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「地域外来・検査センター」における「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）
」を用いた受診者数等の報告について

今般、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より各都道府県等衛生主管部
（局）宛に標記の事務連絡が発出されるとともに、各地域外来・検査センター管理者宛に、
本システムを用いた受診者数等の報告を依頼する事務連絡が発出されました。
「帰国者・接触外来等」の受診数については、別紙１の令和2年6月26日付厚生労働省新
型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「「帰国者・接触者外来等」受診者数等の
報告依頼について」の通り、7月1日以降「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」（以下「G-MIS」と呼称）による報告とするように依頼されています。
本事務連絡は、「地域外来・検査センター」については、当面の間、従来通り各都道府
県でとりまとめて厚生労働省に報告されていましたが、今後は、G-MISへの登録・入力へ
移行されるよう、改めて地域外来・検査センター等へ依頼するものです。
そのため、都道府県に対しては、厚生労働省へ設置未報告の地域外来・検査センターに
ついて報告すること、「地域外来・検査センター」に対しては、厚生労働省・内閣官房IT
総合戦略室医療機関調査事務局（以下、「G-MIS 事務局」と呼称）より、IDと初期パスワ
ードについて郵送されること、IDが届いたら「窓口調査シート」の内容につきWebフォー
ムまたはFAXを送付することで登録が完了し、報告ができること等を示しています。
つきましては、貴会におかれましては、本件についてご了知いただくとともに、貴会管
下の郡市区医師会並びに関係医療機関等への周知につきご高配を賜りますようよろしくお
願い申し上げます。
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「地域外来・検査センター」における「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）」を用いた受診者数等の報告について

「帰国者・接触者外来等」の受診者数等については、各都道府県でとりまとめて厚生労
働省に報告をいただいていましたが、「「帰国者・接触者外来」受診者数等の報告依頼につ
いて」（令和２年６月 25 日付け事務連絡）において、医療機関及び都道府県・保健所等の
負担軽減及び、継続的、一元的な情報把握のため、
「帰国者・接触者外来」及び「帰国者・
接触者外来」と同様の機能を有すると都道府県等が認めた医療機関については、７月１日
の報告より「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」
（以下「G-MIS」と
いう。）を用いた調査に統一する旨お知らせしたところです。
その際、
「地域外来・検査センター」については、G-MIS への登録率が約３割であったこ
とから、当面の間は、従来どおり都道府県経由の調査を継続することとしましたが、今後、
G-MIS における調査で従来の都道府県経由の調査と同程度に受診者数等の把握ができる
と判断できた時点で、G-MIS を用いた調査に統一する予定です。
都道府県・保健所設置市・特別区（以下「都道府県等」という。）におかれては、下記事
項を参考に、別添の「地域外来・検査センター」宛の依頼文書を配布するなど、各センタ
ーに対して G-MIS への登録・入力を改めて依頼するとともに、各センターからの報告内容
について、誤りや報告漏れ等がないか確認し、正確な報告がなされるよう促していただき
ますようお願いいたします。
なお、
「地域外来・検査センター」を含む帰国者・接触者外来等を設置する医療機関のう
ち、G-MIS を用いて報告のあったものの都道府県別の割合について、今後公表予定である
ことを申し添えます。

記
１．「地域外来・検査センター」の設置報告について
各都道府県においては、
「地域外来・検査センター」を設置した際には厚生労働省に
報告いただいているところですが、既に設置済みの「地域外来・検査センター」であっ
て、厚生労働省に設置報告をしていないものがある場合は、都道府県において保健所設
置市・特別区分もとりまとめのうえ速やかに設置報告をお願いします。また、今後新規
に設置した場合も、設置後速やかに報告をお願いします。
なお、これまで「帰国者・接触者外来」であった医療機関等に対し「地域外来・検査
センター」として新たに運営委託を行った場合も、同様に報告をお願いします。
２.「地域外来・検査センター」の G-MIS への登録支援について
都道府県から「地域外来・検査センター」の設置報告後、厚生労働省・内閣官房 IT
総合戦略室医療機関調査事務局（以下、
「G-MIS 事務局」という。）において ID を付与
し、当該施設に対し、順次、ID 及び初期パスワードを郵送しています。
また、都道府県等には、G-MIS の閲覧権限について、都道府県には４月８日より、保
健所設置市及び特別区には６月 24 日より付与しているところです。
つきましては、各都道府県等において、感染症担当部局・医療担当部局及び G-MIS
の閲覧権限を持つ部局間で十分連携のうえ、管内の「地域外来・検査センター」につい
て、G-MIS への登録状況を確認し、登録がなされていない施設に対しては、当該施設の
調査報告担当者に対し、G-MIS 事務局までご連絡いただくようご案内をお願いします。
G-MIS 事務局において ID の発行状況を確認後、必要に応じて ID を再度郵送いたしま
す。ID が届いた後に、窓口調査シートの内容について WEB フォームに入力する、又
はシートに記入し FAX を送付いただくことで登録完了となり、受診者数等の報告が可
能となります。
３.「地域外来・検査センター」における受診者数等の報告について
G-MIS に登録し受診者数等を入力している施設については、G-MIS への入力をもっ
て報告完了となります。都道府県等において G-MIS を閲覧し、受診者数等の入力を確
認できた施設のデータについては、都道府県におけるとりまとめは不要です。ただし、
各施設において入力された内容について、明らかな誤りや不整合を発見した場合には、
当該施設にデータの確認及び修正の依頼をお願いします。また、G-MIS に登録完了し
ているものの受診者数等の報告がなされていない施設に対しては、速やかな入力を促
すようお願いします。
なお、G-MIS への登録が未完了の施設、もしくは登録済みであるが入力がなされ
ていない施設の受診者数等については、従来どおり、都道府県においてとりまとめの
上、メールによる厚生労働省への報告をお願いします。

４．照会先
① 事務連絡全般について
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
電話：03-5253-1111（内線 8085、8188）

医療班

② 窓口登録、入力方法等について
厚生労働省・内閣官房 IT 総合戦略室 医療機関調査事務局
電話：03-5846-8233(土日祝日を除く平日９時～17 時)
以上
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「地域外来・検査センター」における「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）」を用いた受診者数等の報告について

各医療機関等におかれましては、このたびの新型コロナウイルス感染症対策への多大な
るご協力、ご支援をいただき誠に感謝致します。
今般、厚生労働省及び内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室は「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について」（令和２年３月 26 日付け健感発
0326 第３号、医政地発 0326 第１号、閣副第 325 号）に基づいて、各医療機関における新型
コロナウイルス感染疑い患者の外来受診状況、入院病床の状況、人工呼吸器等の保有状況、
稼働状況及び、マスク等の医療物資の在庫状況等を、
「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」
（以下「G-MIS」という。）を通じて、各医療機関に対して直接調査を
行っております。
「地域外来・検査センター」の受診者数等については、現在、各都道府県でとりまとめ
て厚生労働省に報告をいただいているところですが、医療機関及び都道府県等の負担軽減、
及び一元的な情報管理と継続的な受診者数等の経緯把握等のため、G-MIS を用いた把握へ
の移行を進めているところあり、今後、G-MIS における調査で従来の都道府県経由の調査
と同程度に受診者数等の把握ができると判断できた時点で、G-MIS を用いた調査に統一す
る予定です。
つきましては、下記の事項等を参考に、G-MIS への登録・入力について改めてお願いい
たします。

＜別添＞

記
１.「地域外来・検査センター」の G-MIS への登録について
「地域外来・検査センター」を設置した際は、都道府県から厚生労働省に設置報告を
いただいています。報告のあった施設には厚生労働省・内閣官房 IT 総合戦略室医療機
関調査事務局（以下、
「G-MIS 事務局」という。）において ID を付与し、当該施設に対
し、順次、ID 及び初期パスワードを郵送しています。
ID 等が届いたら、同封された窓口調査シートの内容について Web フォームに入力す
る、又はシートに記入し FAX 送付いただくことで登録完了となり、受診者数等の報告
が可能となりますので、速やかに手続きをお願いします。
「地域外来・検査センター」であるにもかかわらず、ID 等が届いていない場合は、
G-MIS 事務局までお問い合わせください。ID の発行状況を確認後、必要に応じて ID を
再度郵送いたします。
なお、既に「帰国者・接触者外来」として G-MIS に登録している施設について、
「地
域外来・検査センター」として契約変更した場合は、施設側での手続きは不要です。以
前と同じ ID を用いて引き続き G-MIS を利用してください。
２.「地域外来・検査センター」における受診者数等の報告について
現在、
「地域外来・検査センター」においては、受診者数等について、毎日管轄の都
道府県等に報告いただいているところですが、G-MIS に登録し受診者数等を入力して
いる施設については、G-MIS への入力をもって報告完了としますので、施設から別途
都道府県等への報告は不要です。
なお、G-MIS への登録が完了するまでの間は、これまで同様の方法で都道府県に対
し受診者数等の報告をお願いします。
３.

G-MIS への入力内容の確認及び修正等について
都道府県等においては、G-MIS の閲覧権限を活用し、各施設における受診者数等の
報告内容の確認をしております。報告がなされていない、又は報告内容に明らかな誤
りや不整合を来しているデータを発見した場合には、都道府県等から照会がある可能
性がありますので、事実関係の確認及び必要に応じてデータの修正についてご協力お
願いします。

４．照会先
① 事務連絡全般について
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 医療班
電話：03-5253-1111（内線 8085、8188）
② 窓口登録、入力方法等について
厚生労働省・内閣官房 IT 総合戦略室 医療機関調査事務局（G-MIS 事務局）
電話：03-5846-8233(土日祝日を除く平日９時～17 時)
以上
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ࡋ࡚ឤᰁἲ➨  ᮲ᇶ࡙ࡃㄪᰝ㸦3&5 ᳨ᰝಀࡿデ⒪ሗ㓘ࡢ⟬ᐃせ௳ヱᙜࡍࡿሙྜ㝈
ࡿࠋ
㸧㛵ࡍࡿጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓ་⒪ᶵ㛵㸦ࡓࡔࡋᖐᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅እ᮶ཪࡣᆅᇦእ᮶᳨࣭ᰝ
ࢭࣥࢱ࣮࡛࠶ࡿሙྜࡣ㝖ࡃ㸧
ࠋ
ͤ㸰 ࠕ⾜ᨻ᳨ᰝࢆ⾜࠺ᶵ㛵࡛࠶ࡿᆅᇦእ᮶᳨࣭ᰝࢭࣥࢱ࣮ࡢ㒔㐨ᗓ┴་ᖌ࣭㒆ᕷ༊་ᖌ➼
ࡢ㐠Ⴀጤク➼ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦௧㸰ᖺ㸲᭶  ᪥ࡅົ㐃⤡㸧
ͤ㸱 ࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿ⾜ᨻ᳨ᰝࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦୍㒊ᨵṇ㸧ࠖ㸦௧㸰ᖺ㸴᭶
 ᪥ឤⓎ㸮㸴㸰㸳➨㸴ྕ㸧ᇶ࡙ࡁࠊᙜヱ་⒪ᶵ㛵ࡀ 3&5᳨ᰝ㸦ၚᾮ㸧ཪࡣᢠཎ᳨ᰝ㸦ၚ
ᾮ㸧ࢆ⾜࠺ࡋ࡚ጤクࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢࠊ3&5 ᳨ᰝ㸦ၻ⑱ࠊ㰯ဗ㢌ᣔ࠸ᾮ➼ࡢၚᾮ௨እࡢ᳨
య㸧ཪࡣᢠཎ᳨ᰝ㸦㰯ဗ㢌ᣔ࠸ᾮ㸧ࢆᐇࡍࡿሙྜࡋ࡚ጤクࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢࠋ

        ࠕᆅᇦእ᮶᳨࣭ᰝࢭࣥࢱ࣮ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀయࠊᐇ᪉ᘧࠊᐇෆ
ᐜࠊ᳨ᰝࡢ⨨࡙ࡅࠊ㸯᪥ᙜࡓࡾࡢ᳨ᰝྍ⬟ᩘࠊᐇ᭙᪥ࠊᐇ㛫

  ղሗ࿌ᮇ ࠕᖐᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅እ᮶ࠖ➼ࢆタ⨨ࡋࠊཪࡣタ⨨ࡋࡓ㝿ሗ࿌ࡋࡓෆᐜ
ኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓ㝿ࠊࡑࡢ㒔ᗘሗ࿌
       
㸦㸰㸧ࠕᖐᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅እ᮶➼ࠖࡢཷデ⪅ᩘ➼
   ูῧ㸯࡛ሗ࿌ࢆ࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡓࠕᖐᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅እ᮶➼ཷデ⪅≧ἣㄪᰝࠖࡘ࠸࡚
ࡣࠊ
ࠕᖐᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅እ᮶ࠖཬࡧࠕᖐᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅እ᮶ࠖྠᵝࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ་⒪ᶵ
㛵ࡋ࡚㒔㐨ᗓ┴➼ࡀㄆࡵࡓ་⒪ᶵ㛵ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ་⒪ᶵ
㛵➼ሗᨭࢩࢫࢸ࣒㸦*0,6㸧ࠖ࠾ࡅࡿㄪᰝ࡛ࠊྠ⛬ᗘࡢ≧ἣࡢᢕᥱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ㸵᭶㸯᪥ࡽࡢሗ࿌ࡣ *0,6 ⤫୍ࡋࠊᮏㄪᰝࡣᗫṆࡋࡲࡍࠋࡑࡢࡓ
ࡵࠊ㸴᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢሗ࿌ࡘ࠸࡚ࡣูῧ㸯࡛ሗ࿌ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ㸵᭶㸯᪥ศ௨
㝆ࡣྛ㒔㐨ᗓ┴࡛ྲྀࡾࡲࡵ࡚ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃᚲせࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡓࡔࡋࠊࠕᆅᇦእ᮶᳨࣭ᰝࢭࣥࢱ࣮ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ*0,6 ࡢධຊࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡓ
ࡵࠊᘬࡁ⥆ࡁูῧ㸯ᇶ࡙ࡁㄪᰝࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
   ྛ㒔㐨ᗓ┴ࠊಖᡤタ⨨ᕷཬࡧ≉ู༊࠾ࢀ࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁ⟶ෆࡢ་⒪ᶵ㛵㸦ᖐ
ᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅እ᮶➼ࡶྵࡴ㸧ࠊ≉ᆅᇦእ᮶᳨࣭ᰝࢭࣥࢱ࣮ᑐࡋ࡚ *0,6 ࡼࡿሗ࿌
ࢆಁࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋᆅᇦእ᮶᳨࣭ᰝࢭࣥࢱ࣮ࡘ࠸࡚ࡶࠊ*0,6 ࡛ྠ⛬ᗘࡢ
≧ἣࡢᢕᥱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓⅬ࡛ᮏㄪᰝࢆᗫṆࡋࡲࡍࠋ

ձሗ࿌ෆᐜ 㸯᪥ศࡢࠕᖐᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅እ᮶➼ࠖࡢཷデ⪅ᩘ➼㸦㸵᭶㸯᪥௨㝆ࡣᆅᇦእ
᮶᳨࣭ᰝࢭࣥࢱ࣮ࡢࡳࡢཷデ⪅ᩘ➼㸧
࣭ࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫᢠཎ᳨ฟ⏝࢟ࢵࢺ㸦㎿㏿デ᩿࢟ࢵࢺ㸧ᐇேᩘࠖࢆࠕᢠཎ
ᐃᛶ᳨ᰝᐇேᩘࠖࡋࠊࠕᢠཎᐃ㔞᳨ᰝᐇேᩘࠖࢆ㏣ຍࡍࡿࠋࡲࡓࠊࠕᢠཎ
ᐃ㔞᳨ᰝᐇேᩘࠖࡢෆヂࡋ᳨࡚యࡢ✀㢮࡛࠶ࡿࠕ㰯ဗ㢌ᣔ࠸ᾮࠖཬࡧࠕၚᾮࠖ
ࠊࡑࢀࡒࢀࡢෆヂࡋ࡚ࠕ㝧ᛶ⪅ᩘࠖཬࡧࠕಖ㝤㐺⏝ࡢ᳨ᰝࡢᐇேᩘࠖࢆ㏣
ຍࡍࡿࠋ
  ղሗ࿌ᮇ ⩣᪥  ࡲ࡛
  ճሗ࿌ᵝᘧ ูῧ㸯


㸰㸬ࠕᖐᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࠖࡘ࠸࡚
㸦㸯㸧ࠕᖐᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢタ⨨≧ἣ
  ձሗ࿌ෆᐜ ࠕᖐᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢタ⨨ሙᡤ㸦ᴗົጤクࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ
ᴗົጤクඛ㸧ࠊ㸰㸲㛫ᑐᛂࡢ᭷↓ࠊ㟁ヰᅇ⥺ᩘཬࡧᑓ⏝ᅇ⥺ࡢ᭷↓ࠊᑐᛂ
㛫
  ղሗ࿌ᮇ ࠕᖐᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆタ⨨ࡋࠊཪࡣタ⨨ࡋࡓ㝿ሗ࿌ࡋࡓ
ෆᐜኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓ㝿ࠊࡑࡢ㒔ᗘሗ࿌

㸦㸰㸧ࠕᖐᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ┦ㄯ௳ᩘ➼
  ձሗ࿌ෆᐜ 㸯᪥ศࡢࠕᖐᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ཬࡧᴗົጤクࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣᴗ
ົጤクඛࠖࡢ┦ㄯ௳ᩘ➼
ͤࠕᖐᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ┦ㄯᑐᛂ௳ᩘࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞┦ㄯ➼ࡢᑐᛂ௳
ᩘࢆྵࡵࡓࠕᖐᅜ⪅࣭᥋ゐ⪅┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࠖ┦ㄯ➼ࡢ࠶ࡗࡓ࡚ࡢ┦ㄯᑐᛂ
௳ᩘࠊࡑࡢ࠺ࡕ୍⯡ⓗ࡞┦ㄯ➼ࡢᑐᛂ௳ᩘࢆ㝖࠸ࡓఱࡽࡢ㌟యⓗ≧ࢆ᭷
ࡍࡿ⪅ཬࡧࡑࡢᐙ᪘ཪࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ⪅ࡢ᥋ゐࡀࢃࢀࡿ⪅➼
ࡽࡢ┦ㄯ࠸ࡗࡓ┦ㄯᑐᛂ௳ᩘࡢ୧᪉ࢆィୖࡍࡿࡇࠋ
୍࠙⯡ⓗ࡞┦ㄯ➼ࡢࠚ
࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡣ࠺ࡸࡗ࡚ឤᰁࡋࡲࡍࠋ
࣭ឤᰁࢆண㜵ࡍࡿࡓࡵὀពࡍࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡢࡼ࠺ᑐᛂࡍ
ࢀࡤࡼ࠸࡛ࡍࠋ
࣭㌟యⓗ≧ࡣ࡞ࡃᏳ࡞ࡓࡵ᳨ᰝࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࡢ࡛ࠊ᳨ᰝྍ⬟࡞་⒪ᶵ
㛵ࢆ⤂ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ
   ղሗ࿌ᮇ ⩣᪥  ࡲ࡛
  ճሗ࿌ᵝᘧ ูῧ㸰

㸱㸬␃ព㡯
 ۑ㒔㐨ᗓ┴ෆࡢಖᡤࢆタ⨨ࡍࡿᕷཬࡧ≉ู༊ࡢᐇ⦼➼ࡶࡲࡵ࡚ሗ࿌ࡍࡿࡇࠋ
 ۑሗ࿌ࡢ࣓࣮ࣝࡢᶆ㢟ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࡍࡿࡇࠋ㸦ᾏ㐨ࡢ㸧
㸯㸦㸯㸧ࠕ࠙ ᾏ㐨ۑ᭶ۑ᪥ࠚእ᮶タ⨨≧ἣࠖ
㸯㸦㸰㸧ࠕ࠙ ᾏ㐨ۑ᭶ۑ᪥ࠚእ᮶ཷデ⪅ᩘࠖ
㸰㸦㸯㸧ࠕ࠙ ᾏ㐨ۑ᭶ۑ᪥ࠚࢭࣥࢱ࣮タ⨨≧ἣࠖ
㸰㸦㸰㸧ࠕ࠙ ᾏ㐨ۑ᭶ۑ᪥ࠚࢭࣥࢱ࣮┦ㄯ௳ᩘࠖ
ࠐ ྛ㒔㐨ᗓ┴➼࠾࠸࡚ࡣࠊ3&5 ᳨ᰝཬࡧᢠཎ᳨ᰝࡢ᳨ᰝᐇᩘཬࡧ㝧ᛶ⪅ᩘࢆྛ⮬
యࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ⏝࠸࡚බ⾲ࡍࡿࡇࠋ

㸲㸬ᥦฟඛ
ࠕཌ⏕ປാ┬᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐ⟇᥎㐍ᮏ㒊 ་⒪ᥦ౪యไ⌜ࠖ ᐄ
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