
東都医保発第1662号 

（地区第 9 8 3号） 

令 和 2 年 9 月 2 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 

診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について 

 

平素は本会事業にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について日本医師会及び東京都福祉保健局より別添のとおり通知がありました。 

電話等初診において、①麻薬や向精神薬を処方してはならないこと、②処方日数は7日間

を上限とすること、③薬剤管理指導料１に定める「特に安全管理が必要な医薬品」を処方し

てはならないこと（②③は診療録等で患者の基礎疾患情報を把握できる場合を除く）や、概

ね医療機関と同一の二次医療圏内の患者を対象とすべきこと、オンライン診療や電話等によ

る初・再診を実施する医師は遅くとも令和3年3月末までには厚生労働省が定める研修を受講

されたいこと等が示されました。 

また、令和2年7月31日付東都医保発第1394号（地区第825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」により、7月分、8月分及び9月分の電話等初診の実施状況の報告についてお知

らせしたところですが、標記通知において報告のための調査票が変更され、東京都において

も、9月分の実施状況から変更後の調査票で提出をお願いしたいとのことです。 

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。 

 

 

対

象 

実施医療機関についての調査票において、初診に「○」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 > その他 「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）」 

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 

8月分： 9月8日（火） ※変更前の報告様式を使用してください 

9月分：10月6日（火） ※変更後の報告様式を使用してください 

※ 該当がない場合、提出の必要はありません。期限を過ぎた場合、速やかにご提出をお願いします。 

※ 10月分以降の報告については別途通知されます。 

  

(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




住)初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施の要件の遵守の徹底について、以下の

要件を遵守しない処方が見られたことから、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実

施する医療機関は当該要件の遵守を徹底すること。

①麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと

②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

限とすること

③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、診療報酬における薬剤

管理指導料の「1 の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと

また、当該要件を遵守しない処方が行われた医療機関については、厚生労働省から都道府県へ

情報提供を行うこととするので、情報提供を受けた都道府県は、当該医療機関における電話や情

報通信機器を用いた診療の実態を調査の上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行

うこと。また、かかる調査や指導等の結果については、厚生労働省に随時情報提供すること。

)初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する際の留意事項につぃて

医療機関の所在地から大きく離れた地域の患者に対して診療が行われた事例が見られたが、

概ね医療機関と同の2次医療圏内に生活・就労の拠点を有する患者を対象とすることが望

ましいことから、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は、その点

を踏まえた上で実施するよう留意すること。

2.初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況の報告について

初診から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、検討会での議論を踏

まえ、別添1のとおり報告の様式を変更することとし、 9月以降の実施状況にっいては、変更後

の様式により、所在地の都道府県に報告を行うこと。各都道府県においては、引き続き、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。

3.研修の受講について

時限的・特例的な取扱いが継続している間は、厚生労働省が策定した「オンライン診療の適切

な実施に関する指針」(令和元年7月改訂)で求めている研修の受講をしていない医師が、オン

ライン診療及び4月10日付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

し支えないことが示されたところ、検討会において、本会より不適切な事例等を受けて当該研修

の受講を強く要求した結果、可能な限り速やかに当該研修を受講するよう努め、遅くとも令和3

年3月末までには受講することとされたこと。



2麺保医政第941号

令蓄02年8月31日

公益社団法人東京部医師会

　会長　　尾崎　治夫　様
　　　　　　　　　　　　しドドドヨリハレリ
　　　　　　　　　　・蕊欝メ：こ．

東薦馨保鷲暴☆｛蒙

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稽いた

診療等のll部艮的・特例的な取扱いに関する留意事項等について

　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

「才ンライン診療等」という。）については、厚生労鋤省が令和2年4月10日付事務連絡

（以下「4月10日付事務遮絡」という，〉により、鋳限的・特例的な対応として、そσ）取

扱いを示しているところです。

　今般、令和2年8月26縫付厚生労働雀事携連絡一瓢型コロナウイルス感染痙の拡大に際

しての電話や情報通僑機賂を耳］いた診療等の目寺限的・特例的な取扱いに関する留意事項等に

っいて」　（以下「8月26｛ヨ付事務連絡1という。〉が発出され、今後の時限的・特捌的な

取扱いに関する留意事項が示されました。

　初診からオンライン診療等を行う場合は、4月108付事務連絡に基づき、毎月σ）実施状

況を所定の様式にて医療機関から東京都に報告をいただいているところですが、9　li－］以降の

実施状況について，8月26研寸事携連絡にて様式が別添のとおり変更となりました。

　っきましては、本件について貴会会員へ周知いただくとともに、報審の対象となる医療機

関におかれましては、9月以降の実施状況は、変更後の様式にて御報告いただけますよう、

周知への御協力をいただきたくお願い申し．ヒげます。

　なお．都内病院及び報告対象の医療機関には、都から別途通知を得うことを串し添えま

す。

撹当・問合せ先

　東京都編祉保健局医療政策部医療政策課医療改革推進担当

　電弄舌　03－5320－4448　（直通）



郵便番号
メールアド
レス

FAX番号

例 000-0000 〇〇
@xxx.ne.jp

03-0000-
0000

日付 診療科 医師名
他の疾患で定期受
診中の患者に対し
て診療を行った。

過去に受診履歴の
ある患者に対して
診療を行った。

過去に受診履歴の
ない患者に対し、
かかりつけ医等か
らの情報提供を受
けて診療を行っ
た。

過去の診療録等により
基礎疾患の情報を確認
できない患者に対して
診療を行った。

電話等により診断や処
方を行うことが困難と
判断し、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。（受診勧奨）

年齢 性別
住所地
（都道府
県）

診断名（診断
がつかない場
合は症状名）

指示の内容（対
面診療を指示し
た場合はその

旨）

処方した薬剤
（処方日数）

診療料
（保険診療の
場合は算定し
た診療報酬上
の項目を記載
し、自由診療
の場合は「自
由診療」と記

載）

再診の予
約日（○
日後）

例 2020/4/13 内科 ○○　○○ 1 25 男 東京都 発熱 自宅待機
コカール（４日

分）
電話等初診 ４日後

1

2

3

4

5

6

7

8

東京都独自項目
（今後の調査等にあたって
使用するものであり、国へ
の提供等は行いません。）

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

患者情報
初診からの電話等による診療等の実施について

（以下のいずれか該当するものを選択し、電話を用いた場合は「1」、
視覚の情報を含む情報通信手段を用いた場合は「2」と記入してください。）

診療の内容対応した医師

ウェブサイトURL

http://www…

電話番号

080-0000-0000

施設名

○○医院

基本情報

東京都千代田区・・・

住所（都道府県から記載）

電話による診療の場合は「1」、視覚の情報を含む情報通信手段によ
る診療の場合は「2」を選択願います。

「男」または「女」を選択願
います。

mailto:〇〇@xxx.ne.jp
mailto:〇〇@xxx.ne.jp


 

２福保医政第９４１号 

 令和２年８月３１日 

 

都内医療機関管理者 様 

 

                         東京都福祉保健局長 

                             吉 村 憲 彦 

（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 

診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について 

 

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。）については、厚生労働省が令和２年４月１０日付事務連絡

（以下「４月１０日付事務連絡」という。）により、時限的・特例的な対応として、その取

扱いを示しているところです。 

今般、令和２年８月２６日付厚生労働省事務連絡「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・特例的な取扱いに関する留意事項等に

ついて」（以下「８月２６日付事務連絡」という。）が発出され、今後の時限的・特例的な

取扱いに関する留意事項が示されましたのでお知らせいたします。 

 初診からオンライン診療等を行う場合は、４月１０日付事務連絡に基づき、毎月の実施状

況を所定の様式にて医療機関から東京都に報告をいただいているところですが、９月以降の

実施状況について、８月２６日付事務連絡にて様式が別添のとおり変更となりました。 

 報告の対象となる医療機関におかれましては、９月以降の実施状況は、変更後の様式にて

御報告いただけますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

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） 

 



公益社団法人日本医師会会長殿

新型コロナウィ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・特例的な取扱いに関する留意事項等にっいて

標記について、別添のとおり各都道府県知事宛て事務連絡を発出しましたの

で、その内容について御了知いただくとともに、貴課団体会員等に対して周知し

ていただくようぉ願いいたします。

事務連

令和2年8月2

絡

6日

厚生労働省医政局医事課



ーー各 衛生主管部(局)

新型コロナウィ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・特例的な取扱いに関する留意事項等にっいて

新型コロナウィルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつぁることに鑑みた

時限的・特例的な対応として、「新型コロナウィ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」(令和2年4月10日付け厚生

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「4月10日付け事務連絡」

という。)において、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っいてお示

しするとともに、同取扱いについて、原則として3か月ごとに検証を行うこととしてぃたと

ころである。

令和2年8月6日に開催した「第10回オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直

しに関する検討会」(以下「検討会」という。)において令和2年4月から6月までの期間

の検証を行ったことを踏まえ、今後の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等にっいて

下記のとおりまとめたので、貴管下の医療機関に周知していただくようぉ願いする。

御中

事務連絡

令和 2年8月26日

厚生労働省医政局医事課

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ぃて

1)初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施の要件の遵守の徹底にっいて

4月10日付け事務連絡1.(1)に記載している以下の要件を遵守しない処方が見

られたことから、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は当

該要件の遵守を徹底すること。

記



①麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと

②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

日間を上限とすること

③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、診療報酬にお

ける薬剤管理指』料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと

また、当該要件を遵守しない処方が行われた医療機関については、厚生労働省から

都道府県へ情報提供を行うこととするので、情報提供を受けた都道府県は、当該医療

機関における電話や情報通信機器を用いた診療の実態を調査の上、行為の速やかな停

止を勧告するなど必要な指導を行うこと。また、かかる調査やキ旨等の結果につぃて

は、厚生労働省に随時清報提供すること。

)初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する際の留意事項について

医療機関の所在地から大きく離れた地域の患者に対して診療が行われた事例が見

られたが、概ね医療機関と同一の2次医療圏内に生活・就労の拠点を有する患者を対

象とすることが望ましいことから、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施

する医療機関は、その点を踏まえた上で実施するよう留意すること。

初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況の報告について

4月10日付け事務連絡において、初診から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、所在地の都道府県に毎月報告を行

うこととしているところ、検討会での議論を踏まえ、別添1のとおり報告の様式を変

更することとしたので、 9月以降の実施状況については、変更後の様式により、所在

地の都道府県に報告を行うこと。各都道府県においては、様式の変更について医療機

関に対して周知するとともに、引き続き、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。

3. 研修の受講について

4月10日付け事務連絡1.(6)において、時限的・特例的な取扱いが継続して

いる間は、「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)で受講を求めている研修を受講していない医師が、オンライン診療及び4月

10日付け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

ないことをお示ししたが、検討会において、不適切な事例等の是正については当該研

修の受講が有効との意見があったことから、オンライン診療及び4月10日付け事務

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、可能な限り速やか

に当該研修を受講するよう努めることとし、遅くとも令和3年3月末までには受講す

ること。


