
    

 

 

 
 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬 Q&A 

 

≪電話や情報通信機器等を用いた診療の取り扱いについて≫ 

（初診時の取り扱い） 

Q1：初診時から、電話や情報通信機器等を用いた診療（以下、電話等による診療）が可能

となったのか。 
A1：新型コロナウイルス感染症拡大による時限的・特例的な対応として、4 月 10 日以降、

医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、初診からの電話等によ

る診断や処方が可能とされた。 
 
Q2：初診から電話等による診療を行う場合は、オンライン診療料の届出が必要か。 
A2：届出は不要である。この度の時限的・特例的な対応については、情報通信機器を用い

た診療であってもオンライン診療料の届出は不要とされている。なお、時限的・特例的

な取り扱いとは別に、新たにオンライン診療を始める場合は、オンライン診療料の届出

が必要となる（届出の特例は Q23 を参照）。 
 
Q3：患者から電話等による診療の求めを受けた場合に、医師が電話等では診断や処方を行

うことが困難だと判断し、診断や処方を行わなかった場合、医師法第 19 条第 1 項の応

召義務違反となるか。 
A3：電話等による診療では診断や処方ができないと判断した場合に、対面での診療を促す、

他の診療可能な医療機関を紹介するといった対応を行った場合は、受診勧奨にあたり、

応召義務違反とはならない。 
 
Q4：上記 Q1 により電話等により初診を行った場合は初診料（288 点）が算定できるか。 
A4：この場合は、A000 初診料の注 2（低紹介率初診料）を準用して、病院・診療所とも

214 点を算定する。なお、この場合の診療行為マスターが新設されている。 
 診療行為コード：111013850 初診料（新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱） 

 
Q5：初診料 214 点を算定した場合に、初診料の加算は算定できるか。 
A5：下記の加算について、それぞれ算定要件や施設基準を満たす場合は算定できる。 
 乳幼児加算、時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外特例加算、小児科特例加算、夜

間・早朝等加算、機能強化加算 
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新型コロナウイルス感染症対策として、診療報酬上の臨時的な取り扱いに関して、厚生労働省よ

り事務連絡等が発出されています。協会にも寄せられた質問より、よくある質問について抜粋して

ご紹介します。 

なお、新型コロナウイルス感染症に関連しての事務連絡は随時発出されていますので、以下の取

扱いが変更になったり、新たな取り扱いが示される可能性がありますので、最新の情報は、厚生労

働省のホームページ、協会のホームページ等でご確認ください。 



Q6：電話等による初診で、処方を行う際の留意点は何か。 
A6：①麻薬及び向精神薬は処方できない。 
②過去のカルテ、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワーク又は健康診断の結果等

により基礎疾患の情報が把握できる場合は、麻薬及び向精神薬以外は通常の外来診療と

同様に処方できる。 
③上記②により基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は７日間が上限。また、

①の薬剤に加え、薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤（抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤

等）も処方してはならない。なお、処方箋の場合は、備考欄にカルテ等により基礎疾患

が把握できていない旨を明記する。 
 
Q7：電話等により初診を行う際の条件や留意点は何か。 
A7：下表のとおり。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（電話等による再診の取り扱い） 

Q8：既に対面で診断され治療中の患者について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療

（以下、電話等による再診）し処方した場合、電話等再診料、処方箋料又は処方料を算

定できるか。 
A8：以下を算定できる。 
①院外処方：再診料（又は外来診療料）＋処方箋料 
②院内処方：再診料（又は外来診療料）＋処方料＋調剤料＋薬剤料＋（調剤技術基本料） 
※再診料は電話等による再診として算定。 
※再診料や処方料等の加算については、それぞれの算定要件を満たせば算定できるが、外来管理

加算は電話再診では算定不可。 
 
Q9：上記 Q8 について、症状が変わって今まで出していなかった薬剤も処方できるか。 
A9：患者の疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されて

いない医薬品であっても処方することができる。ただし、電話等による診療により生じ

る恐れのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について、

患者に説明し、同意を得ておく必要がある。また、説明内容をカルテに記載する。 
 

①電話等による診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対

応方針等について、医師から十分な情報を提供・説明した上で、その説明内容をカルテに記載。説明内容

は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（平成 30 年３月厚生労働省策定）Ⅴの１.(1)を参照。 

②対面診療が必要と判断した場合は、速やかに対面診療に移行する、又は、あらかじめ承諾を得た他の医療

機関に速やかに紹介する。 

③患者のなりすまし防止や虚偽の申告による処方防止の観点から、以下の措置を講じる。 

ａ．電話の場合：患者の被保険者証をＦＡＸで、又は被保険者証の写真を電子メールで、医療機関に送付。 

ｂ．上記ａ．による本人確認が困難な場合、電話により氏名、生年月日、連絡先（電話番号、住所、勤務先

等）に加え、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の券面記載事項を確認する。 

ｃ．視覚情報を含む情報通信手段の場合：患者の被保険者証と医師の顔写真付きの身分証明書によりお互

いに本人確認を行う。 

ｄ．虚偽の申告による処方が疑われる事例があった場合は、その旨を県に報告する。 

④初診から電話等による診療を行う医療機関は、その実施状況を、県に毎月報告を行う。 

⑤一部負担金は、現金支払いの他、銀行振り込み、クレジットカード決済、その他電子決済でも差し支えない 



    

Q10：上記 Q8 により電話等による再診を行った場合、医学管理等は算定できるか。 
A10：以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行っており、以下

（★印）の管理料のいずれかを算定していた患者に対して、電話等による再診の際も診

療計画等に基づく管理を行った場合は、以下の点数が算定できる。 
 4 月 9 日まで：以下（★印）の管理料の「情報通信機器を用いた場合（100 点）」を算定 
 4 月 10 日以降：特定疾患療養管理料の２（147 点・月 1 回）を算定。なお、この場合の

診療行為マスターが新設されている。診療行為コード：113032850 慢性疾患の診

療（新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱） 
 ★対象の管理料：特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理

料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料 

 
Q11：上記 Q8 により電話等による再診を行った場合、在宅療養指導管理料は算定できる

か。 
A11：過去３月以内に在宅療養指導管理料を算定した定期受診患者等について、医師が電

話等により診療し、患者等に対して、療養上必要な注意及び指導を行い、必要かつ十分

な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に限り、在宅療養指導管理料及び在宅

療養指導管理材料加算を算定できる。なお、衛生材料又は保険医療材料は、原則として、

患者等に直接支給する。また、以下をカルテに記載する。 

 
 
 
 
 
（オンライン診療料の届出医療機関の取り扱い） 

Q12：A003 オンライン診療料の留意事項では、「診療計画に基づかない他の傷病に対する

診療は、対面診療で行うことが原則」とされているが、慢性疾患等を有する定期受診患

者等に対する診療等について、既に当該患者に対して定期的なオンライン診療を行って

いる場合であって、発症が容易に予測される症状の変化に対する処方を行うとき、診療

報酬の算定に当たっては、どのようにすればよいか。 
A12：オンライン診療を行う前に作成していた診療計画に、発症が容易に予測される症状

の変化を新たに追記するとともに、当該診療計画の変更について患者の同意を得ておく。

なお、上記により追記を行う場合においては、オンライン診療により十分な医学的評価

を行い、その評価に基づいて追記を行う。なお、新型コロナウイルス感染症拡大による

時限的・特例的な取り扱いの廃止後には、直接の対面診療を行う必要がある。 
 
Q13：慢性疾患等を有する定期受診患者等に対する診療等について、これまで当該患者に

対して定期的なオンライン診療を行っていない場合であって、発症が容易に予測される

症状の変化に対する処方を行うとき、診療報酬の算定に当たっては、どのようにすれば

よいか。 
A13：上記 Q8・Q9 と同様の取り扱いとなる。 

○在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等の内容、患者等から聴取した療養の状況及び

支給した衛生材料等の量等を診療録カルテに記載する。 

○患者の看護に当たる者がいない等の理由により患者等に直接支給できない場合には、当該理由をカルテ

に記載した上で、衛生材料又は保険医療材料を患者に送付できる。この場合、患者が受領したことを確認

し、その旨をカルテに記載する。 



（電話等による診療に基づく処方箋の取り扱い） 

Q14：電話等による初診・再診時に処方箋を発行した場合、処方箋の備考欄に必ず「0410
対応」と記載する必要があるか。 

A14：患者が薬局で電話や情報通信機器による情報の提供及び指導（「服薬指導」）を希望

する際にのみ記載する。 
 
Q15：処方箋は医療機関から薬局に送付することができるか。 
A15：患者の同意を確認の上、医療機関から患者が希望する薬局に FAX 等により処方箋情

報を送付することができる（処方箋の記載については、Q6、Q14 も参照）。この場合、

カルテに送付先の薬局を記載する。また、医療機関は、処方箋の原本を保管し、処方箋

情報を送付した薬局に処方箋の原本を送付する。 
 
Q16：電話等による初診・再診時に処方箋を発行した場合、処方箋は必ず医療機関から薬

局に FAX しなければならないのか。 
A16：患者又は患者の家族等が医療機関に処方箋を取りに来る等して、自ら薬局に処方箋

を持参する場合は、必ずしも医療機関から FAX しなくても構わない。 
 
≪新型コロナウイルス感染症の患者に対する診療について≫ 

（新型コロナウイルス感染症の患者に対する電話等による診療） 

Q17：新型コロナウイルス感染症の診断や治療が直接の対面診療により行われた患者に対

して、在宅での安静・療養が必要な期間中に、在宅での経過観察結果を受けて、当該患

者の診断を行った医師又は、かかりつけ医等からの紹介に基づき新型コロナウイルス感

染症の診断や治療を行った医師から情報提供を受けた当該かかりつけ医が、患者の求め

に応じて、電話や情報通信機器を用いて、それぞれの疾患について発症が容易に予測さ

れる症状の変化に対して必要な薬剤を処方した場合に、診療報酬等の算定に当たっては、

どのようにすればよいか。 
A17：上記 Q8・Q9 と同様の取り扱いとして差し支えない。（令和 2 年 3 月 19 日事務連絡

「新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取り扱いについて（その６）」問 4・

一部改変） 
 
（自宅で療養する新型コロナウイルス感染症患者の往診等の取り扱い） 

Q18：保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超える往診又

は訪問診療（以下、「往診等」という。）については、当該保険医療機関からの往診等を

必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており、具体的には、①

患家の所在地から半径 16 キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる

保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機

関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる

（「疑義解釈資料の送付について（その７）」（平成 19 年４月 20 日付医療課事務連

絡））とされている。例えば、自宅で療養する新型コロナウイルス感染症患者に往診等

が必要な場合であって、対応可能な医療機関が近隣に存在しない場合や対応可能な医療

機関が近隣に存在していても往診等を行っていない場合は、「16 キロメートルを超える



    

往診等を必要とする絶対的な理由」に含まれるか。 
A18：ご指摘の事例は、「絶対的な理由」に含まれる。（令和 2 年 3 月 27 日事務連絡「新型

コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取り扱いについて（その７）」問 3） 

 
（院内トリアージ実施料） 

Q19：必要な感染予防策を講じた上で、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる

患者に対しては、院内トリアージ実施料を算定できることとされているが、その際に講

じることとされている「必要な感染予防策」とはどのようなものか。 
A19：「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第１版」に従い、院内感

染防止等に留意した対応を行うこと。特に、「５ 院内感染防止」及び参考資料「新型コ

ロナウイルス感染症に対する感染管理（国立感染症研究所）」の内容を参考とすること。 
なお、その診療に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意し

た対応を行っている旨を十分に説明すること。（令和 2 年 4 月 14 日事務連絡「新型コロナ

ウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取り扱いについて（その 11）」問 3） 

 
Q20：必要な感染予防策を講じた上で、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる

患者に対しては、院内トリアージ実施料を算定できることとされているが、その際、院

内トリアージ実施料の施設基準に係る届出は必要か。 
A20：新型コロナウイルス感染症であることを疑われる患者に対してのみ院内トリアージ

実施料を算定する保険医療機関については、不要。（令和 2 年 4 月 14 日事務連絡「新型コ

ロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取り扱いについて（その 11）」問 4） 

 
Q21：治療のため現に通院している患者であって、新型コロナウイルス感染症を疑う症状

で受診したものについて、必要な感染予防策を講じた上で、当該患者の診療を行ったと

きには、再診料等を算定した場合であっても、院内トリアージ実施料を算定できるか。 
A21：算定できる。 

 
≪施設基準の取り扱いの特例≫ 

（地域包括診療加算、地域包括診療料） 

Q22：A001 再診料の注 12 地域包括診療加算及び B001－2－9 地域包括診療料の施設基準

に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修について、２年毎の届出が必要とされてい

るが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当該研修が中止される等のやむを得

ない事情により、研修に係る施設基準を満たせない場合においても、届出を辞退する必

要があるか。 
A22：届出を辞退する必要はなく、引き続き算定可能である。ただし、研修が受けられるよ

うになった場合には、速やかに研修を受講し、遅滞なく届出を行うこと。（令和 2 年 3 月

19 日事務連絡「新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取り扱いについて（そ

の６）」問 5） 

 
（オンライン診療料） 

Q23：新型コロナウイルスの感染が拡大している間、これまでオンライン診療料の届出を



行っていない医療機関において新規にオンライン診療料を算定する場合、オンライン診

療料の施設基準に係る届出は必要か。 
A23：必要。ただし、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、基本診療料の施設基準

等第三の八の二(1)ロに規定する施設基準のうち、1 月当たりの再診料等の算定回数の合

計に占めるオンライン診療料の算定回数の割合が１割以下であることとする要件につい

ては、適用しないこととする。（令和 2 年 4 月 14 日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に

かかる診療報酬上の臨時的な取り扱いについて（その 11）」問 1） 

 
Q24：新型コロナウイルス感染が拡大している間、既にオンライン診療料の届出を行って

いる医療機関において、基本診療料の施設基準等第三の八の二(1)ロに規定する 1 月当た

りの再診料等の算定回数の合計に占めるオンライン診療料の算定回数の割合が１割以下

であることとする要件を満たさなくなった場合、オンライン診療料の変更の届出は必要

か。 
A24：不要。ただし、当該要件以外の要件を満たさなくなった場合は、速やかに届出を取り

下げること。（令和 2 年 4 月 14 日事務連絡「新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上

の臨時的な取り扱いについて（その 11）」問 2） 


