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○新型コロナウイルス感染症（COVID-19）ニュース 第 22 号 2020.5.8○ 

宮城県、仙台市での新規に新型コロナウイルス感染が確認される方は最近非常に少なくなり、事業者への休業要請

が一旦解除されました。外出自粛の要請はあるものの、ひとまず医療崩壊の危機は回避されておりますが、まだまだ予

断は許さず、第 2 波への備えも必要と思われます。 

 

 会長より  仙台市医師会院の先生方へ（2020.5.6、永井幸夫会長）  

仙台市では、ここ 2 週間で PCR 陽性者がわずか 1 名、しかも塩釜保健所管轄のクラスター関連である。4 月 16 日、

全国に緊急事態宣言が出された後、仙台市民が不要不急の外出自粛に応え、多くの店舗が営業を自粛し企業もテレワ

ークを実施、そして県をまたがる移動の抑制などが功を奏したものと思われる。しかしながら、ここで安心する訳には行か

ないと思う。現に札幌市は第二波の襲来で 4 月中旬から連日 20 人を越える感染者を出しており、先週、札幌市医師会

会長からの電話では、市からの要請で医師会が PCR 検査センターを設置した、さらに多数の感染者の入院により医療

崩壊が現実のものになりつつあるとのことだった。 

国による 5 月 7 日からの緊急事態宣言の期間延長と基本的対処方針の変更を受け、5 月 5 日に第 3 回仙台市新型

コロナウイルス感染症対策本部会議が開催され出席してきた。（メンバーは、市長・副市長・各局長・各区長ら市の幹部

そして外部からは仙台市医師会長のみ） 

東京都・大阪府など特定警戒都道府県以外の県は、地域の状況により自粛要請が緩和されることになった。宮城県

はクラスターが発生し、特に感染力が高い繁華街の接待を伴う飲食店等への外出の自粛要請は続けるが、「三密」を徹

底的に避ける対策を講じれば、劇場、映画館、図書館、公園から、カラオケ店やパチンコ店（あれほど厳しく対応してい

たにも拘わらず）まで、全ての業種の自粛要請を解除することにしたということを聴き、驚いた。また、イベントも比較的少

人数（50 人未満）なら OK となった。国は、これらのことを「新しい生活様式の実施」と言っている。私から言えば、「専門

家会議」をうまく利用し、このままでは社会経済が機能不全となるとの恐れから、大幅な緩和に踏み切ったのだと思う。ま

さに不条理な世界であると感じた。私は仙台市コロナ対策本部会議の席上、ただ一人、「状況を見て、段階的に緩和す

るなら理解できるが、一気に緩和することにより、多くの市民の気が緩み、コロナウイルス感染症が再燃することを強く懸

念する」と苦言を呈した。不要不急の帰省や旅行など県をまたぐ人の移動は極力避けるようにとのことだが、2～3 週間後

が心配である。 

次に、会員の皆さんが心配されている「PCR 検査の動向」「発熱外来の実施」「PPE の不足」について述べる。 

「ＰＣＲ検査について」 

PCR 検査については、当初、開業医が新型コロナウイルス感染症を疑い保健所に連絡しても、基準に合致していない

という理由で、少し様子を見るようにと言われたケースが続出したため、PCR 検査の対象を拡大するよう市に強く求めた。

当時は国の基準を守る保健所の対応と市衛生研究所の検査能力が 1 日 20 件しかなかったことが問題だった。これらに

ついても再三申し入れ、現在、市衛生研究所では 1 日 80 検体の処理が可能(県全体で 200 検体)と改善された。 

今は「医師が総合的判断から、新型コロナウイルス感染症が疑われ PCR 検査が必要と判断した例」は、保健所に連絡

すれば検査できるようになっている。 

今後は、ＰＣＲ検査の裾野を広げることが必要であり、さらに抗体検査を促進すべきと思う。国のトップの対応は、あまり

に後手後手だし稚拙過ぎる。 

「発熱外来」について 

 一部の会員から医師会で発熱外来を設置してほしいという要望が出ているのは承知している。しかし、多くの会員は医

療の現場で発熱患者を診ているし、現在、仙台市内での感染者は押さえられているので、発熱外来を設置する状況に

は至っていない。 

 なお、発熱外来を設置した場合に誰が診療するのかが、一番の問題である。また、夏かぜやインフルエンザの時期に

発熱者が急増した場合、市内に数カ所ではすぐにパンクしてしまう恐れがあり、今後の検討課題である。 
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「ＰＰＥと消毒用アルコールの不足の解消」 

 病院、診療所のサージカルマスク、Ｎ９５マスク、ゴーグル、フェイスシールド、キャップ、防護服ガウンなどのＰＰＥ、そし

て消毒用アルコールの不足は深刻であり、村井県知事、郡市長を通して国に、県医師会を通して日本医師会に、さらに

政府の中枢にいる国会議員と国民のために役に立つ一部の国会議員に再三再四お願いしてきた。 

 今回、透明度の高いフェイスシールド５０００個を市医師会で購入することができたので、会員である医療機関に分配す

る予定である。私は、仙台市コロナ対策本部会議などで、医療機関におけるＰＰＥの不足、特に帰国者・接触者外来とコ

ロナ患者を入院させている感染症指定医療機関や感染症協力医療機関でのＰＰＥの不足は、院内感染を誘発する可能

性があり、由々しき問題であることを主張してきた。４月末、仙台市がＰＰＥの購入に大きな予算を計上し、市議会で可決

された。朗報であり、期待して戴きたい。 

 先生方とスタッフの皆さんは毎日、緊張感と不安を抱えながら診療されていることと推察しています。私のクリニックも同

じ思いです。「仙台市民の命と健康を守る」という仙台市医師会の使命を如何に果たすか。大変困難な問題に直面して

おりますが、役職員一同鋭意努力して参りますので、会員の先生方のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

  

 まとめ  新型コロナウイルス感染症で影響を受ける医療機関・医療法人に対する支援メニューのご案内

（2020.5.1） 

  別添‥200501_新型コロナウイルス感染症で影響を受ける医療機関・医療法人に対する支援メニューのご案内につ

いて（依頼）（日医） 

経済産業省関東経済産業局長より上記支援の周知依頼がありました。政府は緊急経済対策、給付金、雇用支援（雇

用調整助成金）、無利子融資をはじめとする様々な支援策を講じております。 

内容は、別添 1 枚目に示された通り、「持続化給付金」のほか、「雇用調整助成金の特例措置」、「IT 導入補助金」が

あります。そのほか 2 枚目の通り、「無利子・ 無担保融資」に加え、経営の安定に支障が生じている中小企業者への「セ

ーフティネット保証 4 号・5 号」として、一般保証とは別枠の保証が受けられることとされています。また、この保証の認定

を受けた者は、「信用保証付き融資における保証料・利子減免」の対象となることも示されています。 さらに、納税、厚

生年金等の保険料、電気・ガスなどの支払いの猶予についても示されています。 

 

 まとめ  「新型コロナウイルス感染症外来診療ガイド第 1 版」の発行について（2020.5.1）  

「新型コロナウイルス感染症外来診療ガイ ド第１版」が、日本医師会から発行されました。新型コロナウイルス感染症

の外来診療において必要なこと、保険診療の実際が網羅されておりますので是非ご確認ください。 

特に、このたび時限的、特例として制定された「電話や情報通信機器を使った外来のながれ」、「COVID-19 の患者さ

んが直接来院したときのトリアージ」や「診療の事務的取り扱いについて」も具体的に解説されております。 

事務的取り扱いの一部を抜粋いたします。 

（1） 対面診療による受診歴のある患者だけでなく、受診歴のない患者等についても、医師が電話や情報通信機器

を用いて診療し医薬品の処方を行うことができる。 

（2） 院外処方においては、ファクシミリ等で処方箋情報が薬局に送付される場合、保険医療機関は、電話等再診料

に加え、処方箋料を算定できる。なお、処方箋の原本は当該薬局へ送付する。 

（3） 電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合は、電話等再診料を算定できる。 

（4） 4 月 10 日の事務連絡は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑

みた、時限的・特例的な対応である。  

（5） オンライン診療に関する研修は、受講することが望ましいが、この事務連絡が有効な間は、受講していなくてもオ

ンライン診療が可能である。但し、事務連絡廃止後は、研修を受講しなければ、オンライン診療は実施できない。

なおオンライン診療料を算定する場合は地方厚生局に届け出が必要である。  

（6） 過去に受診歴のない患者に対して診療を行う場合に限っては、他のケースと異なる。 
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▽診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は 7 日間を上限とする。 

▽麻薬、向精神薬に加え、特に安全管理が必要な医薬品の処方はしてはならない。 

なお、保険証の確認は、電話で行う場合は被保険者証の写しや運転免許証など写真付き ID を FAX してもらうか、被

保険者証と写真付き ID を写真に撮ってメールしてもらうこと。支払いは後日、現金か、銀行振り込みや、クレジットカード

その他の電子決済によって実施してもらう。 

新型コロナウイルス感染症を疑う患者さんを診察した場合、院内トリアージ実施料（300 点）が算定できる。疑い病名は

COVID-19。届け出は必要なく再診でも算定できる。 

全体は日本医師会ホームページ URL から閲覧、ダウンロードが可能です。 

掲載 URL http://dl.med.or.jp/dl-med/kansen/novel_corona/shinryoguide_ver1.pdf 

 

 報告  仙台オープン病院の現状について（2020.5.8、古賀詔子理事） 

オープン病院部からの報告です。仙台オープン病院は新型コロナウイルス感染症の指定病院協力病院として、PCR

検査を行っております。PCR 検査は帰国者接触者相談センターから依頼された疑い例にのみドライブスルーで行なって

おり、医師会会員施設、連携医などからの直接の依頼では行っておりません。 

治療に関しては、新型コロナウイルス感染症患者さんの軽症例の治療も引き受けておりましたが、現在の入院はありま

せん。 

 また事業所の健診など、健診センターにおける業務も、緊急事態宣言以後は中止しており、今のところ再開時期は未

定です。 

 

 報告  医療情報部、遠隔会議の取り組み（2020.5.8、佐々木祐肇理事） 

仙台市医師会における様々な部会等の会議は通常は主に医師会の会議室において行っていますが、新型コロナウ

イルス感染症の流行のため、人との接触の機会を極力減らすべく遠隔会議が出来るよう 4 月より検討を行い、ウエブ会

議システムを導入し利用が始まりました。十四大都市における遠隔会議システムの利用状況を調査し参考にし、速やか

に検討しました。沢山あるウエブ会議システムの中から選択するにあたり、導入のしやすさ、使いやすさ、利用可能人数、

セキュリティ対策など検討し、Zoom システムを利用することにしました。このシステムは最大で 100 人まで会議に参加可

能であり、接続時間の制限時間はありません。セキュリティ対策として、パスワードを設定することや、ホスト側でだれが待

機しているか把握ができ入室者の許可を与える待機室を使用すること、また参加者をストップさせるロック機能を使用す

ることを行っています。 

既にいくつかの部会などで使用が始まっており、状況によっては今後ますます遠隔会議が増えてくることと思います。 
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 重要  新型コロナウイルス感染症対応フロー（2020.3.12） 

 現場での基本的な対応フローに変更はありません。下記対策フローをご確認いただき、新型コロナウイルス

感染症が疑われた場合、患者さんからは相談窓口（コールセンター）へ、医療機関からは保健福祉センター管理課

（帰国者・接触者相談センター）への電話相談をお願いいたします。 

 

 

 更新  国内新型コロナウイルス感染症の現状（2020.5.7） 

国内16,287人（国内発生：15,575人、クルーズ船：712人、回復退院5,797人） 

宮城県内：88人、仙台市内:65人 

※厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について（令和2年5月7日時点版参考）」 

 

 再掲  仙台市医師会へのご意見 

 仙台市医師会では会員の皆さまからのご意見に耳を傾け、ご質問等には可能な限りニュース等でお答えしたいと考え

ております。ご意見・ご質問等は FAX、メールでお願いいたします。 

 FAX：022-267-5193 メール：sen-ishi@sendai.miaygi.med.or.jp 

 

編集長 （ 医政広報部長、福壽岳雄 ） からのひとこと 

 宮城県、仙台市での新規感染者数が抑えられていることは大変に喜ばしく、レムデシビルをはじめとする治療薬の目

処がたったことなど明るい話題も聞かれます。しかし、まずはしばらくの経過観察と第 2 波への備えが求められ、終息ま

ではまだまだ長い戦いが必要になりそうです。 
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疑い例の方が来院時は管轄の保健福祉センター管理課（帰国者・接触者相談センター）へ相談の上、対応してください。 

○医療機関からの相談先 

・青葉区保健福祉センター（管理課）   ２２５－７２１１ 

・宮城野区保健福祉センター（管理課） ２９１－２１１１ 

・若林区保健福祉センター（管理課）   ２８２－１１１１ 

・太白区保健福祉センター（管理課）   ２４７－１１１１ 

・泉区保健福祉センター（管理課）     ３７２－３１１１ 

（参考）一般市民の方の相談窓口 

帰国者・接触者相談センター（コールセンター）   ２１１－３８８３ ( 24 時間 ) 

日本語のわからない方の対応は‥宮城県国際化協会 

     ２７５－３７９６ （ 上記コールセンターとの通訳 ） 

聴覚障害のある方など電話が困難な方 FAX:２１１－３１９２ 

厚生労働省コールセンター  ０１２０－５６５６５３（フリーダイアル） （ 9 時から 21 時 ） 

各種情報サイト 

仙台市ホームページ「新型コロナウイルス感染症について」 

https://www.city.sendai.jp/kikikanri/kinkyu/200131corona.html 

医療機関の皆様へ 

https://www.city.sendai.jp/kenkoanzen-kansen/jigyosha/fukushi/iryo/kansensho/motozuku/cvmedical.html 

市民・事業者の皆さまへ 

https://www.city.sendai.jp/kikikanri/kinkyu/corona2020/minasama.html 

厚生労働省ホームページ 

「新型コロナウイルス感染症について」 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

「新型コロナウイルスに関する Q&A」（一般の方向け） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

「新型コロナウイルスに関する Q&A」（医療機関・検査機関の方向け） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.html 

首相官邸「新型コロナウイルス感染症に備えて」 

 http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

日本医師会「新型コロナウイルス感染症」 

 http://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009082.html 

ポスター ・一般的な感染症対策について  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf 

・手洗いについて           https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593494.pdf 

・咳エチケットについて    https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593495.pdf 

新型コロナウイルス感染症 市民向け感染予防ハンドブック 第 2.2 版 

 監修：賀来満夫先生（東北医科薬科大学 医学部 感染症学教室 特任教授） 

 http://www.hosp.tohoku-mpu.ac.jp/info/information/2326/ 

日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド（第 3 版） 

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide3.pdf 

日本プライマリ・ケア連合学会「新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 診療所・病院のプライマリ・ケア 

初期診療の手引き」 Ver2.0  https://www.pc-covid19.jp/files/guidance/guidance-2-0.pdf 



●各制度の詳細は下記リンク先のパンフレットをご確認ください。
（https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf）
●経済産業省HP特設ページにパンフレットを掲載しております。

経済産業省新型コロナウイルス感染症関連 で検索、
または右のQRコードよりご確認ください。

持続化給付金
事業全般に広く使える現金が最大200万円支給されます
対象者は売上が前年同月比で50%以上減少している方
※ 給付上限は、法人200万円、個人事業主100万円、
※ 医療法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
【お問合せ先】
中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ｰ783183 ※平日・土日祝日9時00分～17時00分

１. 月々の固定費の支払いが心配な方へ

２. 雇用を維持したいが給与の支払いが心配な方へ
 雇用調整助成金の特例措置
従業員に支払った休業手当等の最大9/10を国が助成します
※ 解雇等をしていないなど上乗せの要件を満たす事業主の助成率は中小企業9/10 大企業3/4
【お問合せ先】
最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ またコールセンターでもお問い合わせに対応します。
0120-60-3999（受付時間 9:00～21:00（土日・祝日含む））
※雇用調整助成金については今後、特例措置の更なる拡充が予定されています。

 IT導入補助金
ITツールの導入について最大2/3補助されます
※ 対象者：中小企業、小規模事業者

（医療法人は常時使用する従業員の数が300人以下の場合に対象となります）
※ 補助額：30～450万円、補助率：1/2（特定の導入用件を満たした場合の特別枠：2/3）
※ 特別枠に限り、パソコン・タブレット等のハードウェアにかかるレンタル費用も補助対象
※ 想定される活用例：効率化や負担軽減に役立つツールとして、電子カルテ、予約システム、地域医療・多

職種連携ネットワーク、WEB会議など。
【お問合せ先】
一般社団法人 サービスデザイン推進協議会 0570-666-424 ※9:30~17:30（土日祝日除く）

3．ITツールを導入して業務を効率化したい方へ

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける
医療機関・医療法人の皆様へ

雇用維持と事業継続の為の資金繰り支援等のご案内

※令和2年度補正予算成立後

（資金繰り支援は裏面へ）

令和2年4月28日時点

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf


４. 事業継続のための運転資金が心配な方へ

信用保証付き融資における保証料・利子減免
民間金融機関で最大3千万円の実質無利子・無担保の融資が受けられ
ます
※ 対象者はセーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定を受けた方
【お問合せ先】
中小企業 金融・給付金相談窓口 0570-783183 ※平日・土日祝日9時00分～17時00分

無利子・無担保融資
福祉医療機構で無利子・無担保の融資が受けられます
※ 当初5年間は1億円まで無利子（1億円超の部分は0.2％、6年目以降は0.2％）
※ 限度額は病院7.2億円、老健・介護医療院1億円、それ以外の施設で4,000万円(3億円までは無担保)
※ 償還期間は15年以内、うち据置期間（元金の返済猶予期間）5年以内
※ 既往貸付についても、当面6ヶ月間の元利金、事業者の状況に応じて更に最長3年間の元利金の支払い

について、返済猶予の相談に対応します。
【お問合せ先】 独立行政法人 福祉医療機構

開設地が東日本：東京本部福祉医療貸付部医療審査課 03-3438-9940・03-3438-9934
開設地が西日本：大阪支店医療審査課 06-6252-0219
既往貸付に関すること：東京本部顧客業務部顧客業務課 03-3438-9939
日本政策金融公庫(国民事業)で実質無利子・無担保の融資が受けられま
す（※福祉医療機構の融資と併用はできません）
※ 実質無利子化の限度額は、日本公庫（国民事業） 3千万円
【お問合せ先】
日本公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-154-505
沖縄公庫 融資第二部中小企業融資第一班：098-941-1785
日本政策金融公庫等の過去の借入れを一部実質無利子で借換できます
※ 実質無利子化の限度額は最大1億円。借換えの限度額（新規融資と借換えの合計額）は３億円
※ 実質無利子化の限度額は、日本公庫 中小事業 1億円、国民事業3千万円
【お問合せ先】
中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ｰ783183 ※平日・土日祝日9時00分～17時00分

 セーフティネット保証4号・5号
一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証を対象とする資金繰り支援
が受けられます
※ セーフティネット保証4号 一般枠とは別枠（最大2.8億円）で借入債務の100％を保証

売上高が前年同月比▲20％以上減少等の場合 ＜全都道府県を対象に指定＞
※ セーフティネット保証5号 一般枠とは別枠（最大2.8億円、4号と同枠）で借入債務の80％を保証

売上高が前年同月比▲5％以上減少等の場合 ＜補正予算成立後、無床診療所、有床診療所、
一般病院を含め、全ての業種が対象＞

【お問合せ先】 最寄りの信用保証協会

※令和2年度補正予算成立後

※令和2年度補正予算成立後

 基本的にすべての税の納税を猶予できます
 厚生年金等の保険料の納付を猶予できます
 電気・ガス料金の支払いを猶予できます
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、対応が困難な電気・ガス事業者もいるため、全ての相談に応じられるものでは

ありません。

５. 税や社会保険料、電気・ガス料金の支払いが心配な方へ
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