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令和２年度第１回 都道府県医師会長会議
〜当面の最重要課題である新型コロナウイルス感染症対策を集中協議〜
と き 令和２年９月１５日㈫ 午後３時
ところ 日本医師会館 Web会議

広島県医師会

会長

松村

誠

開会挨拶をする中川俊男日本医師会会長（中央左）

本会議は、全都道府県医師会長の参加により今回初めてWeb形式で開催された。特に、今
回から運営方法を改変し、全都道府県医師会長を４グループに分けて、今回は「新型コロナ
ウイルス感染症の検査体制について」協議するAグループと、
「新型コロナウイルス感染症対
応による医療提供体制への影響について」協議するBグループで協議した。
本県はBグループとなり、私から、日本医師会への提言として、医療機関はいずれも新型コ
ロナウイルス感染症により深刻な打撃を受けているが、個々の医療機関の経営状況は「公立・
公的病院」と「民間病院」は区分して検討すべきこと、さらには、オンライン診療への備えと
して、本県では既存の地域医療連携ネットワークを活用している旨を紹介した。
以下、その概要を簡単に報告する。

会長挨拶
日本医師会会長 中川 俊男
都道府県医師会長会議の開催方法の見直し
これまでは、都道府県医師会から寄せられた
議題に執行部が答弁する形で、
「都道府県医師会
長協議会」を開催してきた。今般、そのあり方

を見直し、
「都道府県医師会長会議」として広く
都道府県医師会長から積極的に政策提言をいた
だく機会に改変することとした。
本日はAグループとBグループに分け、それ
ぞれのテーマに沿って討議いただく。テーマに
ついてはそれぞれのグループから事前に募集し、
Aグループは「新型コロナウイルス感染症の検
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査体制について」
、Bグループは「新型コロナウ
イルス感染症対応による医療提供体制への影響
について」とし、両グループとも新型コロナ感
染症に関するものとした。テーマに対する意見
はあらかじめいただいており、各ブロックの先
生方には活発な議論をお願いしたい。
なお、本日の議事進行については、グル－プ
ごとに、それぞれ議長・副議長を指名させてい
ただいたので、よろしくお願いする。

新型コロナウイルス感染症への対応について
新型コロナウイルス感染症の全国の新規感染
者数は、９月に入ってから連日、１，
０００人を下
回っているが、全く予断を許さない状況が続い
ている。医療機関への受診を控える状況もまだ
まだ続いており、新型コロナウイルス感染症の
影響による医療機関の経営状況の悪化は極めて
深刻である。加えて、季節性インフルエンザと
の臨床的鑑別が難しい中で、次のインフルエン
ザ流行に備えた体制整備をする必要がある。
日本医師会としては、これらの課題について
引き続き厚生労働省など関係各省と協議の上、
迅速に対応していく。その際に、本日の会議で
の提言などを参考にさせていただきながら、地
域の実情に即した取り組みを推進していく。都
道府県医師会長におかれては各地域での課題な
どを踏まえて、忌憚のないご意見をお聞かせい
ただきたい。

Aグループ討議
新型コロナウイルス感染症の検査体制について
議 長：東京都医師会長 尾﨑 治夫
副議長：香川県医師会長 久米川 啓
１ 民間のPCR検査体制の充実について
要望：長野県 長野県では、民間のPCR検査機
関が十分でなく、今後、検査件数が増えた場合
に非常に心配している。日本医師会から厚生労
働省へ要望して、検査機関を増やすよう対応し
てほしい。
「１保健所が行う行政検査」「②保険診療とし
た上で県と委託契約を締結して行うみなし行政
検査～自己負担なし」
「③純然たる保険診療で行
う検査～自己負担有り」の３つが混同しており、
日本医師会で整理して、文書回答してほしい。
回答：釜萢敏常任理事 民間の検査機関が足り
ないことは指摘のとおりであり、地域によって
非常に差がある。そのため、８月５日付けの中川
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会長の下での緊急提言で、民間の業者を急に養
成するのは難しいので、不足する地域は、公的
な検査がしっかりできるように、それぞれの地
域の実情に応じた体制をとるように提言したと
ころである。今後も、しっかりと訴えていきた
い。

２ 行政検査、みなし行政検査、保険診療
のみの検査の明確な再整理
要望：長野県 ８月２１日付けの厚生労働省通知
では、PCR検査または抗原検査を行う場合には、
都道府県と医療機関の間で委託契約の締結が必
要であるとしている。また、関東信越厚生局事
務所に確認した結果、
「PCR検査や抗原検査を行
う場合には、行政検査となり、自己負担が発生
する保険診療での検査は存在しない」とのこと
であった。
長野県としては、県との委託契約を締結せず
に、純然たる保険診療の検査はできないものと
考えているが、この点を日本医師会でしっかり
整理して、文書回答してほしい。
回答：釜萢敏常任理事 行政検査の整理として
は、
「すべて行政検査」という形になる。保健所
が直接出て行く場合は、純然たる行政検査であ
り、保険診療の対象ではない。医療機関で行う
場合には、保険診療となり、７割分は保険で、自
己負担分の３割分は公費負担になる。現状では、
「公費負担なし」の「純然たる自己負担の検査」
は存在しないという整理である。
地域によっては、自己負担を取り検査をして
いるところもあり、これは保険者から拒否され
るわけではなく、ごく一部にはあるようだが、
これはあくまでも例外である。
９月９日付けの事務連絡に明記されているが、
保険診療として医療機関で検査を行う場合につ
いては、中川会長の強い意向で円滑に実施でき
るように要請し、実現している。この問題が大
きい問題になることはないと考えている。
中川俊男会長：先ほどの緊急提言では、委託契
約なしでも医師が必要と認める検査が確実に実
施できるようにということで、厚生労働省と協
議を続けてきた。その結果、９月１０日付けで、日
本医師会から会長・釜萢常任理事の連名で都道
府県医師会長宛てに通知を発出した。結果、委
託契約のハードルをものすごく下げ、ほとんど
委託契約なしのような形まで下げた。つまり、
委託契約を希望する医療機関の表明を、「文書」
「口頭」
「電話」を持って足りることとしたこと、
先に検査しても、委託契約を締結する表明と受
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け取ることとした。最終的な委託契約の文書は、
事後、いつでも良いことになった。従って、委
託契約は検査実施時点まで遡及して適用され、
患者の自己負担は発生しないとの結論が出た。
既に発出しているが、もう一度分かりやすく整
理して発出したい。
この件については、行政は都道府県間で温度
差がある。厚生労働省の事務連絡はほとんど行
き渡らない状況があり、至急文書を送るのでよ
ろしくお願いしたい。

３ 集合契約に参加した医療機関名の公表
の是非について
質問：岡山県 岡山市保健所との契約でPCR検
査を実施している診療所等１２７機関、倉敷市が６９
機関、岡山県医師会との集合契約に参加する医
療機関１
１２機関と「新型コロナウイルス感染症検
体採取予約センター」が調整を行い、依頼医療
機関からの紹介状を持参し検査を受けるシステ
ムを開始した。
どの医療機関が集合契約に参加しているか不
明のままでは、現実の対応が難しいため、同意
が得られた８０医療機関については、県医師会が
リストを保有し、紹介するシステムとしている。
最終的には、かかりつけ医としては、当該医
療機関の同意およびPPE（個人防護具）などの
準備が整えば、公表しても良いと考えるが、日
本医師会の見解はどうか？
回答：釜萢敏常任理事 公表の問題は、医療機
関に対して大きな負担になる、あるいは風評被
害の懸念があるということで、中川会長が「こ
れについては、一律公表は決してできない」と
強く主張している。公表については、あくまで
も医師会と当該医療機関の了解が得られた場合
にのみ、公表があり得ることとしている。なお、
公表について厚生労働省は公表の有無により、
特に強い縛りを掛けてくることはないと担当役
員としては判断している。
中川俊男会長：リストの公表は、医療機関が自
分の医療機関を公表してほしいと申し出があり、
当該地域医師会が了解して初めて公表が可能と
なる。出発点はあくまでも当該医療機関であり、
ご了解を賜りたい。

４ 集合契約に参加した医療機関の補償に
ついて
質問：福井県 集合契約に参加した医療機関名
の公表について悩んでいる。研修会を２回開催
し、段階的に公表できるように、アンケート調
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査などを行いながら公表できるように準備を進
めている。一方で、参加する医療機関への補償
はどうか、予備費などでの対応はできないか。
具体的には、医療従事者も含めて、事故が
あった際の補償を行う保険の保険料であるとか、
具体的な検討方向はどうか。
説明：中川俊男会長 手を挙げて検査に参加し
ていただいた医療機関に対する何らかの手当、
インセンティブは必要と思うので、厚生労働省
医政局と協議中である。決して、可能性が低い
わけではなく前向きに検討している。その件に
関して、リストの公表は一切条件にはならない
ので、安心してほしい。
今村聡副会長：指摘のあった補償としての保険
については、日本医師会も検査だけではなく、
コロナによって感染した医療従事者に対する何
らかの保険を作りたいということで、厚生労働
省や財務省と協議を続けている。
検討方向としては、基本的には規模の大きな
病院などの医療機関は労災保険に加入している
が、労災保険は免責があり、かつ最高８
０％
しか補
償されない。これを、免責なし、つまり補償範
囲を最高１
００％
まで拡大し、万が一不幸な結果に
なった場合には、見舞金が出せる形で新しい保
険制度の構築を要望してきた。また、規模の小
さい診療所などの医療機関の場合には、労災保
険に特別加入していないと対象にならないため、
特別加入の保険料は多額ではないので、特別加
入していただければ、最高７
５万円までの補償と、
給付金、見舞金が出るよう協議している。これ
で、決して十分とは思わないので、引き続き検
討協議したい。

５

抗原定性検査の安全対策について

質問：宮城県 抗原定性検査について、新型コ
ロナ、インフルエンザとも身近なかかりつけ医
で両方できることは非常に大切と思う。その場
合に、抗原定性検査の安全性について、もう少
し情報がほしいという意見が多い。一部の医師
会では、極めて慎重に対応すべきであり、安全
キャビネット内で行うべきとの通達を出してい
るところもあると聞く。一つは鼻咽頭拭い液で
はなく鼻腔前庭拭い液で医師の監督の下、自家
用車などの屋外で採取して検査する方法ならか
なりリスクも減る。県と集合契約を結びかなり
の医療機関に手を挙げてもらったが、屋外での
唾液採取はサージカルマスクと手袋だけでよい
との提言を作ったが、抗原定性検査については
屋外と屋内とでは違うと思うが、フルPPEで対
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応する必要があるか？
回答：釜萢敏常任理事 抗原の迅速定性検査を
普及させていく必要があることについては、国
も大変強くそのように考えている。現時点では、
９月中には指摘のような鼻前庭の検体採取による
コロナの抗原迅速診断が可能になる見通しであ
るが、これについて確実にできるとはまだ断言
はできない。今日までに得られた情報では、９月
中に可能になるのではないかとのことである。
検体の採取に伴うリスクが下がるため、普及に
弾みがつくのではないかと思う。
インフルエンザの検体の採取については、極
力、鼻かみ液を利用する方法を併用し、医療従
事者の感染の危険を減らさないと検査の数が増
えるのは無理であり、その点をしっかりと対応
したい。正確な情報が得られ次第お伝えしたい。

６ インフルエンザ・新型コロナの同時流
行対策について
質問：沖縄県
１唾液検査について
ここ数週間、沖縄県は人口当たりの陽性者数
が全国１位が続くなど、日本医師会や全国の都道
府県医師会にはご支援をいただき、大変感謝す
る。今年の秋冬はインフルエンザ・新型コロナ
の同時流行が懸念されるが、唾液検査だけでイ
ンフルエンザと新型コロナの両方の検査はでき
ないか？
②臨床所見だけでのインフルエンザや新型コロ
ナに対する薬剤処方
インフルエンザと新型コロナが同時流行した
場合に、症状が非常によく似ており、臨床症状
に対する臨床所見だけでインフルエンザや新型
コロナに対して薬を処方し、経過を見ることは
可能か？
回答：釜萢敏常任理事
１唾液検体だけで新型コロナの迅速抗原検査に
ついてはメーカーでは鋭意研究をしているが、
直ぐに今年のシーズンに間に合うのは現時点で
は難しいと思う。唾液にはいろいろな酵素が
入っているので影響が出てしまい、少なくとも
現在の迅速診断のキットを唾液検体で行うのは
無理である。
インフルエンザの迅速診断を唾液で行った経
験がこれまでにないため、できるかどうかメー
カーが一生懸命研究をしているところである。
これについてもまだ正確な情報は得られてない。
②臨床診断でインフルエンザの薬を処方するこ
とは当然に可能である。まずは地域の流行状況
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を踏まえ、臨床所見を把握していただき処方さ
れるのは差し支えない。一方で、インフルエン
ザについては迅速診断を踏まえて処方すること
がかなり定着しているので、患者の了解や理解
を得て、臨床診断で処方していただきたい。
地域の流行状況によっては、インフルエンザ
として治療しながら、危うい場合にはコロナの
検査も実施することもあるし、良好な経過をた
どればコロナの検査は実施しないことも可能で
ある。必ずしも両方の検査を同時に実施するべ
きではなく、急激な発熱ならインフルエンザの
方が疑われるため、地域の流行状況を踏まえて
段階的に検査を実施していく方法もあるし、何
度も来院させるのを防ぐ意味で同時に検査する
場合もあると思う。学会としても、確定的なこ
とを指示している訳ではなく、現場の医師の判
断に任せるスタンスである。

７ HERSYSの入力の簡素化について
質問：東京都、北海道、香川県
回答：釜萢敏常任理事 HERSYSの入力につい
ては、現在検討しており、約３
０の必須項目の削
減など項目の改善、陽性の場合の届出項目の簡
素化などを検討しており、流行シーズン前に結
論を出したいと思っている。

【その他意見・各県の取り組みなどの紹介】
香川県：かかりつけ医レベルでPCR検査、抗原
検査体制の充実が必要である。そうでなければ、
発熱患者を外来で診ることができない。
北海道：子どもの発熱時に、コロナとインフル
エンザの同時検査の実施が必要である。インフ
ルエンザは治療法があるが、コロナは風評被害
の懸念がある。
東京都：コロナとインフルエンザは区分がつか
ないため、大人と子どもは対応を区分して考え
た方が良いのではないか？
奈良県：奈良県では、集合契約を締結できるこ
とになっていないため、現時点では対応できて
いない。集合契約は今後の課題であり、すべて、
個別契約で対応している。
石川県：年末・年始の医療体制について、当番
医として手を挙げている医療機関以外にも対応
してもらうよう検討している。
鹿児島県：唾液によるインフルエンザ・新型コ
ロナの同時検査について、検査所要時間３０分、
感度は９
０％以上の方法をあるメーカーで検査
キットを開発中で、早ければ今年度中に発売で
きるとの情報もあるので紹介しておく。
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補足意見・まとめ

日本医師会常任理事 釜萢 敏
ア 保健所の役割の再確認について
９月４日付けの各医療機関におけるかかりつけ
医で検査を実施してほしい旨の通知を受けて、
保健所が役割を果たさなくなるのではないかと
の懸念があったが、決してそのようなことはな
い。もし仮に医療機関が陽性者を検知した場合
に、保健所が当該患者を入院または自宅待機し
経過観察などどのように処遇するかは保健所が
判断し、医療機関が決めるわけではない。
入院が必要な場合あるいは措置に対する対応
はすべて保健所が対応する。この作業について、
医療機関に負担がかかることはない。
イ 唾液検体の採取方法について
唾液を患者自宅で取り医療機関に持って行く
方法は、本人の検体かを後で再確認を求められ
る可能性もあるため、基本的には医療機関また
は医療スタッフの確認の下で採取するのが原則
である。

Bグループ討議
新型コロナウイルス感染症対応による医
療提供体制への影響について
議 長：鹿児島県医師会長 池田 琢哉
松井 道宣
副議長：京都府医師会長
１ 新型コロナウイルス感染症患者の受入
体制の構築について
煙軽症や無症状患者の入院について
質問：長崎県 軽症や無症状患者まですべて入
院させている地域もあると聞くが、それは適切
か。厚生労働省は軽症や無症状患者の受入れは、
ホテルで良いとの見解であるが、日本医師会の
見解はどうか。
回答：釜萢敏常任理事 地域によって感染の拡
大状況は違うので、それぞれのやり方があって
良いと思う。国としては、入院は「中等症」つ
まり酸素などが必要な患者を適応としている。
これ以外の軽症や無症状患者については、入院
の適応とはしないのが国の方針ではあるが、代
替施設などを準備できるかどうかについて地域
の実情もあるので、一概には言えない。
日本医師会も、軽症や無症状患者の受入れは、
ホテルで受け入れる方向が適切と考えている。
宿泊・療養している方が急に体調を崩した場合
に、重症化する場合もあるので、それへの対応
が可能であるよう配慮をお願いしたい。

２０２０年（令和２年）
１０月２５日（８）

煙軽症や無症状患者への対応について
質問：鹿児島 軽症や無症状患者への対応は、
感染状況のレベル（ステージ）によって、異な
る対応をしても良いのではないか。
回答：釜萢敏常任理事 地域の流行の状況に
よって、基本的には対応を変えざるを得ないと
思う。国全体の方向としては、９月４日付けの通
知により、入院は「中等症・重症者」に振り分
けるのが方針であるが、地域の実情に応じて、
柔軟に対応してほしい。

【その他各県の取り組み等の紹介】
鹿児島県：鹿児島大学を中心に「新型コロナウ
イルス感染症の重症化患者の受入ネットワーク」
を構築した。介護療養施設のクラスター発生予
防および対策の成功例の質問に対して本県では、
定員５０名以上の施設には県から直接感染予防対
策を指導し、５０人未満の施設に対してはオンラ
インで指導、新規入所者、有症者に対しては積
極的にPCR検査を行った。感染者が発生した場
合は原則としては医療機関で受け入れることと
したが、地域医療の逼迫状況によっては、施設
内で隔離して治療する場合もあった。
福井県：新型コロナウイルス感染症の流行状況
（ステージ）に応じて、県全体の必要病床数を確
保する仕組みを構築し、第２波には適切に対応で
きた。今後は、インフルエンザ流行期の対応が
心配である。
静岡県：静岡県は感染数が少なく、軽症者が多
かったので、医療崩壊にはつながっていない。
和歌山県：最初の１例目の対応が良かったので、
その後のまん延を防止することができた。
富山県：新型コロナウイルス感染症の流行対策
として、看護助手の増員が必要である。

２

医業経営への影響について

煙ダイヤモンドプリンセス号への対応について
要望：神奈川県 ２月上旬に発生したダイヤモン
ドプリンセス号への対応として、神奈川県内で
公立・公的以外の民間も含めて４０以上の病院で
２００人以上の患者を受け入れた。これによって、
２月から一般診療の抑制や風評被害が発生し、医
療機関は大打撃を受けた。しかしながら、緊急
包括支援交付金は４月以降の影響分しか支援対象
にならず、２月・３月分に対する支援を県とも協
議しているが、日本医師会としてもバックアッ
プしてほしい。
回答：釜萢敏常任理事 一概に言えないが、神
奈川県におけるダイヤモンドプリンセス号への

（９）２０２０年（令和２年）
１０月２５日
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対応は、日本医師会としてはJ
MATの対応でも
神奈川県に大変お世話になった。まずは、神奈
川県にしっかり相談していただいて、それでも
らちがあかない場合には、日本医師会としては
全面的にバックアップし、国に対して意見を述
べていきたい。
中川俊男会長：明日、新政権が発足するので、
全力で医療機関を救うようお願いし、行動した
い。

日本医師会への提言：広島県
１． 医療機関の経営状況は「公立・公的病院」
・
「民間病院」は区分して検討すべき
新型コロナウイルス感染症対応による医療提
供体制への影響については、経営の問題、受入
体制の問題もあるが、中川会長より新政権に対
して支援を要請していくという心強い言葉が
あったので感謝する。
医療供給体制と経営について、一番大事なの
はコロナ感染症受け入れ病院はすべてが公立・
公的ではなく民間病院もあると思う。受入体制
と経営を考えた場合に、税金で補填する公立・
公的病院と、税金では補填できない民間病院は、
必ず分けて考えないと、受入体制の問題は解決
しない。今後の新型コロナウイルス感染症の流
行状況によっては、早晩、民間病院が救急も含
めて参入せざるを得ない状況になると思う。そ
の時にベッドを確保する場合に公的病院とは
違った対応をしていただきたい。
民間病院はホテル方式、１病棟すべて借り上げ
て空床であってもすべて補填する方式でないと
対応できない。京都府は、病棟ごとに借り上げ
て、空床補償をしているようであるが、これを
ぜひとも全国に拡げていただきたい。
２．オンライン診療への備え
特にオンライン診療では、広島県医師会の既
存の地域医療連携ネットワークがあり、それを
利用して個人個人のPHR（Per
s
onal Heal
t
h
Re
c
o
r
d）を集約管理することとしている。パソ
コンがありネットワークに接続できれば、初診
でもオンライン診療ができるシステムの基盤づ
くりを進めている。他府県におかれてもオンラ
イン診療への備えも参考にしていただきたい。

【その他各県の取り組みなどの紹介】
京都府：京都府医師会独自に、医療機関の影響
調査を実施した（対象：府内全１６４病院、期間：
７/
９～７/
２０、回収率：６５．
８％
）。この調査結果と
して、多くの医療機関に対前年同月比が低下し、

昭和２６年８月２７日
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多大な影響が発生している。

３ 補足意見・まとめ
日本医師会常任理事 釜萢 敏
ア 新型コロナ用感染疑い患者用のベッドの確保
救急などの現場では、
「新型コロナ用感染疑い
患者」への対応が課題となっている。
「入院が必
要な患者で、新型コロナの疑い事例」のベッド
の確保が必要になっており、感染者とは区分し
なければならないし、非感染者とも区分しなけ
ればならない。
埼玉県の大野知事は、
「埼玉県では４０くらいの
病院に、２
００床ほどの疑い患者用のベッドを用
意している」とのことであった。これは、他県
でも直ぐに真似のできることではないが、この
対応が必要と思うので参考としてほしい。
イ 抗原の迅速診断キットについて
抗原の迅速診断キットがさらに普及してくる
と、検査をして結果がでる時期が非常に実際の
運用が難しくなる。つまり、医療現場で直ぐに
結果が出てしまうと、その後の患者の移動に問
題が生じる。
この抗原検査を実施した場合には、いろいろ
と意見があるが、まずは患者には安全なところ
に帰ってもらい、そこに結果を伝えることにし
ないと医療現場が回っていかないのではないか
と感じている。この件については、整理して日
本医師会からも方向を打ち出したい。
ウ 新型コロナウイルス感染症患者の後遺症の
問題
これについては、国が既に調査を始めたとこ
ろであり、今後の課題として重要な問題と思う
ので指摘しておく。

閉会挨拶
日本医師会会長 中川 俊男
長時間の協力に感謝する。全国のリアルタイ
ムのご意見・情報を日本医師会・都道府県医師
会で充分に共有できたのではないかと思う。全
国の医師会の先生方が本当に頑張っていただい
ているのがみんなで実感できた。
一方で、厚生労働省から出される「通知・事
務連絡」がそれに対する都道府県庁の温度差が
非常に大きいことをあらためて実感した。日本
医師会としては、交渉・協議をして、改革・改
善した情報を、正確かつ分かりやすくスピード
感を持って伝わるように、これまで以上に工
夫・努力をしたい。
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地域医療構想の抜本的な見直しについては、
保健医療計画の一部であり、
「５疾病・５事業」に
「新興・再興感染症」を加えることは、厚生労働
省と合意しており、速やかに実行するよう強く
働き掛けたい。
新政権になるが、全国の医療機関（病院・診
療所）は、経営が非常に逼迫していることを、
われわれだけでなく、厚生労働省、与党もすべ
て理解していることを、新政権に対して全力で

２０２０年（令和２年）
１０月２５日（１０）

お願い・要請していきたい。
今回初めての都道府県医師会長会議であった
が、活発なご意見で大きな成果を挙げることが
できるのではないかと思っている。第２回目は１１
月１７日㈫に設定されているので、よろしくお願
いする。
皆さんに協力いただいている「みんなで安心
マーク」の発行が現時点で１２，
６０６件に達した。
更なる普及をお願いしたい。

令和２年度精神保健福祉事業功労者に対する
厚生労働大臣表彰
増

田

勝

・医療法人

幸

氏

比治山病院（広島市）
（１０月１６日㈮

表彰）

おめでとうございます。今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

新着のお知らせ
新着のお知ら
せ
e
‐広報室に下記を追加いたしました。

通達文書
●令和２年９月３０日 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する
手続きの取扱いについて」の一部改正について（経過措置の
一部延長）
●令和２年１
０月５日 医療機関向けキャッシュレスサービス２次パイロットスタ
ディ参加者募集について
●令和２年１０月７日 医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の
一部改正等について（ユルトミリス、トルツ、エンハーツ）
●令和２年１０月７日 抗PD‐
１抗体抗悪性腫瘍剤（オプジーボ点滴静注）及び抗PD‐L
１
抗体抗悪性腫瘍剤（テセントリク点滴静注）に係る最適使用
推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正について

新型コロナウイルス感染症
P１
１・２３・２４・４６に掲載

（１１）２０２０年（令和２年）
１０月２５日
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新型コロナウイルス感染症（COVI
D‐１９）情報
広島県医師会感染症対策委員会

○新型コロナウイルス感染症に係る慰労金・支援金給付事業の申請について
国の第二次補正予算を踏まえ、広島県の６月補正予算に計上された新型コロナウイルス感染症
緊急対応に係る事業のうち、医療機関や介護施設、障害福祉サービス事業所に勤務する医療従
事者等への慰労金の支給及び感染拡大防止の取組を行う施設等に対する支援金の給付に関する
業務が開始されました。広島県ホームページにおいて、詳細を確認いただけますとともに、申
請書等のダウンロードが可能です。
（URL：ht
t
ps
:
/
/
www.
pr
e
f
.
hi
r
o
s
hi
ma
.
l
g.
j
p/
s
o
s
hi
ki
/
2
5
8
/
ho
uka
t
us
i
e
n.
ht
ml
）
申請書、給付対象者一覧等については、原則として国保連の「オンライン情報システム」に
より毎月１５日から月末までの間に提出いただくこととなります。広島県ホームページにQ＆Aも
掲載されておりますのでご確認下さい。
なお、支援金については、１度限りの申請となりますので、各医療機関の上限額を把握し、不
足のないように申請下さい。

○「みんなで安心マーク」について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴
い、感染リスクを恐れて、医療機関への
受診を控えたり、先延ばししたり、お子
さんの感染を心配して、予防接種を控え
たり、健康診断を取りやめている方も少
なくないようです。必要な受診を行わな
いことで病気の悪化や発見が遅れる可能
性があります。
このような現状を鑑み、日本医師会で
は「みんなで安心マーク」の発行を開始しました。受診する患者に感染防止対策を取り組んで
いることを示し、安心して受診していただくことを目的としています。
感染防止対策セルフチェックリストの全ての項目を実践していることが発行の条件となりま
す。チェックリストの内容は、患者さん等にわかりやすく、全ての医療機関に共通する特に重
要な項目としています。
申請は日本医師会ホームページから

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症（COVI
D‐１９）診療の手引き（第３版）
厚生労働省HP（ht
t
ps
:
/
/
www.
mhl
w.
go
.
j
p/
c
o
nt
e
nt
/
0
0
0
6
6
8
2
9
1
.
pdf
）の他、
広島県医師会HP「新型コロナウイルス感染症

関連情報特設ページ」に掲載。

（ht
t
p:
/
/
www.
hi
r
o
s
hi
ma
.
me
d.
o
r
.
j
p/
i
mpo
r
t
a
nt
/
c
o
r
o
na
vi
r
us
2
0
2
0
.
ht
ml
）

○新型コロナウイルス感染症時代の避難所マニュアル
豪雨や台風被害などの自然災害等で避難所が設置された場合、今後は新型コロナウイルス感染
症を意識した避難所運営が必要となることから「新型コロナウイルス感染症時代の避難所マニュ
アル」が日本医師会において作成されました。以下のアドレスで内容の確認ができます。
ht
t
p:
/
/
dl
.
me
d.
o
r
.
j
p/
dl
me
d/
ka
ns
e
n/
no
ve
l
_
c
o
r
o
na
/
s
a
i
ga
i
_
s
he
l
t
e
r
_
ma
nua
l
.
pdf

