウイルス感染症患者を受け入れた医療機関」等に該当する場合は、施
設基準に係る要件を満たさなくなった場合であっても、引き続き、当該施
設基準を満たしているものとして取り扱うこととする。
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 ・職員が新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤が https://www.ajha.or.jp/
できない医療機関」に該当する医療機関について、「新型コロナウイルス topics/admininfo/pdf/20
2020/8/31 いについて（その26）
感染症患者等を受け入れた医療機関」と同様の取扱いとする。
（厚生労働省保険局医療課：R2.8.31）
20/200903_3.pdf
・緊急事態宣言の期間については、全ての医療機関を「新型コロナウイル
ス感染症患者等を受け入れた医療機関」に該当するものとみなす。なお、
期間の取扱いについては、当該期間を含む月単位とする。
また、患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱い、（データ／病
床）比及びＤＰＣ対象病院の機能評価係数Ⅱにおける診療実績に基づく指
数の取扱いに係るQ&Aなど3件
具体的対応方針の再検証等の期限について
2020/8/31
（厚生労働省医政局長：R2.8.31）
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた在留外国人のため
の電話相談窓口（FRESCヘルプデスク）の周知について(周知
2020/8/31
依頼)
（厚生労働省地域医療計画課：R2.8.31）
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留意
2020/8/26
事項等について
（厚生労働省医政局医事課：R2.8.26）

「2019 年度中（※医療機関の再編統合を伴う場合については、遅くとも
2020年秋頃まで）」とされた再検証等の期限を含め、地域医療構想に関す
る取組の進め方については、厚生労働省において改めて整理の上、示すこ
ととする。
法務省出入国在留管理庁の外国人在留支援センター（FRESC）において、新
型コロナウイルス感染症の影響で生活に困窮している技能実習生をはじめ
とする在留外国人からの相談対応を行う電話相談窓口「FRESC ヘルプデス
ク」を開設したことの周知
新型コロナ拡大に際して時限的・特例的な取扱いとしていた電話や情報通
信機器を用いた診療に関する留意事項等について
①初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施の要件の遵守の徹底
②初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況の報告
③研修の受講

https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200902_2.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200902_1.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200904_3.pdf

オンライン診療に手話通訳者等が参加する場合の取扱いにつ
https://www.ajha.or.jp/
手話通訳者等は、オンライン診療に参加して差し支えない。またその際の
いて
2020/8/24
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省医政局医事課、社会・援護局障害保健福祉部企 留意事項等について。
20/200904_4.pdf
画課：R2.8.24）
https://www.ajha.or.jp/
疑義解釈資料の送付について（その28)
2020/8/18
新型コロナに係るPCR検査キットの保険適用の追加
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省保険局医療課：R2.8.18）
20/200819 1 pdf
https://www.ajha.or.jp/
疑義解釈資料の送付について（その27)
2020/8/17
新型コロナに係るPCR検査キットの保険適用の追加
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省保険局医療課：R2.8.17）
20/200818 1 pdf
https://www.ajha.or.jp/
疑義解釈資料の送付について（その26)
2020/8/13
新型コロナに係るPCR検査キットの保険適用の追加
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省保険局医療課：R2.8.13）
20/200817 5 pdf

日付

通知、事務連絡の名称

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員
基準等の臨時的な取扱いについて（第14報）【介護保険最新
2020/8/13 情報Vol.868】
（厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推
進課、老人保健課：R2.8.13）

概要

通知等の掲載URL

介護支援専門員実務研修の実習の取扱いについて、今般の新型コロナウイ
https://www.ajha.or.jp/
ルス感染症への対応を踏まえ、研修実施主体の都道府県の判断により、例
topics/admininfo/pdf/20
えば、レポート等の提出などによって実施し、例外的に実習を免除するこ
20/200817_4.pdf
とは可能であるなど、Q&A２件。

「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェッ
クリスト」の改訂、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予
https://www.ajha.or.jp/
職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康 防、健康管理の強化について最新の状況を踏まえた留意事項等を取りまと topics/admininfo/pdf/20
めた資料の提供
2020/8/13 管理の強化について（再周知依頼）
20/200817_3.pdf
※「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための
（厚生労働省医政局地域医療計画課：R2.8.13）
チェックリスト」に「感染予防のための体制」、「配慮が必要な労働者へ
の対応等」、「熱中症の予防」の項目が追加された。
https://www.ajha.or.jp/
疑義解釈資料の送付について（その25）
2020/8/11
新型コロナに係る抗原検査キットの保険適用の追加
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省保険局課医療課：R2.8.11）
20/200812 2 pdf
高齢者施設における新型コロナウイルス感染者発生時の検査
高齢者施設の入所者は重症化リスクが高い特性があり、早期発見の取組強 https://www.ajha.or.jp/
体制について【介護保険最新情報Vol.866】
化が重要であることから、特に新型コロナウイルス感染者が発生した場合 topics/admininfo/pdf/20
2020/8/7
（厚生労働省老健局高齢者医療課、認知症施策、地域介護推
等の検査体制に関する留意事項を整理したもの
20/200811_3.pdf
進課、老人保健課：R2.8.7）
新型コロナウイルス感染症を踏まえた医業若しくは歯科医業 日本医師会が業種別ガイドライン及びチェック項目等を作成して医療機関 https://www.ajha.or.jp/
を認証する「新型コロナウイルス感染症等感染防止対策実施医療機関みん topics/admininfo/pdf/20
2020/8/6 又は病院若しくは診療所に関する広告の取扱いについて
なで、安心マーク事業」は広告可能である。
（厚生労働省医政局総務課：R2.8.6）
20/200811_4.pdf
地域医療支援病院の役割について東京都から照会された件への回答
（回答内容）
https://www.ajha.or.jp/
地域医療支援病院の役割（感染症医療・災害医療）について
「地域医療支援病院に、それぞれの地域の実情に応じて、感染症医療や災 topics/admininfo/pdf/20
2020/8/6
（厚生労働省医政局総務課：R2.8.6）
害医療について積極的協力を求めることは、地域医療支援病院の制度趣旨 20/200811_1.pdf
に適した対応であると思料します。」
https://www.ajha.or.jp/
令和２年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金交付要綱の一部改正と各都
2020/8/5
topics/admininfo/pdf/20
（医療分）の交付について（厚生労働事務次官：R2.8.5）
道県への交付決定額⼀覧（第⼆次補正分）
20/200811 2 pdf
介護施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法
https://www.ajha.or.jp/
について【介護保険最新情報Vol.864】
介護施設等において、布製マスクの配布を希望する施設への配布方法等
2020/8/4
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興
20/200805_9.pdf
課、老人保健課：R2.8.4）
介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について【介護 介護施設等への布製マスクの配布について、これまでは、全ての対象施設
https://www.ajha.or.jp/
に一律に配布してきたが、現在のマスクの需給状況等を踏まえ、配布を希
保険最新情報Vol.863】
topics/admininfo/pdf/20
2020/8/4
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興 望する介護施設等に随時配布するとともに、今後に備えて、国で備蓄する
20/200805_8.pdf
ことに変更した。
課、老人保健課：R2.8.4）

日付

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

新型コロナウイルス感染症に係る院内感染の発生を予防するという観
点から、医療機関で行う自主点検及び院内感染の発生を想定したシミュ
https://www.ajha.or.jp/
医療機関における院内感染対策のための自主点検等について
レーションの考え方を整理したもの。資料として、「医療機関における新
2020/7/31 （厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
topics/admininfo/pdf/20
型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応につ
R2.7.31）
20/200803_3.pdf
いて（助言） 」、「急性期病院における新型コロナウイルス感染症アウト
ブレイクでのゾーニングの考え方」が添付されている。

医療用物資の備蓄体制の強化について
2020/7/31 （厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）：
R2.7.31）

2020/7/30

2020/7/29

2020/7/22

医療機関等における医療用物資の緊急時への対応について
（その４）
（厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）：
R2.7.30）
「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその
疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドラ
イン」の周知について
（厚生労働省健康局結核感染症課、医薬・生活衛生局生活衛
生課：R2.7.29）
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第
12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等における新
型コロナウイルス感染症に関する流行地域について
（厚生労働省健康局結核感染症課：R2.7.22）
「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴
う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の
一部改正について
（厚生労働省保険局医療課：R2.7.22）
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25）
（厚生労働省保険局医療課：R2.7.22）

医療用物資に関する対策の主軸を、これまでの応急的な対応（緊急時体
制）から、国内において必要な備蓄を計画的に確保していく対応（警戒体
制）へと移行し、想定し得る感染拡大にも十分耐えうる数量の備蓄を推
https://www.ajha.or.jp/
進・強化する。（まずは、サージカルマスクが対象（７月～）。その他の topics/admininfo/pdf/20
医療用物資も移行を検討）
20/200804_2.pdf
なお、移行対象となった医療用物資については、一旦、優先配布が休止と
なる。
都道府県又は国からの直送により必要な医療機関等に優先配布を行ってい https://www.ajha.or.jp/
る緊急配布物資に、非滅菌手袋を,令和２年８月５日から緊急配布（SOS） topics/admininfo/pdf/20
の対象に追加する。
20/200804_3.pdf
厚生労働省及び経済産業省において作成した「新型コロナウイルス感染症
https://www.ajha.or.jp/
により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等
topics/admininfo/pdf/20
に関するガイドライン」、臨終後の対応、エンゼルケアなどの場面ごとの
20/200730_1.pdf
感染管理上の留意点等が記載されている。

新型コロナウイルス感染症の流行地域（海外）の指定状況

https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200727_4.pdf

「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求
https://www.ajha.or.jp/
に関する診療報酬明細書の記載について、「SARS-CoV-2（新型コロナウイ
2020/7/22
topics/admininfo/pdf/20
ルス）核酸検出」を「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出及びウ
20/200727_3.pdf
イルス・細菌核酸多項目同時検出（SARS-CoV-2 を含む。）」に改める。
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症に係る検査料について、ウイルス・細菌核酸多
2020/7/22
topics/admininfo/pdf/20
項目同時検出が追加されたことによる過去の事務連絡等の修正
20/200727_2.pdf
https://www.ajha.or.jp/
検査料の点数の取扱いについて（厚生労働省保険局医療課：
2020/7/22
新型コロナウイルス感染患者、疑い患者に関する検査料点数の取扱い
topics/admininfo/pdf/20
R2.7.22）
20/200727_1.pdf
新型コロナウイルスの感染予防等の観点から、一時的に疾患別リハビリ
https://www.ajha.or.jp/
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
テーションを中止せざるを得なかったことにより、標準的算定日数を超え
2020/7/21 いについて（その24）
topics/admininfo/pdf/20
た患者について、引き続き疾患別リハビリテーション料を算定することは
（厚生労働省保険局医療課：R2.7.21）
20/200721_5.pdf
できるかなど、Q&A3件

日付

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

入院医療提供体制に関する通知及び事務連絡の今後の取扱い
https://www.ajha.or.jp/
これまで発出した入院医療提供体制に関する通知等の一部について廃止又
について
2020/7/21
topics/admininfo/pdf/20
は改正する旨の連絡
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
20/200721_4.pdf
R2.7.21）
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症に係る検査の技術的事項に関する
topics/admininfo/pdf/20
2020/7/21 質疑応答集（Q＆A）について（厚生労働省新型コロナウイル 唾液検体を用いたＰＣＲ検査全般に関するQ&A11件
ス感染症対策推進本部：R2.7.21）
20/200721_3.pdf
関係医療機関（帰国者・接触者外来等、地域外来・検査センター及び入院
帰国者・接触者外来等の医療機関における新型コロナウイル 先医療機関）に対し、７月末までに都道府県等又は保健所に連絡して HERス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS）の利用促 SYS のID取得手続を完了させるよう、働きかけていただきたい。
https://www.ajha.or.jp/
関係医療機関に対し、行政検査の委託契約を締結している帰国者・接触者 topics/admininfo/pdf/20
2020/7/17 進について
外来等で行う PCR 等の検査結果について、陽性か陰性かにかかわらず、 20/200720_9.pdf
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
HER-SYS への速やかな入力により都道府県等に報告するよう、周知・徹底
R2.7.17）
していただきたい.
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の支援事業や医療従事者への https://www.ajha.or.jp/
2020/7/17 医療機関・医療従事者支援策の周知について
慰労金といった今後の支援策の内容について、分かりやすくまとめられた topics/admininfo/pdf/20
パンフレット等の資料提供
20/200720_2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bun
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の医 緊急包括支援事業「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」
2020/7/17
ya/kenkou_iryou/iryou/k
療機関等向け申請マニュアル、申請書様式等について
の医療機関等向け申請マニュアル、申請書様式等の公表等
ansenkakudaiboushi_shie
n.html
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業について、下線のと
おり一部訂正
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）の
① 実際に新型コロナウイルス感染症患者に対して入院診療等を行った医療 https://www.ajha.or.jp/
実施に当たっての取扱いについて」の一部訂正について
機関等である場合 医療従事者や職員に対して１人 200,000円を給付
2020/7/10
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省医政局医療経理室、健康局結核感染症課、医
※ ただし、当該医療機関において、実際に初めて新型コロナウイルス感染 20/200713_3.pdf
薬・生活衛生局総務課：R2.7.10）
症患者に対して入院診療等を行った日以降に勤務していない医療従事者や
職員に対しては、1人 50,000 円を給付
https://www.ajha.or.jp/
疑義解釈資料の送付について（その22)
2020/7/8
新型コロナに係るPCR検査キットの保険適用の追加
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省保険局医療課：R2.7.8）
20/200709 1 pdf

日付

2020/7/3

2020/7/2

2020/7/2

2020/7/1

2020/7/1

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ」の第４版
【新規記載されたQ＆A】
○新型コロナウイルス感染症対策事業
20 宿泊療養施設の円滑な確保のため、地域の宿泊団体や宿泊施設関係者と
協定を締結するに当たって、関係者で協議を行う場合、当該協議に係る経
費は補助対象となるのでしょうか。
21 宿泊療養において、受入れ宿泊施設にすでに宿泊・予約中の一般客がお
り、別の宿泊施設へ移動していただく場合、宿泊料金の差額は補助対象と
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ なるのでしょうか。
https://www.ajha.or.jp/
22 重点医療機関及び協力医療機関以外の一般医療機関や精神科病院におい
（第４版）について
topics/admininfo/pdf/20
て、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れるための病床確保の補助は
（厚生労働省医政局医療経理室、健康局結核感染症課：
20/200706_3.pdf
どのような額になるのでしょうか。精神病床や療養病床ではどのようにな
R2.7.3）
りますか。
○新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業
５ 国からの配布など交付金以外の方法で整備した個人防護具の保管費用を
交付金から支出することはできますか。
○新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業
３ 「準備病床」は病床確保の補助の対象となりますか。
４ 重点医療機関と協力医療機関について、それぞれの要件を満たす場合、
同時に指定することは可能でしょうか。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に
対するサービス継続支援事業」及び「新型コロナウイルス感
https://www.ajha.or.jp/
左記助成金の事業所への支払について、各都道府県等が国民健康保険団体
染症緊急包括支援事業」等の国民健康保険団体連合会への業
topics/admininfo/pdf/20
連合会へ支払事務の一部を委託するケースがあることについての連絡
務委託について【介護保険最新情報Vol.855】
20/200703_1.pdf
（厚生労働省老健局介護保険計画課、振興課：R2.7.2）
https://www.ajha.or.jp/
疑義解釈資料の送付について（その21）
新型コロナに係るPCR検査キットの保険適用の追加
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省保険局医療課：R2.7.2）
20/200702_10.pdf
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ＆Aについて、第2版
https://www.ajha.or.jp/
の内容に、同感染症対応従事者慰労金交付事業、同感染症を疑う患者受け
（第３版）について
topics/admininfo/pdf/20
入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業、医療機関・薬局等に
（厚生労働省医政局医療経理室、健康局結核感染症課：
20/200702_2.pdf
おける感染拡大防止等支援事業に関するQ&Aを追加した。
R2.7.1）
6月26日に公表された試算ツールについて、病院以外においても活用できる
新型コロナウイルス感染症に伴う医療機関への支援の支給見
よう試算ツールを修正した。
https://www.ajha.or.jp/
込額の試算ツール（修正版）について
（試算ツール修正版）
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省医政局医療経理室、健康局結核感染症課：
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/xls/2020/xlsx.php?filename 20/200702_1.pdf
R2.7.1）
=200702_1.xlsx

日付

通知、事務連絡の名称

動画「介護老人福祉施設（特養）のためのそうだったのか！
感染対策」（その２）・「送迎の時のそうだったのか！感染
2020/6/30 対策」について【介護保険最新情報Vol.852】
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興
課、老人保健課：R2.6.30）
高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた
対応等について【介護保険最新情報Vol.853】
2020/6/30
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興
課、老人保健課：R2.6.30）
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第
12条第1項及び 第14条第2項に基づく届出の基準等における
2020/6/29
新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について
（厚生労働省健康局結核感染症課：R2.6.29）

概要

通知等の掲載URL

https://www.ajha.or.jp/
「介護老人福祉施設のためのそうだったのか！感染対策」の動画続編公開
topics/admininfo/pdf/20
の紹介
20/200701_1.pdf
高齢者施設における感染者発生事例等も踏まえ、高齢者施設において感
https://www.ajha.or.jp/
染者等が発生した場合に備えた人材確保や感染者発生時の対応等に係る留 topics/admininfo/pdf/20
意事項を改めて整理したもの
20/200701_2.pdf

新型コロナウイルス感染症の流行地域（諸外国）の変更

https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200630_4.pdf

新型コロナウイルス感染症に伴う医療機関への支援の支給見込額に関し
て、
新型コロナウイルス感染症に伴う医療機関への支援支給見込
① 新型コロナウイルス感染症に係る空床確保の補助
https://www.ajha.or.jp/
額の試算ツールについて
② 新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医 topics/admininfo/pdf/20
2020/6/26
（厚生労働省医政局医療経理室健康局結核感染症課：
療機関への支援金の支給
20/200630_2.pdf
R2.6.26）
③ 医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援
についての支給見込額を試算するためのツールの提供
https://www.ajha.or.jp/
疑義解釈資料の送付について（その19）
2020/6/26
新型コロナに係るPCR検査キットの保険適用の追加
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省保険局医療課：R2.6.26）
20/200630 3 pdf
https://www.ajha.or.jp/
疑義解釈資料の送付について（その18）（厚生労働省保険局
2020/6/25
新型コロナに係るPCR検査キット、抗原検査キットの保険適用の追加
topics/admininfo/pdf/20
医療課：R2.6.25）
20/200626 1 pdf
新型コロナウイルス抗原検出は、COVID-19の患者であることが疑われる者
に対し COVID-19の診断を目的として行った場合に限り、「25」マイコプ https://www.ajha.or.jp/
検査料の点数の取扱いについて（厚生労働省保険局医療課：
ラズマ抗原定性（免疫クロマト法）の所定点数４回分を合算した点数を準 topics/admininfo/pdf/20
2020/6/25
R2.6.25）
用して算定する。ただし、積極的疫学調査を目的として実施した場合は算 20/200626_2.pdf
定できない。
動画「介護老人福祉施設 （特養）のためそうだったのか！感
介護老人福祉施設の介護従事者等が、新型コロナウイルス感染症の感染拡 https://www.ajha.or.jp/
染対策」について【介護保険最新情報Vol.851】
大防止に向けた基本的な所作を習得できるよう、サービスの実際に沿った topics/admininfo/pdf/20
2020/6/24
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興
感染対策のポイントについて動画を作成した旨の周知依頼
20/200625_1.pdf
課、老人保健課：R2.6.24）
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス接触確認アプリの周知について
厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COVID-19
topics/admininfo/pdf/20
2020/6/23
（厚生労働省医政局総務課：R2.6.23）
ContactConfirmingApplication）」の周知依頼
20/200625_3.pdf
介護施設等に対する布製マスクの配布について【介護保険最
https://www.ajha.or.jp/
6月下旬以降、介護施設等に対しあらためて約4,000万枚の布製マスクを配
新情報Vol.850】
2020/6/23
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興 布することについての都道府県への連絡
20/200624_2.pdf
課、老人保健課：R2.6.23）

日付

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

「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）」及び「新型コロナウイルス感染症
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症患者について、広範囲熱傷特定集中治療管理料
2020/6/23 に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その19）」の
topics/admininfo/pdf/20
を算定する病床に入院した患者も点数が3倍となる、等
一部訂正について
20/200623_1.pdf
（厚生労働省保険局医療課：R2.6.23）
「特定集中治療室管理料等を算定する病棟において、人工呼吸器管理等を
https://www.ajha.or.jp/
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
要する重症の新型コロナウイルス感染症患者については、別表１に示す点
2020/6/23 いについて（その23）
topics/admininfo/pdf/20
数を算定できる」こととされているが、ＤＰＣ対象病院の病棟において
（厚生労働省保険局医療課：R2.6.23）
20/200623_2.pdf
は、どのような取扱いなるのかなどQ&A3件
「新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム（G-MIS）」にお
新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等
ける調査に関して、迅速に必要な情報を把握することにより、効果的な新 https://www.ajha.or.jp/
の把握等に関する閲覧者の拡大について（依頼）
型コロナウイルス感染症対策として医療提供体制の整備を円滑に行ってい topics/admininfo/pdf/20
2020/6/19
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
ただくため、保健所設置市、特別区についても ID を発行し、管内の各情 20/200622_1.pdf
R2.6.19）
報を閲覧可能とすることとした。
今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整 これまでの国内感染状況等を踏まえた今後の病床等の確保の目安や医療提 https://www.ajha.or.jp/
供体制の整備の考え方などについて取りまとめ、都道府県に対して通知し topics/admininfo/pdf/20
2020/6/19 備について
たもの
（新型コロナウイルス感染症対策推進本部：R2.6.19）
20/200619_15.pdf
二次補正予算が成立したことに伴い、6月16日付で、新型コロナウイル
ス感染症対応に関する医療機関等への支援事業に係る通知・事務連絡が、 https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）につ
厚生労働省から都道府県へ発出されたことについての会員への情報提供
mail_tmp/200618/2020061
2020/6/18
いて
【送付資料一括ダウンロード】
8_0.pdf
https://www.ajha.or.jp/mail_tmp/200618/20200618_all.zip
訪問系サービス事業所の介護サービス継続に向けた支援の紹介
１．職員の確保等に向けた支援
(1)応援職員の派遣の調整や職員確保費用等に対する助成
(2)応援職員のサービス提供に係る報酬請求や謝金等の支払い
２．感染拡大の防止に関する取組のノウハウの習得に向けた支援
訪問系サービス事業所の介護サービス継続に向けた支援につ
(1)職員や利用者、家族が基本的な所作等が習得できる動画
いて【介護保険最新情報Vol.848】
https://www.ajha.or.jp/
(2)応援職員のサービス提供に係る報酬請求と謝金等の支払い
2020/6/15 （厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興
topics/admininfo/pdf/20
(3)看護師等の専門職が同行訪問する場合の介護報酬算定（訪問介護事業
課、老人保健課：R2.6.15）
20/200616_6.pdf
所）
３．感染症対策を徹底した上でのサービス提供やサービス再開への支援
(1)マスクや手袋等の購入、研修の実施などのかかり増し費用に対する助成
(2)介護サービス事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給
(3)サービス再開に向けた取組に要する費用に対する助成
など

日付

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算については、１月あたりの延
べ訪問回数が200回以上であることが算定要件の一つとなっているが、
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症による影響により、利用者の訪問サービスの利
topics/admininfo/pdf/20
用控えなどからやむを得ず延べ訪問回数が 200 回未満となった場合でも、
20/200616_5.pdf
影響を受ける前から当該加算を算定していた事業所については、引き続き
加算を算定することとしてもよい、などQ&A6件
https://www.ajha.or.jp/
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置によ
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援
2020/6/15 る休暇取得支援助成金」等の周知へのご協力について
topics/admininfo/pdf/20
助成金を創設したことの周知依頼
（厚生労働省医政局総務課：R2.6.15）
20/200616_2.pdf
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 PCR検査・抗原検査について、①療養病棟入院基本料等を算定する場合、② https://www.ajha.or.jp/
介護老人保健施設等に入所等している場合、③入院中以外において一部の topics/admininfo/pdf/20
2020/6/15 いについて（その22）
医学管理等を算定する場合に、出来高で算定可能とした。
（厚生労働省保険局医療課：R2.6.15）
20/200616_1.pdf
型コロナウイルス感染症の核酸増幅検査（PCR等）の研修につ
いて並びに臨床検査技師による新型コロナウイルス感染症の
https://www.ajha.or.jp/
診断を目的としたPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取に 日本臨床検査技師協会が行う新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査のた
topics/admininfo/pdf/20
2020/6/12
めの研修会の案内
関する研修について（周知のご案内）
20/200619_14.pdf
（一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 会長職務代行 代表
理事副会長 横地 常広：R2.6.12）
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症対応電話通訳サービスのご案内
外国人の新型コロナウイルス感染症患者を受け入れている医療機関等に対
2020/6/12 （厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応に資する電話医
topics/admininfo/pdf/20
する無料電話通訳サービスの案内
療通訳サービス事業 運営事務局：2020.6）
20/200616_3.pdf
https://www.ajha.or.jp/
疑義解釈資料の送付について（その17)
2020/6/12
新型コロナに係るPCR検査キットの保険適用の追加
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省保険局医療課：R2.6.12）
20/200615 1 pdf
https://www.ajha.or.jp/
疑義解釈資料の送付について（その16)
2020/6/11
新型コロナに係るPCR検査キットの保険適用の追加
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省保険局医療課：R2.6.11）
20/200612 1 pdf
「新型コロナウイルスへの感染を懸念した訪問看護ステーションの利用者
等からの要望等により、訪問看護が実施できなかった場合に、代わりに看
護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合について、訪問看護
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 管理療養費のみを算定できることとされているが、医療機関における訪問 https://www.ajha.or.jp/
看護・指導についてはどのような取扱いとなるか。」
2020/6/10 いについて（その21）
topics/admininfo/pdf/20
→医療機関において在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看 20/200611_2.pdf
（厚生労働省保険局医療課：R2.6.10）
護・指導料を算定している患者については、訪問看護・指導体制充実加算
のみを算定可能とする。
など医科Q&A3件、歯科Q&A4件
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員
基準等の臨時的な取扱いについて（第13 報）【介護保険最新
2020/6/15 情報Vol.847】
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興
課、老人保健課：R2.6.15）

給付金の受給を希望する高齢者が、申請書が届いたことに気が付かないと
特別定額給付金事業における高齢者への配慮に関する協力依
いうことや、申請手続を行うことができずに申請を断念するということが https://www.ajha.or.jp/
頼について【介護保険最新情報Vol.844】
おこらないよう、自治体関係者や地域包括支援センター職員、民生委員、 topics/admininfo/pdf/20
2020/6/10
（厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援
介護支援専門員、介護職員、施設職員等の関係者・関係団体で連携し、積 20/200611_3.pdf
課、振興課、老人保健課：R2.6.10）
極的な情報提供と申請手続に向けた支援を行うことへの協力依頼

日付

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

○新型コロナウイルス抗原診断キットの供給先ごとの優先順位等を定めた
５月事務連絡を廃止することに伴い、当該キットの供給を希望する行政検
新型コロナウイルス抗原検出用キットの供給に関する調整等
査の委託契約を締結している（あるいは締結を予定している）医療機関等 https://www.ajha.or.jp/
について（その２）
は、当該キットにかかる各地域の販売代理店等に連絡すること。
2020/6/8
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
○当該キットを用いた抗原検査については、引き続き、新型コロナウイル 20/200609_1.pdf
R2.6.8）
ス感染症に係る行政検査として行うこととなるため、都道府県等と検査を
実施する医療機関との間で委託契約を締結する等の必要がある。
新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム
（HER-SYS）を活用した感染症発生動向調査に関する周知につ
2020/6/3 いて（協力依頼）
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
R2.6.3）

HER-SYSの導入により、
・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に基づく医師
https://www.ajha.or.jp/
の発生届
topics/admininfo/pdf/20
・新型コロナウイルス感染者等の健康状態の保健所等への報告
20/200604_4.pdf
等に係る情報の入力および送信を医療機関のパソコン、タブレット等の端
末から行うことが可能となる旨の周知依頼

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・特例的な取扱いにおける自宅
2020/6/2 療養中の患者への医療機関における薬剤の配送方法に係る留 自宅療養中の患者等に対する薬剤の配送についての留意事項
意事項について
（厚生労働省医政局総務課：R2.6.2）
2020/6/2

検査料の点数の取扱いについて
（厚生労働省保険局医療課：R2.6.2)

2020/6/2

疑義解釈資料の送付について（その15）
（厚生労働省保険局医療課：R2.6.2）

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員
基準等の臨時的な取扱いについて（第12報）【介護保険最新
2020/6/1 情報Vol.842】
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興
課、老人保健課：R2.6.1）
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各
学校、養成所及び養成施設等の対応について（周知）
2020/6/1
（厚生労働省医政局地域医療計画課、医事課、歯科保健課、
看護課：R2.6.1）

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
2020/6/1 いについて（その20）
（厚生労働省保険局医療課：R2.6.1）

唾液からの検体を用いて実施した場合も検査料の算定可能となる
これまで保険適用となっていた喀痰、気道吸引液、肺胞洗浄液、咽頭
拭い液、鼻腔吸引液、及び鼻腔拭い液に加え、唾液からの検体を用いて
実施した場合も保険適用となる。などQ&A9件
通所系サービス事業所（通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型
通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護。）
が提供するサービスのうち、一定のルールに基づき算出された回数につい
て、提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分の２区分上位の報酬
区分を算定する取扱いを可能とすることなど。
緊急事態宣言が５月 14 日以降順次解除され、学校養成所等でも授業等を
再開される動きがあることを踏まえ、引き続き慎重な対応を図っていくこ
とが必要との観点から、学校養成所等における実習等の弾力的な運用の趣
旨を改めて通知したもの
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、再診料の・注４から注７までに規定する加算（乳幼児加
算・時間外加算・休日加算・深夜加算・夜間早期加算など）又は注11に規
定する加算（明細書発行体制等加算）についてはそれぞれの要件を満たせ
ば算定可能であり、この取扱いは、令和２年２月28日から適用。
などのQ&A3件

https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200603_4.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200603_3.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200603_2.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200602_3.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200602_2.pdf

https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200602_1.pdf

日付

2020/5/29

2020/5/29

2020/5/29

2020/5/29

2020/5/29

通知、事務連絡の名称
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言
対象地域における生活習慣病予防健診等を一時中止とする取
扱いの中止について
（全国健康保険協会：R2.5.29）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの
場等の取組を実施するための留意事項について【介護保険最
新情報Vol.841】
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、振興課、老人保健
課：Ｒ2.5.29）
動画「訪問サービスを受ける方のためのそうだったのか！感
染対策」及び その周知のためのリーフレットについて【介
護保険最新情報Vol.840】
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、振興課、老人保健
課：R2.5.29）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施す
る介護予防・見守り等の取組例について【介護保険最新情報
Vol.839】
（厚生労働省老健局介護保険計画課、振興課、老人保健課：
R2.5.29）
新型コロナウイルス感染症に対応したへき地に係る医療提供
体制について
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：Ｒ
2.5.29）
新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム
（HER-SYS）を活用した感染症発生動向調査について
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
R2.5.29）

概要

通知等の掲載URL

https://www.ajha.or.jp/
協会けんぽにおいて、緊急事態宣言対象地域における生活習慣病予防健診
hms/tokuteikenshin/pdf/
等を一時中止とした取扱いは5月31日で終了する。
200601_11.pdf
「新しい生活様式」の定着等を前提として一定の移行期間を設け、外出の
自粛や施設の使用制限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レ https://www.ajha.or.jp/
ベルを引き上げることとされたことを踏まえて、新型コロナウイルス感染 topics/admininfo/pdf/20
症の感染拡大防止に配慮して通いの場や認知症カフェ等の取組を実施する 20/200601_8.pdf
ために参考となる留意事項を整理したもの
要介護者やその家族が感染リスクを恐れて、訪問サービスの利用を控える
https://www.ajha.or.jp/
場合があることを踏まえ、安心してサービスを受けられるよう、要介護者
topics/admininfo/pdf/20
が訪問サービスを受ける際の感染対策ポイントについてまとめた動画、及
20/200601_6.pdf
びリーフレットの紹介
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予
https://www.ajha.or.jp/
防・見守り等の取組例について、自治体から提供いただいた内容を整理し topics/admininfo/pdf/20
たもの
20/200601_5.pdf
新型コロナウイルス感染症におけるへき地に係る対応について配慮が必要 https://www.ajha.or.jp/
と考えられる事項及びそれに関連する新型コロナウイルス感染症緊急包括 topics/admininfo/pdf/20
支援交付金についてまとめたもの
20/200601_7.pdf

新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム「HERSYS」によ
り、発生届の内容等の関係情報の入力を行うこととしたことに係る留意事
2020/5/29
項通知。なお、今後の統計情報の集計等については、HER-SYS に入
力された情報に基づいて行うことを基本とする。
新型コロナウイルス感染症と診断された者に関する情報等について、退院
するまでの間、Excelファイルによる情報提供を依頼していたが、HER-SYS
感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について
2020/5/29
の運用を開始することに伴い、令和２年５月29日以降は、同システムへの
（厚生労働省健康局結核感染症課長：R2.5.29）
入力をもって当該情報提供を行ったものとして取り扱う。
「新型コロナウイルス 2019-nCoV 核酸検査キット（蛍光 PCR 法）」（中
疑義解釈資料の送付について（その14)
山大学達安基因株式有限会社）及び「GoTaq® Probe 1-Step RT-qPCR
2020/5/29
（厚生労働省保険局医療課：R2.5.29）
System」（プロメガ株式会社）は保険適用となる旨のQ&A。
(その２）からの主な変更点
医療従事者の個人防護具（PPE）の医療機関等への配布につい ・PPEを都道府県へ配布する際の送量は、今後、各都道府県における 新型
コロナウイルス感染症の患者数（今後感染が再燃した場合の見込み数を含
て（その３）
2020/5/29
む。）、医療従事者数等を勘案して決定する。
（厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）：
・厚生労働省・内閣官房IT室によるWEB調査（G-MIS）の結果を活用し、医
R2.5.29）
療機関と十分に意思疎通を図るように都道府県へ依頼。

https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200601_3.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200601_2.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200601_1.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200529_9.pdf

日付

通知、事務連絡の名称

医療機関向けマスクの医療機関等への配布について（その
３）
2020/5/29
（厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）：
R2.5.29）

概要

通知等の掲載URL

(その２）からの主な変更点
・サージカルマスクを都道府県へ配布する際の送量は、今後、各都道府県
https://www.ajha.or.jp/
における 新型コロナウイルス感染症の患者数（今後感染が再燃した場合
topics/admininfo/pdf/20
の見込み数を含む。）、医療従事者数等を勘案して決定する。
20/200529_8.pdf
・厚生労働省・内閣官房IT室によるWEB調査（G-MIS）の結果を活用し、医
療機関と十分に意思疎通を図るように都道府県へ依頼。

20205/27

今般の新型コロナウイルス感染症への対応により資金調達が困難となった
保険医療機関等について、福祉医療機構等による融資が実施されるまでの
https://www.ajha.or.jp/
令和２年５月診療分の診療報酬等の概算前払の実施について 間の資金繰りを支援するため、本来令和２年７月に支払われることとされ
topics/admininfo/pdf/20
ている令和２年５月診療分の診療報酬等の一部を６月に受け取ることを希
（厚生労働省保険局医療課：R2.5.27）
20/200527_4.pdf
望する保険医療機関等に対して、当該診療報酬等の概算前払を実施する。
６月５日（金）までに支払基金・国保連合会へ申請が必要。

20205/27

厚生労働省に開設するWebサイト「医療のお仕事 Key-Net」
等を通じて行う医療人材等の緊急的な確保を促進するための
取組（緊急医療人材等確保促進プラン）の実施に向けた準備
について
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部：R2.5.27）

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自
宅療養における公費負担医療の提供に係る費用の請求に関す
20205/27 る訪問看護療養費明細書の「公費負担者番号欄」の記載の取
扱いについて
（厚生労働省保険局医療課：R2.5.27）
健康診査実施機関 における新型コロナウイルス感染症対策に
2020/5/26 ついて（情報提供）
（厚生労働省各局連名事務連絡：R2.5.26）

新型コロナウイルスに係る緊急医療人材等確保促進プランにより、全国の
医療機関、保健所等において確保が必要な医療人材等の募集の情報を国が
把握し、全国規模の職能団体等の医療関連団体、ハローワーク、都道府県 https://www.ajha.or.jp/
に設置されたナースセンター、民間職業紹介事業者等を通じて求職者に提 topics/admininfo/pdf/20
供した上で、厚生労働省に新たに開設する 「医療のお仕事 Key-Net」や 20/200528_3.pdf
都道府県等において当該募集情報と求職者のマッチングを行う仕組みを開
始することの紹介など
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養におけ https://www.ajha.or.jp/
る公費負担医療の提供に係る費用請求に関する訪問看護療養費明細書にお topics/admininfo/pdf/20
ける「公費負担者番号欄」記載方法
20/200528_2.pdf

https://www.ajha.or.jp/
当協会を含め日本人間ドック学会など健診関係団体でまとめた「健康診断
hms/medicalcheckup/pdf/
実施時における新型コロナウイルス感染症対策について」の周知依頼
200528_7.pdf
緊急事態宣言が解除されたことを踏まえた、各種健診等の対応について
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏ま は、各自治体において、地域における感染の状況や感染拡大防止策の対応 https://www.ajha.or.jp/
2020/5/26 えた各種健診等における対応について（厚生労働省各局連名 状況等を踏まえて、実施方法や実施時期等を判断し、関係者や実施機関等 hms/medicalcheckup/pdf/
と適宜相談の上で実施すること。
通知：R2.5.26）
200528_6.pdf
などの留意事項の通知
帰国者・接触者外来等において新型コロナウイルスへの感染
帰国者・接触者外来等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる
https://www.ajha.or.jp/
が疑われる患者に処方箋を交付する場合の留意事項について
患者に処方箋を交付する際には、患者の同意を得たうえで患者が希望する topics/admininfo/pdf/20
2020/5/26
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医政
薬局にあらかじめ情報提供を行うこと、など
20/200528_4.pdf
局地域医療計画課、医薬・生活衛生局総務課：R2.5.26）
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第
https://www.ajha.or.jp/
12条第１項及び第14条第２項に基づく届出の基準等における
新型コロナウイルス感染症の流行地域（海外）の指定状況
2020/5/26
topics/admininfo/pdf/20
新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について
20/200527_1.pdf
（厚生労働省健康局結核感染症課：R2.5.26）

日付

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

●重症の新型コロナウイルス感染症患者について、特定集中治療室管理料
等を算定する病棟に入院している場合の評価を３倍に引き上げる。
●中等症の新型コロナウイルス感染症患者について、救急医療管理加算の
https://www.ajha.or.jp/
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 ３倍相当（2,850点）の加算を算定できることとする。
● 中等症患者のうち、継続的な診療が必要な場合には、救急医療管理加算 topics/admininfo/pdf/20
2020/5/26 いについて（その19）
の３倍相当の加算について、15日目以降も算定できることとする。
（厚生労働省保険局医療課：R2.5.26）
20/200526_2.pdf
●新型コロナウイルス感染症から回復した患者について、転院を受け入れ
た医療機関への評価を設ける。
など
新型コロナウイルス感染症による影響により、利用者からの要望内容が多
岐に渡るケースの増加や、通所系サービス事業所の休業又は利用者の通所
https://www.ajha.or.jp/
系サービス等の利用控えなどから、訪問の頻度を増やす必要があることを
topics/admininfo/pdf/20
理由に、サービスとサービスとの間隔がおおむね２時間未満となる場合、
20/200526_1.pdf
それぞれの所要時間を合算せず、報酬を算定する取扱いを可能とする。
など8つのQ&A
https://www.ajha.or.jp/
救急蘇生法の指針2015（市民用）の追補の周知について（依
新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法につい
2020/5/22 頼）
topics/admininfo/pdf/20
ての指針の周知依頼
（厚生年金医政局地域医療計画課長：R2.5.22）
20/200525_3.pdf
ＤＰＣ対象病院において、新型コロナウイルス核酸検出及び新型コロナウ
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 イルス抗原検出を実施した場合にあっては、別途、新型コロナウイルス核 https://www.ajha.or.jp/
酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びに新型コロナ topics/admininfo/pdf/20
2020/5/22 いについて（その18）
ウイルス抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定で 20/200525_2.pdf
（厚生労働省保険局医療課：R2.5.22）
きること、など
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員
基準等の臨時的な取扱いについて（第11報）【介護保険最新
2020/5/25 情報Vol.836】
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興
課、老人保健課：Ｒ2.5.25）

1.DPC対象病院及び特定機能病院は行政検査の費用を請求する場合における
診療報酬明細書を、別途書面により請求することとされているため、行政
検査を実施した診療月においては、①PCR検査料及び微生物学的検査判断料
並びに抗原検査料及び疫学的検査判断料が含まれない診療報酬明細書、に
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における診療報酬 加えて、②PCR検査料及び微生物学的検査判断料並びに抗原検査料及び疫学 https://www.ajha.or.jp/
的検査判断料のみが記載された明細書の２種類の診療報酬明細書が提出さ topics/admininfo/pdf/20
2020/5/22 の請求等に関する取扱い及び留意点について
れる。
（厚生労働省保険局医療課：R2.5.22）
20/200525_1.pdf
2.令和２年３月診療分のPCR検査のうち、令和２年５月22日時点で未請求
であり、同日以降に３月４日課長通知に基づいて診療報酬及び公費の請求
が行われるものについては、「PCR検査に係る自己負担相当額に対する給
付」に該当する.
2020/5/22

疑義解釈資料の送付について（その13)
（厚生労働省保険局医療課：R2.5.21）

SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出を実施する際に用いるものと https://www.ajha.or.jp/
して、令和２年５月21日付けで薬事承認された「MEBRIGHT SARS-CoV-2
topics/admininfo/pdf/20
キット」(株式会社医学生物学研究所）は、５月21日より保険適用となる。 20/200522_1.pdf

日付

通知、事務連絡の名称

概要

新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響により特定Ｂ型肝炎ウ
特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措
イルス感染者給付金等の支給に関する医師の診断書を提出できないとき
2020/5/21 置法施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行について
は、診断書を添付することなく、追加給付金の支給を請求することができ
（厚生労働省健康局長：R2.5.21）
ること、など
「医療機関向けマスクの医療機関等への配布について」等に
関する質疑応答集（Q&A）について（その５）
医療機関へのマスクの配布に関するQ&Aの改訂版
2020/5/19
（厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）：
R2.5.19）
「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第
新型コロナウイルス感染症診療の手引き改訂のポイントの紹介並びに「新
2版」の周知について
型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第２版」についての
2020/5/18
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
周知依頼
R2.5.18）

通知等の掲載URL
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200521_6.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200520_1.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200519_1.pdf

https://www.ajha.or.jp/
SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出については、無症状の患者に
topics/admininfo/pdf/20
対して、医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる。
20/200518_2.pdf
https://www.ajha.or.jp/
職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康
職場における感染拡大を予防する新しい生活様式の定着に向けた取組の周
2020/5/15 管理の強化について
topics/admininfo/pdf/20
知依頼等
（厚生労働省医政局地域医療計画課：R2.5.15）
20/200518_5.pdf
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第
https://www.ajha.or.jp/
12条第１項及び第14条第２項に基づく届出の基準等における
新型コロナウイルス感染症の流行地域（海外）の指定状況
2020/5/15
topics/admininfo/pdf/20
新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について
20/200518_6.pdf
（厚生労働省健康局結核感染症課：R2.5.15）
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及
新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関す
2020/5/15 び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行につ
topics/admininfo/pdf/20
る法律施行規則の特例措置に関すること
いて(周知依頼)（R2.5.15）
20/200518_3.pdf
高齢者施設等では、新型コロナウイルスの感染経路の遮断という観点か
高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について
ら、緊急やむを得ない場合を除き、面会制限中であるが、こうした事態下 https://www.ajha.or.jp/
【介護保険最新情報Vol.834】
においては、利用者の方とそのご家族等との間で、ご家庭にいながらオン topics/admininfo/pdf/20
2020/5/15
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興
ライン面会（テレビ電話システムや Web アプリのビデオ通話機能等のイン 20/200515_3.pdf
課、老人保健課：Ｒ2.5.15）
ターネットを利用する面会）を行っていただくことが望ましい。
2020/5/15

疑義解釈資料の送付について（その12）
（厚生労働省保険局医療課：R2.5.15）

新型コロナウイルス感染症の労災保険給付に係る協力要請に
2020/5/14 ついて
医療従事者が感染した場合の労災保険給付の請求勧奨のお願いなど
（厚生労働省労働基準局長：Ｒ2.5.14）

https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200518_4.pdf

医療従事者の個人防護具（PPE）の医療機関等への配布 につ
医療従事者の個人防護具（PPE。N95・KN95 マスク等、アイソレーション https://www.ajha.or.jp/
いて
ガウン、フェイスシールド等）の医療機関等への配布の仕組みについて整 topics/admininfo/pdf/20
2020/5/14
（厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）：Ｒ
理したもの
20/200515_7.pdf
2.5.14）

日付

通知、事務連絡の名称

医療機関向けマスクの医療機関等への配布について（その
２）
2020/5/14
（厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）：Ｒ
2.5.14）

概要

通知等の掲載URL

https://www.ajha.or.jp/
医療機関向けマスクの医療機関等への優先配布の仕組みについて改めて整
topics/admininfo/pdf/20
理したもの
20/200515_6.pdf

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金を支給
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 することとなった市町村国保、国民健康保険組合又は後期高齢者医療広域 https://www.ajha.or.jp/
連合の被保険者等が、当該傷病手当金の支給のために必要な意見書の交付 topics/admininfo/pdf/20
2020/5/14 いについて（その17）
を求めた場合、B012傷病手当金意見書交付料を算定することとなる旨の
（厚生労働省保険局医療課：R2.5.14）
20/200515_2.pdf
Q&A
新型コロナウイルス感染症の影響による臨床研修病院で行う 新型コロナウイルス感染症の影響により、臨床研修病院において、地域医 https://www.ajha.or.jp/
療研修をはじめとする必修診療科等について実施が困難な場合の取扱い方 topics/admininfo/pdf/20
2020/5/13 必修診療科等の取扱いについて
法など
（厚生労働省医政局医事課：R2.5.13）
20/200514_7.pdf
指定感染症の届出基準について、
①検査方法に「迅速診断キットによる病原体の抗原の検出」及び検査材料
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第 に「鼻咽頭拭い液」を追加。
https://www.ajha.or.jp/
12条第１項及び第14条第２項に基づく届出の基準等について ②分離・同定による病原体の検出及び検体から直接の核酸増幅法による病
2020/5/13
topics/admininfo/pdf/20
（一部改正）
原体の遺伝子の検出の検査材料について、現時点における知見を踏まえ、 20/200514_6.pdf
（厚生労働省健康局結核感染症課長：R2.5.13）
病原体や病原体の遺伝子の検出頻度の高い検体を明記した。
など
行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府
県医師会・群市区医師会等への運営委託等について（その
2020/5/13 ２）
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
R2.5.13）
地域外来・検査センターの運営に係る医療法上の臨時的な取
2020/5/13 扱いについて
（厚生労働省医政局総務課：R2.5.13）

検査方法に「迅速診断キットによる病原体の抗原の検出」及び検査材料に https://www.ajha.or.jp/
「鼻咽頭拭い液」を追加したことによる保健所への報告様式の変更につい topics/admininfo/pdf/20
て
20/200514_5.pdf

地域外来・検査センターについては、常時連絡を取れる体制を確保する
等、その責務を確実に果たすことができるようにする場合には、常勤する
医師でなくとも管理者となることができる。など
感染症指定医療機関等が実施した抗原検査料（「SARS-CoV-2（新型コロナ
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う
ウイルス）抗原検出」）及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料
2020/5/13 費用の請求に 関する診療報酬明細書の記載等について
（初再診料などは含まない。）に係る自己負担分に係る診療報酬明細書の
（厚生労働省保険局医療課：R2.5.13）
記載方法等について
新型コロナウイルス感染症に係る抗原検査の保険適用について、SARSCoV-2の検出（COVID-19の診断又は診断の補助）を目的として薬事承認若
検査料の点数の取扱いについて
2020/5/13
しくは認証を得ている方法で検査を実施した場合、「マイコプラズマ抗原
（厚生労働省保険局医療課：R2.5.13）
定性（免疫クロマト法）」の４回分 ６００点を準用して算定する。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う当面の適合性書面調
査及びGCP実地調査の実施要領に関する取扱いについて
2020/5/12
（厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、医療機器
審査管理課：Ｒ2.5.12）

https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200514_4.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200514_2.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200513_5.pdf

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、治験依頼者等及び治験実施医
https://www.ajha.or.jp/
療機関に対するGCP実地調査が困難となっている状況に鑑み、当面の問、適
topics/admininfo/pdf/20
合性書面調査及びGCP実地調査について延期やオンラインによる実施を行う
20/200515_1.pdf
ことなど

日付

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

地域の状況に応じて多種多様な物品ニーズが発生していく可能性を想定
し、企業からの協力の申し出の一覧（別紙１）について医療機関等に対し
提供する。新たな物資の提供や製造委託等について希望する場合は一覧に https://www.ajha.or.jp/
医療物資増産に向けた御協力情報について
topics/admininfo/pdf/20
2020/5/12 （経済産業省製造産業局医療物資増産支援チーム、厚生労働 記載された企業と個別に相談。
（別紙１：御協力の申し出をいただいた企業に関する情報）
省医政局経済課：R2.5.12）
20/200513_1.pdf
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/xls/2020/xlsx.php?filename
=200513_1.xlsx
新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の
改訂について【介護保険最新情報Vol.832】
5/8に改訂された「相談・受診の目安について」の周知依頼
2020/5/11
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興
課、老人保健課：R2.5.11）

https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200512_2.pdf

2020/5/11 新型コロナウイルスの廃棄物について（環境省）

https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200511_8.pdf

新型コロナウイルスの廃棄物の処理方法に関するポスター

適切な感染対策がとられている医療機関であれば、医療機関の規模や外
来・入院にかかわらず、診療所や病床数が少ない病院、帰国者・接触者外
来となる予定がない病院なども含め、新型コロナウイルスに係る行政検査
新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取
を行う医療機関として認められる。
扱いのうち、「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医
https://www.ajha.or.jp/
都道府県等にあっては、このような適切な感染対策が取られている医療機
2020/5/10 療機関として都道府県等が認めた医療機関」について
topics/admininfo/pdf/20
関に対し、事前に準備する観点から、新型コロナウイルスに係る行政検査
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
20/200514_3.pdf
の実施を依頼する可能性がある医療機関とあらかじめ契約を締結するなど
R2.5.10）
により検査体制を適切に確保するほか、申し出があった場合には適切な感
染管理が取られていることを確認の上、速やかに契約等の手続きを行うよ
うお願いする。
新型コロナウイルス感染の拡大に対応する医療人材の確保の
新型コロナウイルス感染の拡大に対応する、地域における医療人材の確保 https://www.ajha.or.jp/
考え方及び関係する支援メニューについて
に関する考え方及び、都道府県において対策を進めていただく際に活用可 topics/admininfo/pdf/20
2020/5/8
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
能な令和２年度補正予算の内容等
20/200511_7.pdf
R2.5.8）

2020/5/8

日本医師会 COVID-19有識者会議
（日本医師会 COVID-19有識者会議ホームページ）

日本医師会 COVID-19有識者会議ホームページの紹介

https://www.covid19jma-medical-expertmeeting.jp/

新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安につ
新型コロナウイルス感染症専門家会議の議論を踏まえた、一般の方々
https://www.ajha.or.jp/
いて
に向けた「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改 topics/admininfo/pdf/20
2020/5/8
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
訂版
20/200511_6.pdf
R2.5.8）

日付

通知、事務連絡の名称

概要

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の紹介
●国税に関する措置（国税庁ホームページ）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inde
緊急経済対策における税制上の措置等に関する周知について
x.htm
2020/5/8
（厚生労働省医政局地域医療計画課：R2.5.8）
●地方税に関する措置（総務省ホームページ）
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.htm
l
新型コロナウイルス感染症等の影響により、厚生年金保険料等を一時に納
緊急経済対策における厚生年金保険料等の猶予制度に関する
付することが困難な場合に納付を猶予する制度の紹介
2020/5/8 周知について
（厚生労働省ホームページ）
（厚生労働省医政局地域医療計画課：R2.5.8）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html
動画「訪問介護職員のためのそうだったのか！感染対策」に
訪問介護事業所等の職員が居宅を訪問してサービスを提供する際に留意す
ついて（その２）【介護保険最新情報Vol.830】
べき感染防止策について、具体的な場面を想定し分かりやすした動画の紹
2020/5/7
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、振興課、老人保健
介の第2弾
課：Ｒ2.5.7）
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
設における医療の提供等に当たっての留意事項について（そ 臨時の医療施設における医療の提供等に当たっての留意事項（臨時の医療
施設の体制、臨時の医療施設における医療の提供に要する都道府県の費用
2020/5/6 の２）
など）
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
R2.5.6)
レムデシビルが薬事承認された場合において、国内や各医療機関における
新型コロナウイルス感染症対策における重症患者に対するレ
必要量その他必要な事項等をWEB調査により把握するため、当協会会員病院
2020/5/4 ムデシビルの必要量等の把握について（依頼）（厚生労働省
による入力及び随時更新が遺漏なく行われるよう周知して欲しい旨の協力
新型コロナウイルス感染症対策推進本部：Ｒ2.5.4）
依頼
介護老人保健施設等における感染拡大防止のため留意点につ
介護老人保健施設及び介護医療院における感染拡大防止のための留意事項
2020/5/4 いて【介護保険最新情報Vol.828】（厚生労働省老健局老人保
について
健課：R2.5.4）
「介護老人保健施設等における感染拡大防止のため留意点に
ついて」（令和2年5月4日付事務連絡）に関するＱ＆Ａついて
上記留意事項に係るQ&A
2020/5/4
【介護保険最新情報Vol.829】（厚生労働省老健局老人保健
課：R2.5.4）
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 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
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＆ 診療等の時限的・特例的な取扱いについてのＱ＆Ａを以下のHP上に掲載し
たことの周知依頼
2020/5/1 Ａについて
＜URL＞
（厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課：
https://www.mhlw.go.jp/content/000627376.pdf
R2.5.1）
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求（５ 本年４月サービス提供分（５月提出分）及び５月サービス提供分（６月提
出分）に係る請求明細書の国保連への提出期限について、新型コロナウイ
月提出分及び６月提出分）の取扱いについて（依頼）
2020/5/1
ルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合については、通常の
（厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援
請求期日（サービス提供の翌月 10 日）後に請求することが可能。
課、振興課、老人保健課：R2.5.1）

通知等の掲載URL

https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200511_2.pdf

https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200511_1.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200508_1.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200507_16.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200507_15.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200507_12.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200507_13.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200507_17.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200507_14.pdf

日付

2020/5/1

2020/5/1

2020/5/1

2020/5/1

2020/4/30

通知、事務連絡の名称
動画「訪問介護職員のためのそうだったのか！感染対策」に
ついて【介護保険最新情報Vol.827】
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、振興課、老人保健
課：Ｒ2.5.1）
医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた体
制整備及び発生時の初期対応について
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：Ｒ
2.5.1）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正す
る省令の施行及び新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の
円滑な処理等について(周知依頼)
（環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課：Ｒ2.5.1）
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
設の診療報酬上の取扱い等について（厚生労働省保険局医療
課：Ｒ2.5.1）
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の実施に当たっ
ての取扱いについて（厚生労働省医政局医療経理室、健康局
結核感染症課：R2.4.30）

2020/4/30

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の実施について
（厚生労働省医政局長、健康局長：R2.4.30）

2020/4/30

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の目安
（厚生労働省医政局総務課、健康局総務課：R2.4.30）

令和２年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の
2020/4/30 交付について
（厚生労働省事務次官：R2.4.30）
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自
宅療養における公費負担医療の提供に係る費用の請求に関す
2020/4/30
る診療報酬明細書の記載等について
（厚生労働省保険局医療課：R2.4.30）

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
2020/4/30 いについて（その16）
(厚生労働省保険局医療課：Ｒ2.4.30)

概要

通知等の掲載URL

訪問介護事業所等の職員が居宅を訪問してサービスを提供する際に留意す https://www.ajha.or.jp/
べき感染防止策について、具体的な場面を想定し分かりやすした動画の紹 topics/admininfo/pdf/20
介
20/200507_11.pdf
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応と
topics/admininfo/pdf/20
して医療機関が行うことが推奨される事項をリスト化して紹介
20/200507_10.pdf
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた廃棄物の処理に係る特例措
topics/admininfo/pdf/20
置等
20/200507_9.pdf
https://www.ajha.or.jp/
臨時の医療施設の保険診療上の取扱い（初診料、入院料等）及びホテル等
topics/admininfo/pdf/20
の宿泊施設を臨時の医療施設とする場合の最低限の基準などのQ&A
20/200507_8.pdf
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の補助の対象となる上限額等
topics/admininfo/pdf/20
の事務連絡
20/200507_7.pdf
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の実施要綱
topics/admininfo/pdf/20
20/200507_6.pdf
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金について、都道府県ごとの
topics/admininfo/pdf/20
推計患者数によって按分した場合の都道府県ごとの配分額の目安の提示
20/200507_5.pdf
https://www.ajha.or.jp/
令和２年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付要綱
topics/admininfo/pdf/20
20/200507_4.pdf
令和２年４月１日以降に、軽症者等が宿泊療養中又は自宅療養中に医療機
関等を受診（往診、訪問診療等による受診を含む。）した新型コロナウイ
https://www.ajha.or.jp/
ルス感染症に係る医療のうち、保険給付後のなお残る自己負担に相当する
topics/admininfo/pdf/20
金額について、令和２年５月診療分から、その審査及び支払事務を社会保
20/200501_4.pdf
険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に委託することが可能と
されたことに伴う診療報酬明細書等の記載方法等について
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に対し、患者側の希望
で、訪問服薬指導をすることができない場合、電話等により必要な薬学的 https://www.ajha.or.jp/
管理指導を行い、薬剤服用歴管理指導料を算定する際に処方箋受付が「０ topics/admininfo/pdf/20
回」の扱いになる場合の請求方法について、診療報酬明細書の「適用欄」 20/200501_3.pdf
に理由を記載することの事務連絡

日付

2020/4/30

2020/4/28

2020/4/28

2020/4/28

2020/4/27

2020/4/27

通知、事務連絡の名称
新型コロナウイルス感染症における重症患者数等の情報提供
について（依頼）
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：Ｒ
2.4.30）
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業・小
規模事業者等への各種支援制度の周知依頼について
（中小企業庁長官：Ｒ2.4.28）
リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事
業所のサービス継続支援について」【介護保険最新情報
Vol.825】
（厚生労働省老健局、総務課認知症施策推進室、振興課：
R2.4.28）
新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な
場合における国税の取扱いに関する周知広報について
（厚生労働省医政局地域医療計画課：Ｒ2.4.28）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する情報サイト
と相談窓口開設について
（一般社団法人日本集中治療医学会：R2.4.27）
新型コロナウイルス感染症に対するファビピラビルに係る観
察研究の概要及び同研究に使用するための医薬品の提供に関
する周知依頼について
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
R2.4.27）

「社会福祉施設における衛生管理について（平成９年３月31
日付け社援施第65号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課
長・ 社会・援護局施設人材課長・老人保健福祉局老人福祉
計画課長・児童家庭局企画 課長連名通知）」等に関するＱ
＆Ａについて
2020/4/27
（厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室、保育
課、家庭福祉課、母子保健課、社会・援護局保護課、福祉基
盤課、障害保健福祉部企画課、障害保健福祉部障害福祉課、
老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老
人保健課：R2.4.27）

概要

国が実施中のWEB調査への随時更新に係る協力依頼

通知等の掲載URL
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200501_2.pdf

https://www.ajha.or.jp/
緊急経済対策による中小企業等への各種支援制度、補助金拡充などについ
topics/admininfo/pdf/20
ての周知依頼
20/200430_3.pdf
https://www.ajha.or.jp/
通所介護事業所において活用が可能な人員基準上及び介護報酬上の特例に
topics/admininfo/pdf/20
関する周知のためのリーフレット
20/200430_1.pdf
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における
topics/admininfo/pdf/20
国税の取扱いに関する周知広報依頼
20/200428_6.pdf
https://www.ajha.or.jp/
日本集中治療医学会からの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関す
topics/admininfo/pdf/20
る情報サイトと相談窓口開設に係る周知依頼
20/200511_10.pdf
コロナウイルス感染症に対するアビガンの使用については、医療機関が研
究班による観察研究に参加し、患者本人の同意があり、医師の判断によっ https://www.ajha.or.jp/
て使用が必要となった場合に限り可能となっているため、アビガンを利用 topics/admininfo/pdf/20
するためには、本研究班に参加していただく必要があること、研究班への 20/200428_4.pdf
参加要件など
社会福祉施設における給食の原材料の納入に関しては、衛生管理通知で引
用するマニュアルにおいて、「缶詰、乾物、調味料等常温保存可能なもの
を除き、食肉類、魚介類、野菜類等の生鮮食品については１回で使い切る
量を調理当日に仕入れるようにすること」とされている。この点につい
https://www.ajha.or.jp/
て、新型コロナウイルス感染症対策の影響で生鮮食品を当日に仕入れる体 topics/admininfo/pdf/20
制の確保が難しい場合には、保存や調理に関して引き続きマニュアルに基 20/200428_3.pdf
づく衛生管理に努めるよう留意した上で、当日ではなく前日に仕入れるな
ど柔軟な対応をとることとして差し支えない。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについ 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中での要介護認定の取扱
いについて再整理。新規申請、面会が困難な場合の有効期間の取扱いな
2020/4/27 て
ど。
（厚生労働省老健局老人保健課：Ｒ2.4.27）
初診からの電話や情報通信機器を用いた診療、継続的な管理を行っている
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
患者に対する電話や情報通信機器を用いた診療、などについて、3月5日事
2020/4/27 いについて（その15）
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
（厚生労働省保険局医療課：Ｒ2.4.27）
ついて（その４）」は廃止し、本事務連絡に代える旨の通知

https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200428_2.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200428_1.pdf

日付

通知、事務連絡の名称

５月の連休時に向けた医療提供体制の確保に関する対応につ
いて
2020/4/25 （厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医政
局地域計画課、医政局経済課、医薬・生活衛生局総務課：
R2.4.25）
介護サービス事業所によるサービス継続について【介護保険
最新情報Vol.824】
2020/4/24
（厚生労働省老健局、認知症施策推進室、高齢者支援課、振
興課、老人保健課：R2.4.24）

概要

通知等の掲載URL

連休時における、新型コロナウイルス感染症に対応する帰国者・接触者外
https://www.ajha.or.jp/
来や入院受入れ医療機関及び通常の医療提供体制について、十分な医療提
topics/admininfo/pdf/20
供体制を整備できるよう、地域の医療機関や医師会等と事前に調整を行う
20/200427_2.pdf
こと。など

介護サービス事業所におけるサービス継続のための留意点等

https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200427_10.pdf

○訪問看護ステーションの利用者等から、新型コロナウイルス感染症に対
する不安等により訪問を控えるよう要請された場合に、看護職員が電話等
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員 で病状確認や療養指導等を行うことで、訪問看護費の算定は可能か。
基準等臨時的な取扱いについて（第10報）【介護保険最新情 →利用者等の同意を前提として、当該月に看護職員による居宅を訪問して https://www.ajha.or.jp/
の訪問看護を１日以上提供した実績があり、主治医への状況報告と指示の topics/admininfo/pdf/20
2020/4/24 報Vol.823】
（厚生労働省老健局、認知症施策推進室、高齢者支援課、振 確認を行った上で、看護職員が電話等により本人の病状確認や療養指導等 20/200427_9.pdf
を実施した場合には、20 分未満の訪問看護費を週１回に限り算定
興課、老人保健課：R2.4.24）
可能
上記の他Q&A2件
「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点につ
いて（令和２年３月６日付事務連絡）」及び「社会福祉施設
等における感染拡大防止のための留意点について（その２）
2020/4/24 （令和２年４月７日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａ（その
２）について【介護保険最新情報Vol.822】
（厚生労働省老健局、認知症施策推進室、高齢者支援課、振
興課、老人保健課：R2.4.24）
新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等
の把握等について調査項目一部変更のお知らせ（その２）
2020/4/24
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
R2.4.24）

訪問診療が面会に該当するのかとの問合せについての回答
https://www.ajha.or.jp/
→社会福祉施設等への訪問診療は利用者と保険医療機関で計画的な医学的 topics/admininfo/pdf/20
管理の下で医療を提供するものであり、面会に該当しない。
20/200427_8.pdf

https://www.ajha.or.jp/
都道府県又は国から医療機関に対して医療用物資の緊急配布を行うための
topics/admininfo/pdf/20
調査項目の一部変更通知
20/200427_7.pdf

国が実施しているWEB調査において、備蓄見通しが１週間以内となっている
https://www.ajha.or.jp/
など、備蓄が減少し、かつ、自ら購入して確保することが困難な医療機関
医療機関等における医療用物資の緊急時への対応について
2020/4/24
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）R2.4.24） に対して、国が保有している医療用物資について直接緊急配布を行う。な
20/200427_6.pdf
ど

日付

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

○国から都道府県に送付する医療従事者の個人防護具（PPE）については、
各都道府県における PCR 検査実施件数、PCR 検査陽性者数の累積のうち
現在は入院等している者の数、人口、備蓄の放出量を勘案して送付量を決
定する
https://www.ajha.or.jp/
医療従事者の個人防護具（PPE）の医療機関等への配布につい
○都道府県から管下の医療機関等に医療従事者の個人防護具（PPE）を提供
2020/4/24 て
topics/admininfo/pdf/20
する際の目安は、以下の考え方を基本とする。
（厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）R2.4.24）
20/200427_5.pdf
① 感染症指定医療機関等やPCR検査のための検体採取を行う医療機関を
優先
② ①以外の重症度が高い患者が入院する等の病院（救急受入件数等を考
慮）を優先
○国から都道府県に送付する医療機関向けマスクについては、各都道府県
における備蓄状況及び人口を勘案し、送付量を決定する
○都道府県から管下の医療機関等に医療機関向けマスクを提供する際の目
安は、以下の考え方を基本とする。
① 感染症指定医療機関等
② 重症度が高い患者が入院する等の病院（救急受入件数、ICU 保有、特定
機能病院等を考慮）を優先
https://www.ajha.or.jp/
医療機関向けマスクの医療機関等への配布について
③ 在庫の不足の程度（何日分の在庫があるか）など個別のニーズについ topics/admininfo/pdf/20
2020/4/24
（厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）R2.4.24）
て、緊急性が高い医療機関等（病院、診療所、歯科診療所、助産所、訪問 20/200427_4.pdf
看護ステーション、薬局）を優先
④ その他特別の事由がある場合は当該医療機関等（病院、診療所、歯科診
療所、助産所、訪問看護ステーション、薬局、新型コロナウイルス感染症
の軽症者の療養を行う宿泊施設）を優先
⑤ 介護施設等については、まずは必要な医療機関等の需要を満たした上
で、各都道府県の判断で配布することは差し支えない
○保険医療機関において検査等を実施し、後日、電話や情報通信機器を用
いて、検査結果等の説明に加えて、療養上必要な指導や、今後の診療方針
の説明等を行った場合、電話等再診料を算定できる
https://www.ajha.or.jp/
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
○新型コロナウイルスの感染症患者（新型コロナウイルス感染症であるこ
2020/4/24 いについて（その14）
topics/admininfo/pdf/20
とが疑われる患者を含む。）に対して、往診等を実施する場合にも、必要
（厚生労働省保険局医療課：Ｒ2.4.24）
20/200427_3.pdf
な感染予防策を講じた上で当該患者の診療を行った場合には、院内トリ
アージ実施料を算定できる
など、Q&A形式による24件の取扱い通知
医療法人等の業務に係る医療法上の履行期限について、新型コロナウイル
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等における期 ス感染症の影響により決算に関する会計処理、監査報告書の作成、社員総 https://www.ajha.or.jp/
会又は評議員会の開催等各医療法人等や公認会計士等の業務に現に支障が topics/admininfo/pdf/20
2020/4/24 限の定めのある規定の取扱いについて
生じている場合等には、当該支障がなくなり次第、可能な限り
（厚生労働省医政局総務課：R2.4.24）
20/200424_6.pdf
速やかに履行することなど
医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある 新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の洗濯を外部委託するに https://www.ajha.or.jp/
当たっては、やむを得ない場合を除き、医療機関内の施設で消毒を行うこ topics/admininfo/pdf/20
2020/4/24 寝具類の取扱いについて
となど
（厚生労働省医政局地域医療計画課：R2.4.24）
20/200424_5.pdf

日付

通知、事務連絡の名称

新型コロナウイルス感染症に係る医療機関の開設に伴う保険
2020/4/23 医療機関の指定に関する取扱いについて（厚生労働省保険局
医療課：Ｒ2.4.23）
廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関する
2020/4/23 Q&Aの更新について
（環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課：R2.4.23）
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
2020/4/22 いについて（その13）
(厚生労働省保険局医療課：Ｒ2.4.22)
新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた製造販売業者に
おける人工呼吸器の単回仕様構成品の例外的取扱いについて
2020/4/21 (厚生労働省医政局総務課医療安全推進室、医政局地域医療計
画課、 医政局経済課、医薬・生活衛生局医療機器審査管理
課、医薬安全対策課：Ｒ2.4.21)

概要

通知等の掲載URL

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、医療提供体制の確保に資するよ
う、同感染症が収束するまでの間の対応として、新たに医療機関を開設す
る場合の保険医療機関の指定等に係る取扱いなど
環境省のホームページに掲載されている廃棄物処理における新型コロナウ
イルス感染症対策に関するＱ＆Ａの更新連絡
http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020.html
新規開設等のため特別入院基本料を算定している保険医療機関において、
新型コロナウイルス感染症患者の受入れに対応している場合については、
簡易な報告を行うことにより、特定集中治療室管理料等を算定できる。な
ど
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、単回使用構成品の需給
が逼迫した場合に限り、医療機関等は、製造販売業者から提供を受けた方
法による単回使用構成品を再使用するための消毒、滅菌、破損等の有無の
確認等の工程を経て、当該単回使用構成品を緊急的に再使用可能とするこ
となど。

https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200424_2.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200424_1.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200423_1.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200424_4.pdf

介護サービス事業所等において、新型コロナウイルス感染症が発生してい
る事例があることから取組の再徹底をお願いしたい。その際、感染の疑い
についてより早期に把握することが、感染拡大を防止する観点から重要で
介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対 あることから、
https://www.ajha.or.jp/
・利用者に対しては、日頃から健康状態や変化の有無等の把握
策の再徹底について【介護保険最新情報Vol.821】
2020/4/21
topics/admininfo/pdf/20
(厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興 ・職員に対しては、出勤前の体温計測と発熱等の症状が認められる場合に
20/200422_3.pdf
出勤を行わないことの徹底
課、老人保健課：Ｒ2.4.21)
を行うこと。
あわせて、一人でも新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がでた場合
は、速やかに保健所に報告すること
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人
員基準等臨時的な取扱いについて」のまとめについて【介護
2020/4/20 保険最新情報Vol.820】
(厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興
課、老人保健課：Ｒ2.4.20)

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨
https://www.ajha.or.jp/
時的な取扱いについて」のまとめページの紹介
topics/admininfo/pdf/20
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome
20/200421_3.pdf
.html

日付

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の診療及び医療従事者の感
染リスクを伴う診療に係る臨時的な診療報酬の取扱い
○特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院している重症の新型コロ
ナウイルス感染症患者（ＥＣＭＯや人工呼吸器による管理等を要する患
者）に対する治療への評価を２倍に引き上げる
○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、救命救急入院料又は特定集中治療室管理料
を算定できる。
・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は、21日
・体外式心肺補助（ＥＣＭＯ）を必要とする状態の患者は、35日
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 ○中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者については、救急医療管理 https://www.ajha.or.jp/
加算の２倍相当（1,900点）の加算を算定できる。更に、人員配置に応じ topics/admininfo/pdf/20
2020/4/18 いについて(その12)
て、追加的に二類感染症患者入院診療加算に相当する加算を算定できる。 20/200420_3.pdf
（厚生労働省保険局医療課：Ｒ2.4.18）
○新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたため又は受入体制を整える
ために、救命救急入院料、特定集中治療室管理料及びハイケアユニット入
院医療管理料と同等の人員配置とした病床において、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床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。
○救命救急入院料について、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等に
より、当該医療機関内の特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院で
きない場合には、患者の同意を得た上で、入院元を問わず救命救急入院料
を算定できる。
など
関係省庁が連携して、各都道府県の宿泊施設の確保に向けた全面的な支
援や運営にあたっての相談、技術的助言などを行っていくための、事務フ
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養の実施 ロー図が提示されている。
なお、宿泊療養に係る費用については、「新型コロナウイルス感染症緊急 https://www.ajha.or.jp/
に向けた支援について
2020/4/17 (厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部（医政局 経済対策」において記載されている「新型コロナウイルス感染症緊急包括 topics/admininfo/pdf/20
長）、総務省自治行政局公務員部長、観光庁次長、防衛相統 支援交付金（仮称）」（担当：厚生労働省）及び「新型コロナウイルス感 20/200421_2.pdf
染症対応地域臨時交付金（仮称）」（担当：内閣府）により措置する。
合幕僚監部総括官：Ｒ2.4.17)
また、軽症者等の生活支援（食事の提供・回収など）について、必要があ
れば、自衛隊が一定期間要員派遣を行い技術指導も含めた支援を行う。
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特 緊急事態宣言の対象地域が全都道府県となったことを受け、4月8日付けの https://www.ajha.or.jp/
2020/4/17 定健康診査・特定保健指導等における対応について（改訂） 通知の取扱い（緊急事態宣言中は特定健康診査等を実施しないなど）を全 hms/tokuteikenshin/pdf/
都道府県対象とする旨の通知
（厚生労働省保険局医療介護連携政策課長：2020.4.17）
200420_7.pdf

日付

通知、事務連絡の名称

「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた
特定健康診査・特定保健指導等における対応について（改
2020/4/17 訂）」（令和２年４月17日付け厚生労働省保険局保険課長・
国民健康保険課長・高齢者医療課長・医療介護連携政策課長
連名通知）に関するＱ＆Ａ 令和２年４月17日版）
新型コロナウイルス感染症に対応した産業廃棄物の処理能力
2020/4/17 を確保するための対応について
（環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課：R2.4.17）

概要

上記通知に係るQ&A

産業廃棄物処理業者における従業員の感染及び従業員の外出自粛等によ
り、処理能力が低下した場合に、円滑に産業廃棄物の処理を行うための制
度的な対応に係る留意事項
新型コロナウイルス感染症の流行下においては、地域毎の柔軟な医療提供
新型コロナウイルス感染症対応に係る医療機関の開設手続等
体制を迅速に構築するため、特措法に規定する臨時の医療施設以外の医療
2020/4/17 について
機関についても、医療機関開設時の手続等の取扱いを柔軟に対応すること
(厚生労働省医政局総務課：Ｒ2.4.17)
等
緊急事態宣言時に事業継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健
緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業所等で働く
康管理の強化（テレワークの更なる推進、職場における三密を避ける取組
2020/4/17 方々の感染予防、健康管理の強化について（周知依頼）
の徹底、換気の徹底、接触感染・飛沫感染の防止策の徹底、など）
(厚生労働省医政局地域医療計画課：Ｒ2.4.17)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第１項に基づく
緊急事態宣言による特定都道府県の対象が全ての都道府県に拡大されたた
緊急事態宣言の対象区域の拡大について
め、廃棄物処理業務についての4月7日付通知の適用も全都道府県に拡大す
2020/4/16
(環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課、廃棄物
ることの連絡
規制課：Ｒ2.4.16)
手指消毒用エタノールの５月分の需要量の提出期限の連絡、都道府県が医
新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒
療機関、高齢者施設等の分をまとめて要請するように変更したこと、特定
2020/4/15 用エタノールの優先供給について（改定）
アルコールの無償配布を受ける予定の医療機関等については、本優先供給
（厚生労働省、文部科学省：R2.4.15）
スキームの対象外とする旨を追加したこと、など
行政検査を行う機関である地域外来・センター の都道府県医
都道府県医師会等に行政検査を集中的に実施する機関としての運営委託を
師会・郡市区医師会等への運営委託等について
行う際の方法、既存の帰国者・接触者外来等と地域外来・検査センターと
2020/4/15
(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：Ｒ
の連携に関する事項、その他留意点など
2.4.15)

帰国者・接触外来の増加策及び対応能力向上策について
2020/4/15 (厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：Ｒ
2.4.15)

通知等の掲載URL
https://www.ajha.or.jp/
hms/tokuteikenshin/pdf/
200420_8.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200420_6.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200420_4.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200420_2.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200417_8.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200417_4.pdf
https://www.ajha.or.jp/
topics/admininfo/pdf/20
20/200416_5.pdf

帰国者・接触者外来の増加策及び外来機能の強化策（都道府県医師会・郡
市区医師会等に対する行政検査を集中的に実施する機関としての運営委
託、休日・夜間救急センターを平日の日中も含めて診療できるように活用
するため地域の医師会等へ輪番制の医師派遣等を要請、大型のテントやプ https://www.ajha.or.jp/
レハブ等を設置して帰国者・接触者外来を行うことやいわゆるドライブス topics/admininfo/pdf/20
ルー外来の実施、など）
20/200416_4.pdf
帰国者・接触者外来の役割分担による外来機能の効率化策（帰国者・接触
者外来の役割を分担して、それぞれの対応を専念する体制をとることに
よって効率的に外来診療を行い対応能力を向上させること、など）

サージカルマスク、長袖ガウンゴーグル及びフェイスシール
https://www.ajha.or.jp/
サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの用品を
ドの例外的取扱いについて【介護保険最新情報Vol.819】
2020/4/15
topics/admininfo/pdf/20
(厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興 再利用するなどの例外的取扱いが可能であること、その際の留意点
20/200416_3.pdf
課、老人保健課：Ｒ2.4.15)

日付

2020/4/15

2020/4/14

2020/4/14

2020/4/14

通知、事務連絡の名称
新型コロナウイルス感染症に係る今後の医療提供体制に関す
る報告依頼について
(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：Ｒ
2.4.15)
新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に
関する要請について
（厚生労働省医政局地域医療計画課：Ｒ2.4.14）
新型コロナウイルス感染症に対応したがん患者・透析患者・
障害児者・妊産婦・小児に係る医療提供体制について
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：
R2.4.14）
感染症発生動向調査事業等において検体等を送付する際の留
意事項について
（厚生労働省健康局結核感染症課長：Ｒ2.4.14）

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
2020/4/14 いについて（その11）
（厚生労働省保険局医療課：Ｒ2.4.14）
有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症対策の
再徹底について【介護保険最新情報Vol.817】
2020/4/13
（厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援
課：Ｒ2.4.13）
新型コロナウイルス感染症の影響による審査委員会の審査決
2020/4/13 定について
(厚生労働省老健局介護保険計画課、老人保健課：Ｒ2.4.13)

概要

通知等の掲載URL

https://www.ajha.or.jp/
都道府県に対する新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたとき
topics/admininfo/pdf/20
に備えた医療提供体制の整備に係る検討状況の報告依頼
20/200416_2.pdf
急激な事業変動の影響を受けやすい有期契約労働者、パートタイム労働者 https://www.ajha.or.jp/
及び派遣労働者並びに新卒の内定者の方々等の雇用維持等に関する適切な topics/admininfo/pdf/20
配慮の要請
20/200415_2.pdf
都道府県において、新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制を協議 https://www.ajha.or.jp/
する上で配慮が必要と考えられる、がん患者、透析患者、障害児者、妊産 topics/admininfo/pdf/20
婦、小児に係る対応についてまとめたもの
20/200415_1.pdf
https://www.ajha.or.jp/
病原体又は病原体検査のための検体の運搬について、貨物自動車運送事業
topics/admininfo/pdf/20
者の利用の際、ジュラルミンケースによる包装が不要となる他、留意事項
20/200414_9.pdf
オンライン診療料に係る施設基準の取扱いについて、1月当たりの再診料等
の算定回数の合計に占めるオンライン診療料の算定回数の割合が１割以下 https://www.ajha.or.jp/
であることとする要件については、新型コロナウイルスの感染が拡大して topics/admininfo/pdf/20
いる間に限り適用しない。
20/200414_8.pdf
その他、新型コロナウイルス感染拡大時の臨時対応に係るQ&A
有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症の感染者が発生して
https://www.ajha.or.jp/
いることから、医師や看護職員の配置が必須となっていない有料老人ホー
topics/admininfo/pdf/20
ム等の感染拡大防止を図るため、再度、有料老人ホーム等に対して感染対
20/200414_7.pdf
策の徹底を図る。
国民健康保険団体連合会による介護報酬等の審査について、介護給付費等
https://www.ajha.or.jp/
審査委員会の開催が困難な場合には、当分の間、必要に応じて委員の定数
topics/admininfo/pdf/20
の半数に満たない出席により審査決定をすることや、審査委員会会長の一
20/200413_13.pdf
任により審査決定を認める。

○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、電話等を用いた初診料（214点）を算定する。また、その際、医薬品
の処方を行い、又はFAX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、又は薬剤料を算定することができる。
https://www.ajha.or.jp/
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
○慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話等を用いた診療及び処方
2020/4/10 いについて（その10）
topics/admininfo/pdf/20
を行う場合であって、電話等を用いた診療を行う以前より、「情報通信機
(厚生労働省保険局医療課：Ｒ2.4.10)
20/200413_11.pdf
器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対
して、電話等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、147点を算定することができる。
など

日付

通知、事務連絡の名称

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員
基準等の臨時的な取扱いについて（第８報）【介護保険最新
2020/4/10 情報Vol.816】
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興
課、老人保健課：Ｒ2.4.10）

2020/4/10

2020/4/10

2020/4/10

2020/4/10

2020/4/10

2020/4/10

2020/4/10

N95マスクの例外的取扱いについて
(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医薬・
生活衛生局医療機器審査管理課、医薬・生活衛生局医薬安全
対策課：Ｒ2.4.10)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第48条に基づき臨時に
開設される医療施設等に係る医療法等の取扱いについて
(厚生労働省医政局総務課：Ｒ2.4.10）
新型コロナウイルス感染症の感染症の患者数増加に備えた人
工呼吸器等の十分な確保について（依頼）
(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：Ｒ
2.4.10)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製
品の使用について (改定)
(厚生労働省医政局経済課：Ｒ2.4.10)
新型コロナウイルス感染症に係る病床設置の医療法上の手続
の取扱いについて
(厚生労働省医政局長：Ｒ2.4.10)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報
通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合
に必要な証明書類について
(厚生労働省健康局総務課、がん・疾病対策課、結核感染症
課、難病対策課、子ども家庭局母子保健課、社会・援護局保
護課、援護企画課、援護・業務課、社会・援護局障害保健福
祉部、精神・障害保健課：Ｒ2.4.10)
新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機
器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状
況の報告について（依頼）
(厚生労働省医政局医事課：Ｒ2.4.10)

概要

通知等の掲載URL

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時
的な取扱いに関するQ&A
（通所介護事業所が新型コロナウイルス感染症対策として、当該事業所の https://www.ajha.or.jp/
利用者に対して、当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく、時 topics/admininfo/pdf/20
間を短縮しての通所サービスの提供や、訪問によるサービスの提供を行う 20/200413_10.pdf
場合、事前に利用者の同意を得た場合には、サービス担当者会議の実施は
不要として差し支えない、など）
N95マスクはエアロゾルが発生するような手技を行う時の使用とし、それ以 https://www.ajha.or.jp/
外の場面ではサージカルマスク等を適切に使用すること
topics/admininfo/pdf/20
N95マスクについての再利用法の紹介
20/200413_9.pdf
https://www.ajha.or.jp/
特措法第48条に基づき都道府県知事が臨時に開設する医療施設等に係る医
topics/admininfo/pdf/20
療法等の取扱い等について
20/200413_8.pdf
人口呼吸器等、調達が困難となる可能性があることから、各医療機関にお
https://www.ajha.or.jp/
いて、これまで使用していた人工呼吸器等を廃棄する計画がある場合、新
topics/admininfo/pdf/20
型コロナウイルス感染症の感染の終息が見られるまでの間、人工呼吸器等
20/200413_7.pdf
の廃棄は行わず、適切に保管することの周知依頼
医療機関等において、やむを得ない場合に限り、高濃度エタノール製品を https://www.ajha.or.jp/
手指消毒用エタノールの代替品として用いることを可能としていること、 topics/admininfo/pdf/20
当該代替品の要件など。
20/200413_6.pdf
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症患者の受入れに当たり、増床や新たな病院の開
topics/admininfo/pdf/20
設等が必要な場合の手続を迅速化するための取扱い等について
20/200413_5.pdf

https://www.ajha.or.jp/
電話や情報通信機器を用いた診療における公費負担医療制度の資格確認方
topics/admininfo/pdf/20
法等
20/200413_4.pdf

https://www.ajha.or.jp/
電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧を作成・公表
topics/admininfo/pdf/20
するための調査要領など
20/200413_3.pdf

日付

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

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可能とする
こと、及びその留意点など。
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
処方箋の取扱い（患者が薬局において電話や情報通信機器による情報の提 https://www.ajha.or.jp/
機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて
供及び指導を希望する場合は、患者の同意を得て医療機関から患者が希望 topics/admininfo/pdf/20
2020/4/10
(厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課：Ｒ
する薬局にFAX等により処方箋情報を送付する）
20/200413_2.pdf
2.4.10)
オンライン診療を実施するための研修受講の猶予（研修を受講していない
医師でもオンライン診療可）
新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等
3月26日付通知により、病院の医療提供状況等については、厚生労働省・内 https://www.ajha.or.jp/
の把握等について（依頼）
閣官房 IT 総合戦略室医療機関調査事務局から、全国の医療機関に対して topics/admininfo/pdf/20
2020/4/9
(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：Ｒ
直接調査をすることとしていることの再周知並びに協力依頼
20/200413_1.pdf
2.4.9)
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員
基準等の臨時的な取扱いについて（第７報）【介護保険最新 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時 https://www.ajha.or.jp/
的な取扱いに関するQ&A
topics/admininfo/pdf/20
2020/4/9 情報Vol.813】
（介護職員処遇改善計画書等の提出期限の延長、など）
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、
20/200410_7.pdf
振興課、老人保健課：Ｒ2.4.9）
https://www.ajha.or.jp/
「医療機関向けマスクの医療機関等への配布について」に関
3月13日付事務連絡「医療機関向けマスクの医療機関等への配布について」
topics/admininfo/pdf/20
2020/4/9 する質疑応答集（ Q&A ）について（その４）
に関する質疑応答集（Q&A）の第４弾
(厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）：R2.4.9)
20/200410_6.pdf
１．外来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外来診療を行う保険医療機関において
は、当該患者の診療について、受診の時間帯によらず、院内トリアージ実
施料（300点/回）を算定できることとする。
２．入院における対応について
（１）新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、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について、救急医療管
https://www.ajha.or.jp/
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 理加算１（950点/日）を算定できることとする。（最長14日算定可能）
（２）新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、第二種感 topics/admininfo/pdf/20
2020/4/8 いについて（その９）
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 20/200409_3.pdf
（厚生労働省保険局医療課：R2.4.8）
（250点/日）を算定できることとする。
その他、Q&Aで、個室又は陰圧室において受け入れた場合については、二類
感染症患者療養環境特別加算（200～500点/日）を算定可能であること。
地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は療養病棟入院基本料を算定す
る病棟に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた場合については、そ
れぞれ、在宅患者支援病床初期加算（300点/日）又は在宅患者支援療養病
床初期加算（350点/日）を算定できることを通知。

日付

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

緊急事態宣言対象地域に居住する住民を対象とする特定健康診査等及び対
象地域に所在する医療機関等で実施する特定健康診査等については、少な
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特 くとも緊急事態宣言の期間において行わないこと。
2020/4/8 定健康診査・特定保健指導等における対応について（厚生労 対象地域に居住する住民を対象とする特定健康診査等以外の保健事業及び hms/tokuteikenshin/pdf/
対象地域に所在する医療機関等で実施する特定健康診査等以外の保健事業 200409_4.pdf
働省保険局医療介護連携政策課長：R2.4.8）
については、少なくとも対面形式や集合形式等によるものは行わないこ
と。
１．新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制について
特に緊急事態宣言対象区域の都府県においては、直ちに多くの患者の受入
れが必要となることに備え、重点医療機関の候補以外の医療機関や割り当
てられた受入れ病床数が少数であった医療機関であったとしても、医師の
判断により延期が可能と考えられる予定手術及び予定入院の延期について
要請を行うこと。
また、重点医療機関の設定や入院患者受入れ病床数の医療機関への割当て
等について関係者との調整を開始する、その際には感染症指定医療機関に
限らず全ての医療機関に対しても入院患者の受入れを調整する、病棟単位
新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備 での割当ての調整を行う、都道府県に県内の患者受入れを調整する機能を
https://www.ajha.or.jp/
有する組織・部門を早急に設置し、統括ＤＭＡＴに患者搬送コーディネー
えた入院医療提供体制等の整備の更なる推進について
topics/admininfo/pdf/20
2020/4/8
ターとなるように調整を行う、病床の状況及び人工呼吸器等の保有状況・
(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：Ｒ
20/200409_2.pdf
稼働状況を随
2.4.8)
時把握する体制を整備する等の取組を進められたい。
２．「入院医療提供体制」の対策の移行（軽症者等の宿泊療養・自宅療養
の開始）について
軽症者等の宿泊療養・自宅療養を開始した地域もあるが、現状、対策の移
行が必要ではない地域においても、宿泊施設の確保や宿泊療養の運営体制
の
整備、自宅療養中の患者へのフォローアップ体制の整備等、今後の感染者
数の増加に備え、今のうちから準備を進めること。
https://www.ajha.or.jp/
緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃
廃棄物処理業務を継続するために講ずべき措置、廃棄物処理事業の継続、
2020/4/7 棄物の円滑な処理について（周知依頼）
topics/admininfo/pdf/20
宿泊療養や自宅療養に対応した廃棄物処理の留意点等
（環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課：R2.4.7）
20/200410_5.pdf
厚生労働省でＮ９５マスクの再利用に関する海外の知見を収集した内容の
https://www.ajha.or.jp/
Ｎ９５マスクについて（依頼）
紹介、及び、今後のＮ９５マスクの供給について、当面のところ増加の見
2020/4/7 (厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：Ｒ
topics/admininfo/pdf/20
通しがたたないことから、廃棄について慎重に検討してほしい旨の周知依
2.4.7)
20/200408_8.pdf
頼
医療機関内での集団感染に係る注意喚起、標準予防策の徹底の周知依頼。
医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応につい
医療機関において感染事例が発生した場合の対応について、消毒等対応や https://www.ajha.or.jp/
て（その３）
濃厚接触者の特定を行い、患者発生状況や疫学調査の結果を踏まえ、必要 topics/admininfo/pdf/20
2020/4/7
(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：Ｒ
な場合には保健所と相談の上対応を決定するため、一律に部分的、全体的 20/200408_7.pdf
2.4.7)
施設閉鎖等を考慮しないようにとの周知依頼。

日付

通知、事務連絡の名称

概要

通知等の掲載URL

全ての被保険者について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱
図る観点から面会が困難な場合においては、要介護認定及び要支援認定の
2020/4/7 いについて（その４）
topics/admininfo/pdf/20
有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期
(厚生労働省老健局老人保健課：Ｒ2.4.7)
20/200408_6.pdf
間を合算できる。
新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のため サージカルマスク等の各種衛生・防護用品は国内需給が逼迫しており、各
の衛生・防護用品の備蓄と社会福祉施設等に対する供給につ 社会福祉施設等で確保することが難しいことから、感染が発生した社会福 https://www.ajha.or.jp/
祉施設等において継続した支援が行えるよう、衛生部局と民生主管部局が topics/admininfo/pdf/20
2020/4/7 いて【介護保険最新情報Vol.812】
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興 連携して、都道府県内部での衛生・防護用品の備蓄と当該施設等への迅速 20/200408_5.pdf
な供給を行う。
課、老人保健課：R2.4.7）
https://www.ajha.or.jp/
在宅の一人暮らし高齢者に対する見守り等の取組の実施につ
2020/4/7 いて【介護保険最新情報Vol.811】（厚生労働省老健局振興 市町村における一人暮らし高齢者に対する見守り等の取組の実施方法等
topics/admininfo/pdf/20
課、老人保健課、介護保険計画課：R2.4.7）
20/200408_4.pdf
自治体が介護サービス事業所に休業の要請等を行う際の留意点の紹介
①感染拡大の防止、②利用者への丁寧な説明、③代替サービスの確保
介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について
https://www.ajha.or.jp/
④事業所の事業継続（事業所への影響をできるだけ小さくする観点から、
（その２）【介護保険最新情報Vol.810】
topics/admininfo/pdf/20
2020/4/7
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興 以下の取扱い等を事業所へ周知すること。ⅰ 介護報酬算定の特例、ⅱ 独
20/200408_3.pdf
立行政法人福祉医療機構における融資制度の活用、ⅲ 雇用調整助成金の活
課、老人保健課：R2.4.7）
用）
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時
基準等の臨時的な取扱いについて（第6報）【介護保険最新情
https://www.ajha.or.jp/
的な取扱いに関するQ&A
topics/admininfo/pdf/20
2020/4/7 報Vol.809】
（通所系サービス事業所における休業期間中の利用者への電話による安否
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興
20/200408_2.pdf
確認について介護報酬の算定が可能か、など）
課、老人保健課：R2.4.7）
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、高齢者施設
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点につい 等における感染防止の徹底に関し周知徹底を行うこととされていることも
https://www.ajha.or.jp/
踏まえ、社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組について、感
て（その２）【介護保険最新情報Vol.808】
2020/4/7
topics/admininfo/pdf/20
（厚生労働省老健局認知症施策推進室、高齢者支援課、振興 染者が発生した場合の留意事項も含め再度整理したもの。
20/200408_1.pdf
併せて社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応等に係る過去
課、老人保健課：R2.4.7）
の事務連絡等を整理した表が別添として添付されている。
https://www.ajha.or.jp/
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による重症呼吸器不
新型コロナウイルス感染症による重症呼吸器不全に関するこれまでの治療
2020/4/6 全対応に対するECMO及び人工呼吸器に関する知見の公表につ
topics/admininfo/pdf/20
状況、臨床的特徴、人工呼吸器等の取扱い等に関する知見の紹介
いて（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部）
20/200406_3.pdf

