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令 和 2 年 5 月 2 7 日 

地 区 医 師 会 長  殿 

公益社団法人 

東 京 都 医 師 会 

会 長  尾 﨑 治 夫 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を

実施する医療機関の実施状況の報告について（５月分及び６月分） 

 

平素は本会事業にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして東京都福祉保健局より別添のとおり通知がありました。 

このことについては令和2年4月30日付東都医保発第402号（地区第250号）「新型コロナウイ

ルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の実施

状況の報告について」にて4月の実施状況の報告についてお知らせしたところです。 

このたび、5月分及び6月分の提出方法等について下記のとおり示されました。 

なお、標記報告の依頼は先立って行われた実施医療機関の調査票（令和2年4月16日付東都医

保発第231号（地区第147号）「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機

器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について」にて通知済み）において初診

に「〇」を記載した医療機関を対象に東京都福祉保健局からメールまたはFAXにより通知され

ます。再診のみの医療機関は報告の対象にはなりません。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご承知おきいただきますとともに、貴会

会員へのご周知方よろしくお願い申し上げます。 

 

調査対象 実施医療機関についての調査票において、初診に「〇」を記載した医療機関 

※ 以下は厚生労働省が調査票に基づいて公表している実施医療機関のリストです 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html 

提出書類 「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」（別添） 

調査票のデータは東京都福祉保健局ホームページの以下のページから取得できます 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/onlineshinryo/jissihoukoku.html  

福祉保健局トップ > 医療・保健 > 医療・保健施策 > オンライン診療等 > 報告のページ 

提 出 先 東京都福祉保健局 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当（電話：03-5320-4448） 

メールアドレス：S0000298@section.metro.tokyo.jp 

※ 件名と添付ファイル名を「オンライン診療実施報告（医療機関名）」としてください 

提出期限 

 

5月分：6月9日（火）  6月分：7月7日（火） 

※ 期限を過ぎた場合、速やかにご提出をお願いします。 

※ 7月分以降の報告については別途通知されるとのことです。 

 

(公社)東京都医師会 医療保険課 副島・近藤 

TEL：03-3294-8821 FAX：03-3292-7097 

記 

mailto:S0000298@section.metro.tokyo.jp
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2福保医政ag　416号

令和2年5H21日
公益社団法人東京都医師会

　会長　　尾崎　治夫　様

東京都福祉保健局長

　　　　　内　藤

｛灘熱

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた

診療等を実施する医療機関の実施状況の報告について（5月分及び6月分）

　平素より東京都の保健医療施策に御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等（以下「オ

ンライン診療等」という。）の取扱いについては、令和2年4月16ff付2福保医政第166

号「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施す

る医療機開の報告及び公表について（依頼）」で通知したとおり、厚生労働省が令和2年4月

10日付事務連絡により、医療機関に対し、その実施状況にっいて所在地の都道府県に毎月報

告することを求めるとともに、各都道府県に対し、取りまとめ及び報告を求めています。

　医療機関から東京都への5月分及び6月分の報告につきましては、下記のとおりといたしま

すので、各医療機関におかれましては所定の様式にて御報告くださいますよう、貴会会員への

周知について御協力をいただきたくお願い申し上げます。

　なお、該当の医療機関には、都から別途通知を行うことを申し添えます。

記

1　対象となる医療機関

　令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡（別紙参照）の1．（1）及び（3）②により

オンライン診療等を行う医療機関

　※初診からオンライン診療等を行う　合及び当該患者に対して2　B以降の診療も電話

や情報通信機　等を用いて行う場合

※再診からのみオンライン診療等を行う場合は　告寸象外

2　提出書類

　別添「医療機関における電話や惰報通信機器を罵いた診療等の実施状況調査票」

　　※提出様式にっいては、東京都福祉保健局のホームページに掲載しておりますので、御

　　活用ください。

　　　　https：／／wlVIY．　fuk装shiholcen．　metro．　tokyo．19．　jP／iryo／iryo＿hokel1／onlineshinryo／j　iss

　　　ihGukoku．　html

　　東京都福祉保健局トップページ〉医療・保健〉医療・保健施策〉オンライン診療等〉

　　新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実



施する医療機関の実施状況の報告について（依頼）

3　提出先及び提出方法

　　東京都福祉保健局医療政策部医療政策課医療改革推進損当

　　※以下のメールアドレス宛て電子メールにて提出願います。

　　　メールアドレス：SOOOO298　sectioll　metro　tok　o．i

　　なお、メールの送付に際しては、メールの件名及び提出様式のファイル名をfオンライ

　　ン診療実施報告（医療機関名）」としてください。

4　提出期限

（1）5月分

　　　令和2年6月9日

（2）6月分

　　　令和2年7月7日

（火曜日）

（火曜日）

5　その他

（1）提出期限に聞に合わない場合は、速やかに提出をお願いいたします。

（2）7月分以降については、別途通知いたします。

担当・間合せ先

　東京都福祉保健局医療政策部医療政策課医療改革推進担当

　電話　03－5320－4448（直通）



2福保医政第416号

令牽02年5月21目
都内医療機関管理者　様

東京都福祉保健局長

　　　　　内　藤　　淳

　　　　　（公印省略）

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた

診療等を実施する医療機関の実施状況の報告について（5月分及び6月分）

　平素より東京都の保健医療施策に御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を罵いた診療等（以下「オ

ンライン診療等」という。）の取扱いについては、令和2年4月16日付2福保医政第166

号「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施す

る医療機関の報告及び公表について（依頼）iで通知したとおり、厚生労働省が令和2年4月

10日付事務連絡により、医療機関に対し、その実施状況にっいて所在地の都道府県に毎月報

告することを求めるとともに、各都道府県に対し、取りまとめ及び報告を求めています。

　医療機関から東京都への5月分及び6月分の報告につきましては、下記のとおりといたしま

すので、各医療機関におかれましては所定の様式にて御報告くださいますようお願い申し上げ

ます。

記

1　対象となる医療機関

　令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡（別紙参照〉の1．（1）及び（3）②により

オンライン診療等を行う医療機関

　　※　診からオンライン診　　をゐ畔　A　び当骸　　に・して2　目2　のth　　電

や情報通信 を用いて一’t’　A

※　診からの　オンライン た’ 　Aは　出・

2　提出書類

　別添「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」

　　※提出様式については、東京都福祉保健局のホームページに掲載しておりますので、御

　　活用ください。

　　　　https：／／www，　fukushihoken．　metro．　tokyo．　lg，　jp／iryo／iryo＿hoken／onlineshinryo／jiss

　　　　lhoukol＜u，　html

　　東京都福祉保健局トップページ〉医療・保健〉医療・保健施策〉オンライン診療等〉

　　新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実



施する医療機関の実施状況の報告について（依頼）

3 提出先及び提出方法

東京都福祉保健局医療政策部医療政策課医療改革推進掴当

※以下のメールアドレス宛て電子メールにて提出願います。

　メールアドレス：SOOOO298＠section．metro．tok　o’

　なお、メールの送付に際しては、メールの件名及び提出様式のファイル名を「オンライ

ン診療実施報告（医療機関名）」としてください。

4

（1）

（2）

提出期限

　5月分

　令和2年6月9日
　6月分

　令和2年7月7日

（火曜印

（火曜日）

5　その他

（1）提出期限に間に合わない場合は、速やかに提出をお願いいたします。

（2）7月分以降については、別途通知いたします。

担当・問合せ先

　東京都福祉保健局医療政策部医療政策課医療改革推進担当

　電話　03－5320－4448（直通）
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医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票

例

1

2

3

4

5

6

7

8

基本情報

施設名

oo医院

郵便番号

000－0000

田付

202G／4／13

対応した医蜘

診療科

内科

医晦名

○○○○

住所（都道府賑から舘載）

東京都千代磁区…

　　　初診からの蹴話毎による諺療毎の粟麗について
（以下のいずれか該当するものを避択し、蹴騒を用いた塀合は

fU、視覚の粥転を禽む憐報通儂手段を用いた場含は「2」と記
　　　　　　　　　入してください．）

過去の診瞭録簿によ
り誌礎疾愚の儲報を

確認できた愚暫に対し
て鯵療を行った。

遡査の診療躁等によ
り誕醗疾患の嫡報を

確認できない愚者に
封して診療を行った。

1

電鱈簿により診断や廻方を
行うことが困磯と判断し．対

面での欝瞭を健す又は勉の

診療可鮭な医療搬翻を紹介
するといった対傷を行った。
（畏診鋤奨，

電話番号

080－0000－0000

離者熔報

年齢

25

性溺

男

住所地
‘揮運窮隈》

東奈都

ウェブサイトURL

httPi／／欄・r・

診療の内容

診断名（鯵断がつ

かない場含は痘状
　　　名）

発熱

指示の内審㈱面
鯵確を揃示した場
　合はその雪｝

自宅待機

処方した薬嗣

㈹方臼数）

コカール（4日

　　分）

（保瑛鯵療の場舎）

　　診療料

初珍料（緬型コロナ

ウイルス憾染症・鯵

蔵報醐よ臨時的職
　　　敏）

再勝の予約目
　（o目後）

4日後

　　　　　東京鵠象自頃且
（奪後の圓壷等にあたっτ硬罵するものであり．

　　　睡への提蝋等は行いませんe）

メールアドレス

OO＠xxx．nejp

．　｝

萎

蒙

簑

t／

i

撫

鍵
鑓

麟
蒙

慈

｛

襲

襲

蓼

藻

1

繍

艮

難

§

菱

奪

嚢

嚢

聾

き

1

1

！

纒

蒙

嚢

§

￥

1

議

FAX醤号

03－・eooe－OOOO

翻

馨

巡

馨

謎

摩

莞

影

蔦

1

1／1



事　務　連　絡
令禾02年4月10日

厚生労働省医政局医事課
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の

　　　　　　　　　　　時限的・特例的な取扱いについて

　今般、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和2年4月7日閣議決定）におい

て、「新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況の中で、院内感染を含む感染防

止のため、非常時の対応として、オンライン・電話による診療、オンライン・電話による服

薬指導が希望する患者によって活用されるよう直ちに制度を見直し、できる限り早期に実施

する。」とされたところである。これを踏まえ、薪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・特例的な対応として、電話や情報通

信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについて下記のとおりまとめたので、貴管下の医

療機関、薬局等に周知していただくようお願いする。

　また、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機

器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」（令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、

医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「2月28日事務連絡」という。）及び「新型コロ

ナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的

な取扱いについて」　（令和2年3月19日付け厚生労働省医政局医事課、k薬・生活衛生局

総務課事務連絡。）は廃止し、本事務連絡をもって代えることとする。

記

1



2．医療機関における対応

（1）初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について

　　患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、診療等の求めを受けた

　医療機関の医師は、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が

　当該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、初診から電話や

　情報通信機器を用いた診療により診断や処方をして差し支えないこと。ただし、麻薬

　及び向精神薬の処方をしてはならないこと。

　　診療の際、できる限り、過去の診療録、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（以下「診療録等」という。）により当該患者の

　基礎疾患の情報を把握・確認した上で、診断や処方を行うこと。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揚合は、処方日数は7日間を上限とするととも

　に、麻薬及び向精神薬に加え、特に安全管理が必要な医薬品（いわゆる「ハイリスク

　薬」）として、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤（抗悪性

　腫瘍剤、免疫抑制剤等）の処方をしてはならないこと。

　　（※）患者の岡意を得た上で、医療機関間において、診療上必要な医療情報（患者の

　基本情報、処方データ、検査データ、画像データ等）を電子的に共有・閲覧できる仕

　組み

　　なお、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことが

　困難であると判断し、診断や処方を行わなかった場合において、対面での診療を促す

　又は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揚合は、受診勧奨に該

　当するものであり、こうした対応を行うことは医師法（昭和23年法律第201号）第

　19条第1項に規定する応招義務に違反するものではないこと。

（2）初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合の留意点について

　①　実施に当たっての条件及び留意点

　　　上記（1）により初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合は、以下

　　アからウまでに掲げる条件を満たした上で行うこと。

　　ア　初診から電話や情報通信機器を用いて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

　　　患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録

　　　に記載すること（※）。

　　　（※）説明に当たっては、「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。以下「指針」という。）Vの1．（1）に定める説明や

　　　　同意に関する内容を参照すること。

　　イ　医師が地域における医療機関の連携の下で実効あるフォローアップを可能とす

　　　るため、対面による診療が必要と判断される場合は、電話や情報通信機器を用い

　　　た診療を実施した医療機関において速やかに対面による診療に移行する又は、そ

　　　れが困難な揚合は、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こと。

2



　ウ　電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合においては、窓qでの被保険者の

　確認等の手続きが行われず、また、診療も問診と視診に限定されていることなど

　　から、対面で診療を行う場合と比べて、患者の身元の確認や心身の状態に関する

　情報を得ることが困難であり、患者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方

　　を防止する観点から、以下の措置を講じること。

　　・　視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う揚合は、患者については

　　被保険者証により受給資格を、医師については顔写真付きの身分証明書により

　　本人確認を、互いに行うこと。その際、医師にあっては医師の資格を有している

　　　ことを証明することが望ましい。

　　・　電話を用いて診療を行う揚合は、当該患者の被保険者証の写しをファクシミ

　　　リで医療機関に送付する、被保険者証を撮影した写真の電子データを電子メー

　　ルに添付して医療機関に送付する等により、受給資格の確認を行うこと。

　　・　電話を用いて診療を行う場合であって、上記に示す方法による本人確認が困

　　難な患者についても、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

　　事項を確認することで診療を行うこととしても差し支えないこと。

　　・　なお、被保険者証の確認に加えて患者の本人確認を行う場合には、　腺険医

　　療機関等において本人確認を実施する場合の方法について」　（令和2年1月10

　　　貝付け保保発0110第1号、保国発0110第1号、保高発0110第1号、保医発

　　0110第1号厚生労働省保険局保険課長、国民健康保険課長、高齢者医療課長、

　　医療課長連名通知）等に留意して適切に対応されたい。

　　・　虚偽の申告による処方が疑われる事例があった場合は、その旨を所在地の都

　　道府県に報告すること。報告を受けた都道府県は、管下の医療機関に注意喚起

　　　を図るなど、同様の事例の発生の防止に努めること。

②　その他

　　患者が保険医療機関に対して支払う一部負担金等の支払方法は、銀行振込、クレ

　ジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えないこと。

（3）2度目以降の診療を電話や情報通信機器を用いて実施する場合について

　①既に対面で診断され治療中の疾患を抱える患者について

　　　既に対面で診断され治療中の疾患を抱える患者について、電話や情報通信機器を

　　用いた診療により、当該患者に対して、これまでも処方されていた医薬品を処方す

　　ることは事前に診療計画が作成されていない揚合であっても差し支えないこと。

　　　また、当該患者の当該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の処方をしても差し支えないこと。ただし、次に掲

　　げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる要件を満たす必要があること。なお、感染が

　　収束して本事務連絡が廃止された後に診療を継続する場合は、直接の対面診療を行

　　うこと。

　　ア　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
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　　　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

　　を得ておくこと。なお、上記により追記を行う揚合においては、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こと。

　イ　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揚合（既に

　　当該患者に対して2月28日事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療

　　を行っている場合を含む。）

　　　電話や情報通信機器を用いた診療により生じるおそれのある不利益、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

　　得ておくこと。また、その説明内容について診療録に記載すること。

　（※）F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。以下「指針」という。）が適用され、指針に沿って行われる診療

②上記（1）により電話や情通信機器を用いて初診を行った患者について

　上記（1）により電話や情通信機器を用いて初診を行った患者に対して、2度目以

降の診療も電話や情報通信機器を用いて行う場合については、上記（1）の記載に沿

って実施すること。なお、上記（1）による診療は、問診及び視診に限定されたもの

であることから、その際に作成した診療録は、上記（1）に記載した「過去の診療録」

には該当しないこと。また、感染が収束して本事務連絡が廃止された後に診療を継続

する場合は、直接の対面診療を行うこと。

（4）処方箋の取扱いについて

　　患者が、薬局において電話や情報通信機器による情報の提供及び指導（以下f服薬

　指導等」という。）を希望する揚合は、処方箋の備考欄に「0410対応」と記載し、当

　該患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方

　箋情報を送付すること。その際、医師は診療録に送付先の薬局を記載すること。また、

　医療機関は、処方箋原本を保管し、処方箋情報を送付した薬局に当該処方箋原本を送

　付すること。

　　上記（1）の診療により処方を行う際、診療録等により患者の基礎疾患を把握でき

　ていない場合は、処方箋の備考欄にその旨を明記すること。

　　なお、院内処方を行う場合は、患者と相談の上、医療機関から直接配送等により患

　者へ薬剤を渡すことと’して差し支えないこと。その具体的な実施方法については、下

　記2．（4）に準じて行うこと。

（5）実施状況の報告について

　　上記（1）及び（3）②により電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行う

　医療機関は、その実施状況について、別添1の様式により、所在地の都道府県に毎月

　報告を行うこと。また、各都道府県は管下の医療機関における毎月の実施状況をとり

　まとめ、厚生労働省に報告を行うこと。
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（6）オンライン診療を実施するための研修受講の猶予について

　　指針において、2020年4月以降、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が

　定める研修を受講しなければならないとされており、オンライン診療及び本事務連絡

　に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は当該研修を受講するこ

　とが望ましいが、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、本事務連絡

　による時限的・特例的な取扱いが継続している間は、当該研修を受講していない医師

　が、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施

　しても差し支えないこと。なお、感染が収束して本事務連絡が廃止された場合は、指

　針に定めるとおり、研修を受講した医師でなけれぱオンライン診療を実施できないこ

　とに留意すること。

2．薬局における対応

（1）処方箋の取扱いについて

　　1．（4）により医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関から処

　方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法

　　（昭和35年法律第146号）第23条～第27条、医薬品、医療機器等の晶質、有効性

　及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第49条における処方箋

　とみなして調剤等を行う。

　　薬局は、可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で

　送付された処方箋情報とともに保管すること。

（2）電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施について

　　新型コUナウイルス感染症の拡大防止等のため、全ての薬局において、薬剤師が、

　患者、服薬状況等に関する情報を得た上で、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等

　を適切に行うことが可能と判断した揚合には、当該電話や情報通信機器を用いた服薬

　指導等を行って差し支えないこととする。患者、服薬状況等に関する情報としては以

　下が考えられる。

　①患者のかかりつけ薬剤師・薬局として有している情報

　②　当該薬局で過去に服薬指導等を行った際の情報

　③　患者が保有するお薬手帳に基づく情報

　④　患者の同意の下で、患者が利用した他の薬局から情報提供を受けて得られる情報

　⑤　処方箋を発行した医師の診療情報

　⑥　患者から電話等を通じて聴取した情報

　　ただし、注射薬や吸入薬など、服用に当たり手技が必要な薬剤については、①～⑥

　の情報に加え、受診時の医師による指導の状況や患者の理解に応じ、薬剤師が電話や

　情報通信機器を用いた服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合に限り実

　施すること。

　　なお、当該薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが困
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難であると判断し、対面での服薬指導等を促すことは薬剤師法（昭和35年法律第146

号）第21条に規定する調剤応需義務に違反するものではないこと。

（3）電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を実施する場合の留意点について

　　上記（2）により電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合は、以下①か

　ら④までに掲げる条件を満たした上で行うこと。

　①　薬剤の配送に関わる事項を含む、生じうる不利益等のほか、配送及び服薬状況の

　　把握等の手順について、薬剤師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上

　　で、当該説明を行ったことにっいて記録すること。

　②　薬剤師は、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行うに当たり、当該患者に

　　初めて調剤した薬剤については、患者の服薬アドビアランスの低下等を回避して

　　薬剤の適正使用を確保するため、調剤する薬剤の性質や患者の状態等を踏まえ、

　　ア　必要に応じ、事前に薬剤情報提供文書等を患者にファクシミリ等により送付

　　　してから服薬指導等を実施する　　　、

　　イ　必要に応じ、薬剤の交付時に（以下の（4）に従って配送した場合は薬剤が患

　　　者の手元に到着後、速やかに）、電話等による方法も含め、再度服薬指導等を

　　　行う

　　ウ　薬剤交付後の服用期間中に、電話等を用いて服薬状況の把握や副作用の確認

　　　などを実施する

　　工　上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方した医師にフィードバ

　　　　ックする

　　等の対応を行うこと。当該患者に初めて調剤した薬剤でない揚合であっても、必

　　要に応じて実施すること。

　③　電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う過程で、対面による服薬指導等が

　　必要と判断される場合は、速やかに対面による服薬指導に切り替えること。

　④患者のなりすまし防止の観点から講ずべき措置については、1．（2）①ウに燃

　　じて行うこと。

（4）薬剤の配送等について

　　調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持（温度管理を含む。）や、

　確実な授与等がなされる方法（書留郵便等）で患者へ渡すこと。薬局は、薬剤の発送

　後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認すること。

　　また、品質の保持（温度管理を含む。）に特別の注意を饗する薬剤や、早急に授与

　する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、薬局の従事者が届ける、

　患者又はその家族等に来局を求める等、工央して対応すること。

　　患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行

　振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支え

　ないこと。
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（5）その他

　①　本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合であっ

　　ても、患者の状況等によっては、対面での服薬指導等が適切な場合や、次回以降の

　　調剤時に対面での服薬指導等を行う必要性が生じ得るため、本事務連絡に基づく

　　取扱いは、かかりつけ薬剤師・薬局や、当該患者の居住地域内にある薬局により行

　　われることが望ましいこと。

　②　医師が電話や情報通信機器を用いて上記1（1）に記載する受診勧奨を実施した

　　場合であって、患者に対して一般用医薬品を用いた自宅療養等の助言した場合には、

　　当該患者が薬局等に来局せずに、インターネット等を経曲した一般用医薬品の購入

　　を行うことが想定されるところ、薬局等においては、適切な医薬品販売方法に従っ

　　て対応されたいこと。この際、当該医薬品に係る適切な情報提供及び濫用等のおそ

　　れのある医薬晶の販売方法について留意すべきであること。

　　　なお、インターネット等を利用して特定販売を行う薬局等に関しては、厚生労

　　働省ホームページ「一般用医薬品の販売サイトー覧」（※）において公表している

　　ため、適宜参照すること。

　　※「一般用医薬品の販売サイトー覧l

　　　　htt　s：〃ww侃mh1、、㌃o，’fbunva！iv縦kuhin／i　an　ou／hanbaihst！index．html

③　薬局は、本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合

　の以下の点について、薬局内の掲示やホームページへの掲載等を通じて、事前に医

　療機関関係者や患者等に周知すること。

　ア　服薬指導等で使用する機器（電話、情報通信機器等）

　イ　処方箋の受付方法（ファクシミリ、メール、アプリケーション等）

　ウ　薬剤の配送方法

　工　支払方法（代金引換サービス、クレジットカード決済等）

　オ　服薬期間中の服薬状況の把握に使用する機器（電話、情報通信機器等）

3，新型コロナウイルス感染症患考に対する診療等について

（1）自宅療養又は宿泊療養する軽症者等に対する診療等について

　　　「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」　（令和2年3E28日新型コ

　ロナウイルス感染症対策本部決定。以下「対処方針」という。）においては、患者が

　増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障をきたすおそれがあると判断する都道

　府県では、重症者等に対する医療提供に移す観点から、入院治療が必要ない軽症者等

　は自宅療養又は宿泊施設等での療養とすることとされている。

　　自宅療養又は宿泊施設等での療養とされた軽症者等について、自宅や宿泊施設等で

　の療養期間中の健康管理において、新型コロナウイルス感染症の増悪が疑われる場合

　や、それ以外の疾患が疑われる揚合において、当該患者の診断を行った医師又は新型

　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医師は、医学

　的に電話や情通信機器を用いた診療により診断や処方が可能であると判断した範囲に
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おいて、患者の求めに応じて、電話や情報通信機器を用いた診療により、必要な薬剤

を処方して差し支えないこと。その際、医師は、自宅療養又は宿泊療養する軽症者等

に対する処方であることが分かるよう、処方箋の備考欄に「CoV自宅」又は「CoV宿

泊」と記載すること。また、処方する薬剤を配送等により患者へ渡す場合は、当該患

者が新型コロナウイルス感染症の軽症者等であることを薬局や配送業者が知ることに

なるため、それについて当該患者の同意を得る必要があること。

　当該処方にっいて、薬局で調剤する揚合は、薬局における嚢該患者に対する服薬指

導は電話や情報通信機器を用いて行って差し支えないこと。

（2）入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等について

　　対処方針においては、感染者の大幅な増加を見据え、一般の医療機関の一般病床等

　の活用も検討し、ピーク時の入院患者を受け入れるために必要な病床を確保すること

　とされている。今後、感染の更なる拡大により、一般の医療機関の一般病床等に新型

　コUナウイルス感染症患者を入院させ、十分な集中治療の経験がない医師等が当該患

　者を診療しなければならない場合等において、当該患者に対し、人工呼吸器による管

　理等の集中治療を適切に行うため、情報通信機器を用いて、他の医療機関の呼吸器や

　感染症の専門医等が、呼吸器の設定変更の指示を出すことなどを含め、十分な集中治

　療の経験がない医師等と連携して診療を行うことは差し支えないこと。

4　医療関係者、国民・患者への周知徹底

　　国民・患者に対して、電話や情報通信機器等による診療を受けられる医療機関の情報を

　提供するため、本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機

　関の一覧を作成し、厚生労働省のホームページ等で公表することとする。このため、各都

　道府県においては、関係団体とも適宜協力をしながら、別添2の様式により、管下の医療

　機関のうち、本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関

　を把握するとともに、厚生労働省にその結果を報告すること。また、当該医療機関の一覧

　については、各都道府県においても、関係団体とも適宜運携をしながら住民や医療関係者

　への周知を図られたい。

　　なお、医療機関は、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用い

　た診療を実施していることについて、その旨を医療に関する広告として広告可能である

　こと。

5．本事務連絡による対応期間内の検証

　本事務連絡による対応は、新型コnナウイルス感染症が拡大し、医療機関への受診が困

　難になりつつある状況下に鑑みた時限的な対応であることから、その期間は、感染が収束

　するまでの間とし、原則として3か月ごとに、新型コUナウイルス感染症の感染拡大の状

　況や、本事務連絡による獲療機関及び薬局における対応の実用性と実効性確保の観点、医

　療安全等の観点から改善のために検証を行うこととする。その際、各都道府県において

　は、各都道府県単位で設置された新型コロナウイルス感染症に係る対策協議会等におい
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て、上記1（5）に基づき報告された実施状況も踏まえ、本事務連絡による対応の実績や

地域との連携状況についての評価を行うこと。なお、評価に当たっては、医務主管課及び

薬務主管課等の関係部署が連携しながら対応すること。
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医療機麗における電擬や情報通信機器を用いた診療等の案施状況醐査票

西本憤糧

施設名 郵便捨号 住所〔郷進府膿から鶴脚 電括番号 ウニブサイト蹴

倒 oo旺醗

㎜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
康京趨干代田区… oso一

i

瑚応した医輝
　　靭協からの竃賭等による陰依等の爽臨について
【以下のいずれか醸獣するものにOを想入してください奮》

愚謝責将 紗鷹の内醤

日吋 殴療凋 厩麟名
逼まの鶴擾縁等により基礎
漢愚の棺軽を砥認できた患
昏に対して鰺療毫行つた．

適まの診療躁等により憩磁疾患の

惰報を確距できない患壷に対して
診冠を行つた．

電謡等により診断や魁方を行うこ

とが因賊と判踊し．対函での欝擬
を促す又匡毘の診療珂繭な匿魔搬

関を耀介するといった領応護行つ
た．‘憂診勘奨7

卑齢 闘
　住所嬉

螂避府鼎
惨断名〔鯵瞬がつかな
　い場aは虚状名，

担承の内寮樹薗陰濠
を揃謡した場禽はその
　　　　雷｝

甦方した薬剤｛処方日
　　　　数，

〔保験診療の塙者｝

　　麗料
穂睡の予約目
　（o日後，　　　　サ

鋼 2G20〃13

　　7

内誤 OO　OQ
o 25 男 東京轟 尭額 自宅袴歴 コカール【4日分｝ 昭話等再滲 4日後

．



電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基本情報 事務適繕に基づく対鯵について

施毅名 郵梗番弩 住飯（麺道府県から記蜘　　　　　『 電話番母 ウェゴサイト㎎L
初吟の電話等を用い
た診黛の実施の有無

再診の竃話等を用い

た誰療の奥旛の有無
対応鯵無科 握峯躊晦名

対酉盤療ぶ動要と判断した鳩含に逃携する匿療観関名
　　（複数ある場含は寂数．住所も併せて紀載｝

鯛 OQ医碗 σ00－0000 東京都干代田区… O君0㎝）0
0 o 内科

小児科
OO　OO
OO　OO

OO嫡院｛楽京螂OO区…　　｝
OO病競（埼玉眼OO市…　　｝

，


