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【説明】新型コロナウイルス感染症に伴う 

医療保険制度の主な対応状況について 

 

 

 

 

 次に、報告事項でございますけれども、 

「新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況について」を議題といたします。 

 

 事務局より資料が提出されておりますので、事務局のほうより説明のほうをお願いいたします。 

 では医療課長、よろしくお願いいたします。 

 

 

 はい。医療課長です。よろしくお願いいたします。 

 資料「総－２－１」に従いまして、ご説明をさせていただきます。 
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 新型コロナウイルス感染症に伴いまして、 

診療報酬の関係で、さまざま対応させていただいております。 

 それにつきまして、まとめたものが資料「総－２－１」になります。 

 

  
 

 まず最初に、その資料にありますように、「医療機関等への配慮に関すること」 

ということでまとめたものでございます。 

 

 診療報酬の算定の関係で、患者のですね、急激な増加もしくは減少といったようなものに鑑みまして、 

算定について柔軟な取り扱いをするという形で、これ、事務連絡を出させていただいております。 
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 そこにあります（１）から（５）の部分でございますが、 

 これは災害時、大規模災害時等にもですね、出させていただいている内容でございます。 

 

 基本的には、急な患者さんの増加に伴って、 

基準である看護基準等が守られなくなったような場合ですとか、 

 

 逆に、応援を出すと。 

例えば、今回のコロナでありますと、 

クルーズ船の検疫体制等に関して看護師さん等を応援いただいた部分がございます。 

そういった場合に関して。 

 

 それからまた休校。 

お子さんの休校といったような形で急に看護師さんが出勤できなくなったといったような場合に、 

一時的な変動があると。 

 

 そういったものに関して、「届出の変更は不要」というような形で出させていただいた。 

 

 といったものが、これは要するに、災害と同様の扱いということで 

（１）から（５）というような形で出させていただいているものでございます。 
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 少し今回、違うものということで（６）でございますけれども、 

次のページの（６）でございますけれども、 

 

 （６）研修等の取り扱い、というようなことで、 
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定期的な研修、 

それから医療機関の間の評価といったものを要件としているようなものがあります。 

 

 例えば、院内感染の研修。 

これは年に１回、他の病院と共同して行うといったような要件がはまってるようなものが 

ございまして、 

 

 いろんな、今まで、もともと予定していたものが 

どうしても２月、３月にできないといったようなご相談があっておりまして、 

 

 それにつきましては、 

実施を延期することができるといったようなものを事務連絡等で出させていただいております。 

 

 それから７番でございますが、 

電話や情報通信機器を用いた診療の取り扱いというところでございまして、 

 

 コロナウイルスに関しましては、特に持病をお持ちの方、 

この方が感染しますと非常に重篤化するというような情報がございまして、 

 慢性疾患を有する定期受診の方につきましては、できるだけ、主治医の判断にもよりますけれども、 

 受診、病院に来ずに、 

しっかり主治医が電話や情報通信機器を用いて状況を確認をして処方ができるといったようなことを、 

今回、事務連絡という形で出させていただいております。 
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 また、「また」以下の部分でございますけれども、在宅の場合、在宅自己療養をされている方。 

 

 特に例えば、糖尿病で自己注射、もしくは血糖測定といったようなものをされている方について、 

 

 特に、この材料について不足するようなものがありますので、 

そういうものにつきましてもちゃんと病院側が確認をして支給するといったような場合には、 

 この在宅療養指導管理料等を算定できるといったような形を示させていただいております。 

 

 また、処方箋の受付ということで、先ほどちょっとお話、説明しました、 

慢性疾患の方の処方箋等につきまして、 

ファクシミリ等で受け付けた保険薬局で処方箋情報に基づく調剤を行った場合、 

これは調剤技術料等を算定できるといったような解釈を示させていただいております。 
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 また、（８）番でございます。 

 

 これは新型コロナウイルス感染症患者を受け入れるために、ということで、 

 もともと開設を、例えば４月に予定していた医療機関、 

これを前倒しして３月もしくは３月の上旬にですね、 

から開設していただくといった病院がございました。 

 

 そういう病院につきましては、 

本来であれば、もともと１カ月前に、 

例えば、入院基本料の届出ですとかそういうものをしていただいて、 

手続きをしていくということでございましたけれども、 

 

 急きょ、そういう形で開いていただいたということもありまして、 

その手続きの期間というのを短縮して対応させていただいたというのが（８）番でございます。 
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 （９）番の「ＤＰＣ／ＰＤＰＳの取り扱い」というものでございますが、 

 

 これはＷＨＯのほうから新しい新型コロナウイルス感染症に関しては、 

新しいＩＣＤ分類のコードが示されました。 

 

 そうしますと、今まで、これまでに 

ＤＰＣ／ＰＤＰＳの中には取り扱いは決まっておりませんでしたので、 

 

 今回、至急ということでございましたので、 

この診断群分類を取ったもの、症例については包括対象から、 

対象外という形で取り扱いを示させていただいておるということでございます。 

 

 これは今月末、３月 31 日までの取り扱いということで示させていただいております。 
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 それから「その他」ということでございますが、 

 

 これは先生方に３月の上旬にですね、ご了解いただいた、説明させていただき 

ご了解いただいた内容でございますが、改めて簡単に説明をさせていただきます。 
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 次の、「総－２－２」をご覧いただきたいと思います。 

 

 これは新型コロナウイルス感染症にかかるＰＣＲ検査の保険適用に関してでございまして、 

 先生方のご了解をいただきまして、３月６日から保険適用させていただいております。 

 

 そこにありますように、保険適用の概要といたしまして、 

「SARS コロナウイルス核酸検出 450 点」、 

これの４回分を算定するという形で 1,800 点という形で保険適用を決めさせていただいております。 

 

 ただ、これは特に、この点数については「カテゴリーＢ感染物質輸送」ということで、 

三重に梱包して郵送することが特に危険な検体ということで求められてるものでございます。 

 

 この梱包ですとか搬送に非常に費用がかかるということでございましたので、 

それを行わない場合については 1,350 点を算定するというような点数とさせていただいております。 

 

 また、このＰＣＲ検査の検査法については、 

 そこにありますように、国立感染症研究所が作成しました「病原体検出マニュアル」、 

または、それに準じた方法のもの。 
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 または２番目にありますように、 

「SARS-CoV-2」の検出を目的として薬事承認または認証を得ているもの、 

こういうものが分類されるということでございます。 

 

 患者の負担額、負担に関しては、これは医療機関の窓口で免除をするように、 

これは行政検査として取り扱うという形をとりまして、 

 県、国から補助が出るという形をとらせていただいております。 

 

 実施体制の整備といたしまして、当面の間、現在はまだ、 

 （実施体制）については、基本的には、 

 帰国者・接触者外来、または、 

 それと同様の機能を有する医療機関として都道府県が認めた医療機関で実施されている 

ということで、保険適用を認めたものでございます。 
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 その次のページを見ていただきますと、 

 「準じたもの」ということで、 

国立感染症研究所が作成した病原体検出マニュアルに準じたものも認める 

という形で示させていただいておりましたが、 

 

 ３月６日の保険適用から今日までの間に、 

国立感染症研究所のほうから、ほうで、 

「準じるもの」として取り扱い、確認を、 

精度ですとか、精度等について確認をされたものということで示されたものと、 

 

 それから、学会、日本臨床微生物学会のほうで、 

その精度が確認されたものということが示されておりまして、 

 

 そこに挙げておりますキットですとか検査法、試薬等について 

「準じるもの」として認められたということで、そこにお示しをさせていただいております。 
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 検査につきましては以上でございますが、 

 このような形で次々、「準じるもの」の形で入ってくるということについて 

ご了解いただきたいということと、 

 

 それから、これはＰＣＲの検査ということで、 

ウイルスの遺伝子を検測するというものでございます。 

 

 ただ、そのほかにも、いろいろ今、いろんな企業ですとか開発が進んでおるところがございます。 

 

 その承認等につきましては、今後また、 

会長とも相談をしながら迅速にしなければならないときにはまた、 

ご相談させていただきたいというふうに思います。 

 基本的には、中医協の中でご議論をいただきたいものだと思っております。 
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 それから、「総－２－３」を見ていただき……。ん？ 

 

 あ、３枚目でございます。 

 「総－２－３」……。 

 すいません、「総－３」を続けて、少しご説明させていただきたいと思います。 

 

 先ほど、ＤＰＣ／ＰＤＰＳにおいての、 

新型コロナウイルスに関する取扱いについてでございますけれども、 

 これにつきましては、先ほど「３月 31 日まで出来高での評価」ということで、 

臨時的な取扱いを示させていただきましたが、 

 

 今後２年間、令和４年度診療報酬改定までの間について、お諮りするものでございまして、 

 基本的には、これについては新しく、今までのＤＰＣデータはございませんので 

出来高算定とするという形で取り扱いをさせていただきたいというご提案になっております。 

以上でございます。 
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【質疑】新型コロナウイルス感染症に伴う 

医療保険制度の主な対応状況について 

 

 

 

 

 

 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

では松本委員、お願いいたします。 

 

 はい、ありがとうございます。「総－２－１」の所に関連してでございますけれども、 

 「医療機関等への配慮」ということで、 

「診療報酬の算定について柔軟な取り扱いを行うこととした」と、 

 非常にいくつか、かなりの項目が挙がっておりまして、いいことだなと思いますけれども。 
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 １点。今後ですね、新型コロナウイルス感染症がさらに拡大をした場合に、 

やはり、その病棟本来の対象ではない患者さんを受け入れて、 

入院させざるを得ないという状況がかなり出てくるんではないかということを懸念しております。 

 

 そういった場合にですね、 

その場合の報酬の算定についても今後柔軟に対応していただきたいと思いますけれども、 

これについては医療課長、いかがでしょうか。 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい。新型コロナウイルス感染症の、この関係につきましては、 

私ども、これまでとちょっと想定していないような事態が起きている 

というようなことがございまして、 

 個別、いろんなご相談を今、受けておるところでございます。 

 

 それぞれの個別の状況を伺いながら対応していきたいというふうに思っております。 

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

 それでは、医療機関からいろいろな個別の状況のことが提案されたときには、 

それについては対応を、検討を対応していくっていうことでよろしいでしょうか。 

 

 

 はい、そのようにさせていただきたいというふうに思っております。 

 

 

 では猪口委員、お願いいたします。 
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 もう先週ぐらいから急激な、爆発的な増えるとかですね、オーバーシュートって言うんですかね、 

そういう対策を、というようなことで今、いろいろ議論されているところなので、 

 

 もう本当に動き出したらですね、いちいち、これはやっていいか、これはやってダメかとかって 

聞いてる余裕がなくなる可能性がかなりあるので、 

 そういう場合には、ある程度もう、やれることはやって、あとで、こういうことが起きても、 

 ということで、そこは、うるさいことは言わないでですね、 

 

 （委員ら、笑い） 

 

 現場に即して動けるように、ということは、 

ある程度、言っていただかないと動けなくことが多くなるんじゃないかなと思うんですが。 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 正直申し上げて、現場の先生方の非常にご苦労と、 

それから対応されている職員の方々も非常に苦労されているというふうに思っております。 

 

 今回、２月から３月にかけても、例えば、クルーズ船等に関しても正直申し上げて、 

病院のほうの判断で、できるだけ助けに行っていただいたりとか、 

 

 それから、本当に急きょの患者の受け入れの依頼をして、 

それに応えていただいたというようなことに非常に感謝をしております。 

 

 また、それに伴ってですね、われわれとして、 

「いや、こういうふうになってしまった」というようなご相談を頂いたときには、 

 

 「それは、こういう形で対応させていただきます」というような形で、 

大変、後追いになってしまう部分は正直申し訳ありませんけれども、 

 やはり現場での対応を第一に優先をしていただきたい、 

というふうに思っておるところでございます。 
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 ほか、いかがでございましょう。では今村委員、お願いいたします。 

 

 はい、ありがとうございます。 

（資料）「２－２」のＰＣＲ検査の保険適用について、 

ちょっと教えていただきたいところがございます。 

 

 

 

 「実施体制の整備」という所で、「又は」以下の赤字のとこですけれども、 

「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する」という表現があります。 

 

 ちょっと基本的なことで恐縮なんですけど、 

この「同様の機能」って言ってんのは、具体的にどういうことを言っているんでしょうか。 

 

 

 では事務局、お願いいたします。 

 

 医政局経済課の医療機器政策室長でございます。 

 すみません、所掌から若干離れるんですけれども、ちょっと局として、 

あとコロナ本部の一員ですので、お答えをさせていただきたいと思いますけれども。 

 

 基本的には、帰国者・接触者外来を都道府県のほうに届けていただくっていうことが 

原則になっておりますし、 

 

 現に今、こういった対応をとり始めてから外来が 800 箇所から全国 1,000 箇所を超える 

という形になってございます。 
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 加えて、そういった同様のことができるということで、 

 

 これ、自己負担の部分がございますので、 

そこについて、都道府県と調整をいただきながら実施をするということになりますので、 

 

 そういった手続きを取っていただいた所がまさに「準じた病院」という形で、 

今、運用されていると承知をしてございます。 

 

 私が伺ってるのは、ここの中に「同様の機能」と、こう、記載がされているという、 

この「同様の機能」っていうのは、具体的に何か、今、教えていただけますかということです。 

 

 どうしてこういうことを申し上げているかと言うと、 

 帰国者・接触者外来が今 800 以上というご説明がございましたけれども、 

 その帰国者・接触者外来というのは、一般の地域の医療機関には公開されていないことが多くて、 

直接お願いすることがなかなか難しいという実態があるということ。 

 

 それから、帰国者・接触者外来のキャパシティ自体が 

もともと感染症の指定病院がこういった外来を担っている所が多くて、 

 入院患者の対応で、もう本当に手一杯になっていて、 

なかなか、その帰国者・接触者外来で十分なＰＣＲ検査ができない体制になっているのではないか 

という危惧を持っているということです。 

 

 従って、地域の中でそれぞれ体制を整備して、 

例えば、ＰＣＲ検査だけを実施できるような医療機関を設けるというようなことをしようと思っても、 

 これ、都道府県知事の認可ということで、どういう手続きで、 

それじゃあ、それをすればいいのかっていうのは、 

 なかなか、ボトルネックの部分がいくつもあってですね、 

十分な検査ができないということを現場が感じているということなので、 

 

 この「同様の機能」というのは、いったいどういうことを整備すればいいのかっていうことを 

教えていただきたい、ということを申し上げてるということです。 

 

 

 では、よろしくお願いいたします。 
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 医政局でございます。 

 

 あのお……、これ、基本的に、帰国者・接触者外来自身もですね、 

感染防御を十分とられているということと、あとは十分な診断能力っていうことで、 

 

 特に設備要件等を設けているっていうよりも、 

 むしろ、そういったお医者様がおられて、態勢がある所について、都道府県に届けていただくと。 

 届けていただくっていうところが、 

 

あの、おー……。 

 

 時間、まあ、どうしても、実際、臨床のニーズとズレがあるということで、 

「準じた病院」ということを設けさせていただいてるということでございます。 

 

 今般の医療提供体制については、もちろん、 

この中医協の場でお助けをいただくところもあると思いますけど、 

 

 全体でちょうど、昨日も医療関係団体と、大臣も出席、あいさつさせていただきましたが、 

 橋本副大臣を中心に、ちょうど、どういう体制をとっていくかっていう形で議論をさせていただいて、 

 今日、２号（診療）側でご参加の先生方、あるいは所属の団体も代表の方、 

来ていただいて議論させていただいたところですので、 

 

 そういった、医療現場からの声が、あの、 

 

 を、確実に反映できるようにですね、また、取り組まさせていただきたいと思っております。 

 

 はい、ありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。 

 

 都道府県が認可ということなんで、その辺のプロセスがですね、なかなか現場では分かりにくくて、 

 どうしても、大きな、例えば、仮に東京が今、爆発的に増えようというような中で、 

 それぞれの地域が独自にいろいろ取組をしようとしたときに、非常に大きな自治体なので、 

簡単にそういった取組が認めていただけるかどうかっていう危惧を現場が持っておりますので、 

 ぜひとも、よろしくお願い申し上げたいと思います。 
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 ほか、いかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。 

 では、ほかにご質問等もないようでございますので、 

本件に関わる質疑はこのあたりとしたいと存じます。 
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「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第 10 回改訂 

(ＩＣＤ-10)」におけるＤＰＣ／ＰＤＰＳの対応について 
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【説明】ＩＣＤ-10 におけるＤＰＣ／ＰＤＰＳの対応について 

 

 

 

 

 これ（ＤＰＣ／ＰＤＰＳの対応について）は……。 

 次に、「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第 10 回改訂（ＩＣＤ-10）」における 

ＤＰＣ／ＰＤＰＳの対応について」ということでございますけれども、 

 

 先ほど、ご説明が、課長のほうからございましたけれども、 

この点につきましても、何かご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

 

 出来高にするということでございますけれども、よろしゅうございますでしょうか。 

 

 では、ほかにご質問等もないようでございますので、中医協として承認するということで、 

よろしゅうございますでしょうか。 

 

 ありがとうございました。 

それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと存じます。 
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