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新型コロナウイルス感染症患者の入院について 

（診療報酬上の取り扱いなどについて） 

 

 

平素は、新型コロナウイルス感染症に関して、日夜ご対応下さり、心から感謝申し上

げます。 

さて、上記について村井知事、郡仙台市長、冨永東北大学病院長の 3者連名で通知（参

考資料 1参照）が発出されました。 

 現在、従来からコロナ患者を入院加療している施設がほぼ満杯となっており、従来診

ていなかった病院でも、自院で発生したコロナ患者は、まず自院で診ることが求められ

ています。 

 従来も宮城県病院協会加盟 100病院のうち、77の病院が後方支援病院として手挙げを

していただいておりますが、今回の通知を受けて改めて①後方支援機能を発揮していた

だいた場合の診療報酬および②自院で発生したコロナ患者を入院で診た場合の診療報

酬について、日医医療保険課などと連絡を取ってまとめましたので、参考までにご覧い

ただければ幸いです。 

 

 

①後方支援病院として、コロナ患者を受け入れた場合の点数 

要約すると、令和 4 年 10 月 1 日以降は、30 日までは 750 点＋1900 点（2650 点／

日）が算定できます。また 31日以降 90日までは 750点＋950点（1700点／日）が算

定できます。90日以降は 750点が算定できます（参考資料 2参照）。 

 

②中等症、中等症Ⅱの患者入院時の診療報酬について 

中等症患者の入院に関しては、3800 点／日が算定可能で、15 日以上継続する場合

は、理由をレセプトの摘要欄へ記載すること。さらに中等症Ⅱ（呼吸不全に関する診

療管理を要する場合）以上の入院加療が必要な患者に対しては 5700 点／日が算定で

き、15日以降も算定する場合は、継続的な診療が必要と判断した理由をレセプトの摘



要欄に記載することとなっています（参考資料 3参照）。 

 

 

以上ご連絡いたします。よろしくご了知のほど、お願い致します。 

 

 

 

担当：総務部総務課 

TEL 022－227－1591 FAX 022－266－1480 

E-mail：mma@miyagi.med.or.jp 

 



（電子メール施行） 

令和４年１２月１日  

各医療機関の長 殿 

宮城県知事  村井 嘉浩 

仙 台 市 長 郡  和子 

宮城県新型コロナウイルス感染症医療調整本部長 

東北大学病院長  冨永 悌二 

今冬の新型コロナウイルス感染症患者の入院対応等について（依頼） 

新型コロナウイルス感染症患者の入院対応等につきましては，日頃格別の御協力を賜り厚く

お礼申し上げます。 

さて，県内での感染者数が１日４千人を超えるなど，今夏の第７波を超える勢いで感染が再

拡大しています。入院者数も過去最多を更新するなど病床のひっ迫は未曾有の状況であり，こ

うした状況を踏まえ，県では１１月３０日に「みやぎ医療ひっ迫危機宣言」を発出しました。 

先月２５日に開催した新型コロナウイルス感染症対応病院長等会議出席者である新型コロ

ナ入院受入病院の病院長等からも，現在の極めて厳しい病床のひっ迫状況が報告されました。 

このことを踏まえ，改めて全ての医療機関（病院）に下記のとおりの運用を御理解いただき，

特段の御高配を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

１ 自院における入院患者の陽性が判明した場合は，他院への転院調整は現実的に非常に困難

であることから，継続して自院にて入院加療していただきますようお願いします。 

２ 特に，基礎疾患を有する患者のコロナ罹患が増えておりますが，病床がひっ迫している状

況下での転院調整は更に困難であることから，原則として自院での診療継続に御協力をお願

いいたします。 

３ 新型コロナウイルス感染症以外の疾患として，外来受診された患者が新型コロナ陽性と判

明した場合には，他院での入院・外来の調整は上記のように困難であるため，原則として必

要な健康観察・診療（入院を含む。）の実施をお願いいたします。 
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日医発第 1272 号（保険） 

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ８日 

都道府県医師会 

社会保険担当理事 殿 

日本医師会常任理事 

長 島 公 之 

 （公印省略） 

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76） 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等

について、添付資料のとおり厚生労働省より取扱いが示されましたので、取り急ぎご連絡

申し上げます。 

今回の取扱いは、 

① 入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で疾患

別リハビリテーションを実施した場合に二類感染症患者入院診療加算（250点）が算

定可能となる取扱い

② 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者が退院に

関する基準を満たし、入院の勧告・措置が解除された後、最初に転院した保険医療機

関において、救急医療管理加算１の100分の200に相当する点数（1,900点）が算定可

能となる取扱い

等ついて示されたものであります。 

つきましては、貴会会員へのご対応等、よろしくお願い申し上げます。 

＜添付資料＞ 

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 76） 

（令 4.9.27 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 
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事 務 連 絡 

令和４年９月 27 日 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

厚生労働省保険局医療課 

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76） 

新型コロナウイルス感染症の臨時的な診療報酬の取扱い等について別添のとおり

取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周

知徹底を図られたい。 

なお、この取扱いは、令和４年10月１日以降適用される。 

以上 

御中



（別添） 

（答）当該点数については、「日本リハビリテーション医学会感染対策指針

（COVID-19 含む）」（日本リハビリテーション医学会）等を参照した上で、疾

患別リハビリテーションを実施し、区分番号「Ｈ０００」心大血管疾患リハビ

リテーション料、「Ｈ００１」脳血管疾患等リハビリテーション料、「Ｈ００

１－２」廃用症候群リハビリテーション料、「Ｈ００２」運動器リハビリテー

ション料又は「Ｈ００３」呼吸器リハビリテーション料を算定する場合に、１

日につき１回算定できる。 

なお、地域包括ケア病棟入院料等、疾患別リハビリテーションに係る費用が

当該入院料に含まれる特定入院料を届け出ている病棟においても、上記と同様

の疾患別リハビリテーションを実施した場合に、１日につき１回算定できる。 

また、４月８日事務連絡の２（２）における二類感染症患者入院診療加算

（250 点）と併算定して差し支えない。 

（答）当該点数については、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き

入院管理が必要な患者が退院に関する基準（※１）を満たし、入院の勧告・措置

（※２）が解除された後、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日

として 30 日を限度として算定できる。 

問１ 入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対し、必要な感染予防策を講じ

た上で疾患別リハビリテーションを実施した場合において、「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９）」（令和２年

４月８日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「４月８日事務連絡」と

いう。）の２（２）に示される二類感染症患者入院診療加算（250 点）につい

て、どのように考えればよいか。 

問２ 「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 31）」（令和２年 12 月 15 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下

「12 月 15 日事務連絡」という。）の２において、「新型コロナウイルス感染症

から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関に

おいて、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点か

ら、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染

症患者入院診療加算の 100 分の 300 に相当する点数（750 点）を算定できるこ

と」とされている。 

この場合において、「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）」（令和２年４月 18 日付け厚生労働省保険局医療課

事務連絡。以下「４月 18 日事務連絡」という。）の２に示される救急医療管理

加算１の 100 分の 200 に相当する点数（1,900 点）について、どのように考え

れば良いか。 



なお、12 月 15 日事務連絡の２に示される二類感染症患者入院診療加算の 100

分の 300 に相当する点数（750 点）と併算定して差し支えない。 

ただし、「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 34）」（令和３年１月 22 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡）

の問１に示す救急医療管理加算１（950 点）は併算定できないが、最初に転院し

た保険医療機関における入院日を起算日として 30 日を超えて入院する場合は、

30 日を経過した日以降、60 日を限度として算定できることとなる。 

（答）新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者

を受け入れた医療機関から、やむを得ない理由等により、他の保険医療機関に

転院した場合であっても、当該点数は引き続き算定できる。ただし、二回目以

降の転院については、入院の勧告・措置（※２）の終了後、最初に転院した保険

医療機関における入院日を起算日とする。 

また、当該加算の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、最初に転

院した保険医療機関における入院日及び当該加算の算定日数を記載すること

（当該保険医療機関に転院するよりも前に、複数の転院がある場合は、それぞ

れの保険医療機関における当該加算の算定日数を記載すること。）。 

※１ 「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おける新型コロナウイル

ス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正）」（令和２年６月 25 日健

感発 0625 第５号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）に定める退院に関する基準をい

う。 

※２ 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（平成 10年法律第 114 号）

第 19条又は第 20 条に基づく入院の勧告・措置をいう。 

問３ 問２について、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院

管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関から、さらに、他の保険医療機関

に転院した場合、４月 18 日事務連絡の２に示される救急医療管理加算１の 100

分の 200 に相当する点数（1,900 点）について、どのように考えれば良いか。 



（保 138） 

令和３年８月２７日 

都道府県医師会 

社会保険担当理事 殿 

日本医師会常任理事 

松 本 吉 郎 

 （公印省略） 

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56）（その57）（その58） 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等につ

いて、添付資料のとおり厚生労働省より取扱いが示されましたので、取り急ぎご連絡申し上げ

ます。 

今回の取扱いは、次のとおりであります。 

【臨時的な取扱い（その56）】 

 中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対して、より多くの重症化のリスク因子が明ら

かとなり、診療の際に注意を要する事項が増加していること、新たな知見に基づく医薬品の

使用が進んでいること等を踏まえ、より手厚い診療を要することから、次の取扱いとする。 

・入院加療を実施する患者の診療に係る評価を３倍から４倍に引上げる。 

（救急医療管理加算１（３倍）2,850点 → （４倍）3,800点） 

・呼吸不全管理を要する患者（中等症Ⅱ）の診療に係る評価を５倍から６倍に引上げる。 

（救急医療管理加算１（５倍）4,750点 → （６倍）5,700点） 

【臨時的な取扱い（その57）】 

① 新型コロナウイルス感染症患者に対し、短期の入院の間に中和抗体薬「カシリビマブ及

びイムデビマブ」を投与した後、自宅・宿泊療養に移行した場合、当該入院に係る二類感

染症患者入院診療加算（250点）及び救急医療管理加算１の100分の400に相当する点数

（3,800点）の算定の取扱い 

② 臨時的な取扱い（その56）の発出日（令和３年８月27日）以降の中等症の新型コロナウ

イルス感染症患者の診療に係る救急医療管理加算１の算定の取扱い 

③ 重症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲に関し、当該患者が、人工呼吸器管理等を

要しないものの、特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理を要すると医学的

に判断される場合の特定集中治療室管理料等の算定の取扱い（再周知） 

④ 同一の患家等で２人以上の自宅・宿泊療養を行っている者を診察した場合の救急医療管

理加算１（950点）の算定の取扱い 

⑤ 訪問看護開始時の重要事項文書の説明、同意の確認について、新型コロナウイルス感染

症に感染している等の利用者の状態に応じた対応方法 

w.horaguchi
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【臨時的な取扱い（その58）】 

新型コロナウイルスに感染した妊婦または妊産婦について、ハイリスク妊娠管理加算

（1,200点）またはハイリスク分娩管理加算（3,200点）の算定対象として、当該加算を算定

できること。 

また、それぞれ算定上限日数を超えて、入院による管理が医学的に必要とされる場合は、

上限日数を超えて算定が可能となること。 

つきましては、貴会会員へのご対応等、よろしくお願い申し上げます。 

＜添付資料＞ 

・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 56） 

（令 3.8.27 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 

・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 57） 

（令 3.8.27 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 

・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 58） 

（令 3.8.27 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 



事 務 連 絡 

令和３年８月 27 日 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）

厚生労働省保険局医療課 

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56） 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、手厚い診療を必要とする患者が増加してい

ることや、医療従事者への感染リスクを伴う診療による医療従事者の身体的・心理的

負担が増大していることから、医療提供体制の確保のためにも、医療従事者への処遇

に配慮する必要がある。 

このような中、中等症の新型コロナウイルス感染症患者の診療に係る臨時的な診療

報酬の取扱い等について、下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のない

よう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。 

記 

中等症の新型コロナウイルス感染症患者（急変等のリスクに鑑み、自宅・宿泊療養

の対象とすべきでない患者を含む。以下「入院加療を実施する患者」という。）に対

しては、より多くの重症化のリスク因子が明らかとなり、診療の際に注意を要する事

項が増加していることや、新たな知見に基づく医薬品の使用が進んでいること等を踏

まえ、より手厚い診療を要することから、以下の取扱いとする。

（１）入院加療を実施する患者（入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加

算を算定できるものを現に算定している患者に限り、次の（２）に該当する患者

を除く。）については、14 日を限度として１日につき救急医療管理加算１の 100

分の 400 に相当する点数（3,800 点）を算定できることとすること。 

ただし、上記において継続的な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こと。なお、その場合においては、継続的な診療が必

御中



要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。 

（２）入院加療を実施する患者のうち、呼吸不全に対する診療及び管理を要する中等

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日を限度として１日につき救急医療管理加算１の100分の600に相当する点数

（5,700 点）を算定できることとすること。 

ただし、上記において継続的な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こと。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。 



事 務 連 絡 

令和３年８月 27 日 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）

厚生労働省保険局医療課 

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57） 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱

い等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下

の保険医療機関及び訪問看護ステーションに対し周知徹底を図られたい。 

以上 

御中



（別添）

（答）それぞれ算定できる。 

また、当該入院に係る所定の要件を満たした場合、医科点数表の第 1 章第２部

第２節に規定する入院基本料等加算も算定できる。 

（答）「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 56）」の発出日（令和３年８月 27 日）以降は、同事務連絡の（１）又は（２）

により取り扱うこと。 

（答）当該患者は重症の新型コロナウイルス感染症患者に該当するものとして、５月

26 日事務連絡の別表に示す特定集中治療室管理料等を算定してよい。

問１ 中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」（以下「本剤」という。）の投

与対象となる新型コロナウイルス感染症患者に対し、短期の入院の間に本剤を

投与した後、当該患者が自宅・宿泊療養に移行した場合、当該入院に係る「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いについて（その

９）」（令和２年４月８日厚生労働省保険局医療課事務連絡）の２（２）におけ

る二類感染症患者入院診療加算（250 点）及び「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 56）」（令和３年８月 27 日厚

生労働省保険局医療課事務連絡）の（１）における救急医療管理加算１の 100

分の 400 に相当する点数（3,800 点）の算定について、どのように考えればよ

いか。 

問２ 「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）」（令和２年４月 18 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）の２、「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

19）」（令和２年５月 26 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「５月 26 日

事務連絡」という。）の１（２）及び「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 27）」（令和２年９月 15 日厚生労働省保

険局医療課事務連絡）の１に示す中等症の新型コロナウイルス感染症患者の診

療に係る救急医療管理加算１の算定について、どのように考えればよいか。 

問３ ５月 26 日事務連絡の２（１）における重症の新型コロナウイルス感染症患

者の範囲に関し、当該患者が、人工呼吸器管理等を要しないものの、特定集中

治療室管理料等を算定する病棟における管理を要すると医学的に判断される

場合、特定集中治療室管理料等の算定について、どのように考えればよいか。



（答）２人目以降の自宅・宿泊療養を行っている者について、往診料を算定しない場

合においても、救急医療管理加算１（950 点）を算定して差し支えない。

（答）よい。 

問４ 「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 51）」(令和３年７月 30 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添問

１において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、新型コロナウイルス感

染症に関連した訴えについて往診を実施した場合、救急医療管理加算１（950 

点）を算定できることとされているが、同一の患家等で２人以上の自宅・宿泊

療養を行っている者を診察した場合の当該加算の算定については、どのように

考えればよいか。 

問５ 訪問看護の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族等に対し、運

営規定の概要等の重要事項を記載した文書を交付して説明し、同意については

書面によって確認することが望ましいとされているが、新型コロナウイルス感

染症に感染している等の利用者の状態に応じて、説明は電話等により行い、必

要な書面については後日郵送等により対応してもよいか。 



事 務 連 絡 

令和３年８月 27日 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）

厚生労働省保険局医療課 

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58） 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱

い等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下

の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。 

以上

御中



（別添） 

（答）新型コロナウイルスに感染した妊婦については、当該加算の算定対象となる患

者に該当するものとして、当該加算を算定できる。この場合において、当該加算

の算定上限日数（１入院につき 20 日）を超えて、入院による管理が医学的に必

要とされる場合には、21 日目以降も算定できる。なお、この取扱いは、本事務連

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ついて（そ

の 58））の発出日以降適用される。 

（答）新型コロナウイルスに感染した妊産婦については、当該加算の算定対象となる

患者に該当するものとして、当該加算を算定できる。この場合において、当該加

算の算定上限日数（１入院につき８日）を超えて、入院による管理が医学的に必

要とされる場合には、９日目以降も算定できる。なお、この取扱いは、本事務連

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ついて（そ

の 58））の発出日以降適用される。 

問１ 新型コロナウイルスに感染した妊婦について、入院中にハイリスク妊娠管理

を行った場合に、ハイリスク妊娠管理加算（1,200 点）の算定について、どの

ように考えればよいか。 

問２ 新型コロナウイルスに感染した妊産婦について、分娩を伴う入院中にハイリ

スク分娩管理を行った場合に、ハイリスク分娩管理加算（3,200 点）の算定に

ついて、どのように考えればよいか。 


