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令和４年度 名古屋市 新型コロナウイルス感染症 自宅療養者等への医療提供事業 

補助金 運用の手引き 

医療機関・訪問看護ステーション・薬局向け R5.1.4改正 

 

１ はじめに 

本手引きは、新型コロナウイルス感染症自宅療養者等への医療提供体制を整備するために定めた「令和４

年度名古屋市新型コロナウイルス感染症自宅療養者等への医療提供事業補助金交付要綱」に基づく手続き

を取りまとめたものです。 

なお、本事業の補助金は、医療機関、訪問看護ステーション及び薬局向けのものです。 

 

２ 事業内容 

(１) 事業の目的 

  新型コロナウイルス感染症により自宅療養等となった者に対し、急な体調悪化時などに速やかに医療

提供を行うため、保健センター、地域の医療機関、訪問看護ステーション及び薬局が連携し、自宅療養者

等を対象とした医療提供体制を整備することを目的とします。 

 

(２) 実施概要 

名古屋市内（県が設置した宿泊療養施設を除く）で療養する自宅療養者等の急な体調悪化などに対応す

るため、往診等の対応可能な医療機関、訪問看護ステーションの名簿を作成するとともに、医療機関等に

は迅速に対応していただきます。 

対応いただいた医療機関、訪問看護ステーションに対しては、その診療区分に応じた補助金を交付しま

す。 

また、医療機関の処方により新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス薬の服薬指導を行った薬局に

対しても、補助金を交付します。 

 

(３) 事業の対象 

新型コロナウイルス感染症の陽性が確定した以下の者に対し、診療等を行った医療機関、訪問看護ステ

ーション及び服薬指導を行った薬局が対象になります。なお、医療機関、訪問看護ステーションがこの事

業に参加するには、「意向調査票」の提出が必要（（４）参照）です。 

 

・名古屋市に所在する自宅及び高齢者施設等で療養中の者 

 

（※）検査前に名古屋市内に滞在していたが、陽性確定後に名古屋市外で療養する者は除きます。名古

屋市外に所在する自宅、高齢者施設等にて療養している方については、療養先を所管する保健所

等に申請してください。 

（※）宿泊療養施設（東横ＩＮＮ名古屋名駅南等）は愛知県所管の施設のため、同施設にて療養中の方

（名古屋市民を含む）を診療した場合、愛知県に申請してください。 
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(４) 意向調査票 

この事業に参加するためには、あらかじめ「意向調査票」の提出が必要です。 

提出方法は、名古屋市ホームページから意向調査票入力フォームに従ってご提出ください。 

 

【名古屋市ホームページ】 

「名古屋市 自宅療養者 医療提供事業」で検索もしくは以下 URLへ 

https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000138990.html 

 

(５) 対象となる診療等 

新型コロナウイルス感染症により自宅療養中である者等に対する療養解除までの期間中に行った診療

等が対象になります。 

ア 主な対象行為 

・ 療養中に体調が悪化した自宅療養者等への往診、外来診療 

・ 自宅療養者等からの療養相談 

・ 重症化リスクの高い自宅療養者等への健康管理 

イ 対象とならない主な行為 

・ 新型コロナウイルス感染の検査及び結果のみの連絡 

・ 愛知県以外で療養する自宅療養者等への診療等 

・ 自宅療養終了後の後遺症等の診療 

 

(６) 診療種別及び交付金額（診療報酬への上乗せ額） 

診療種別 単位 
交付金額 

通常 夜間・休日 深夜 

電話・オンライン診療等 回  4,000円  

往診 回  50,000円  

外来診療 回  30,000円  

訪問看護(電話等) 回  1,000円  

訪問看護 回 10,000円 20,000円 30,000円 

服薬指導(薬局) 回  1,000円  

※夜間：18:00～22:00、6:00～8:00、深夜：22:00～6:00 

※休日：日曜日及び祝日 

※回数の上限はなし 

※同一回での診療種別及び通常、夜間・休日、深夜の重複算定は不可 

 

（７）本制度における各機関の役割 

対応機関 内容 

保健センター 

(受診・相談センター) 

①② 自宅療養者からの療養相談を受け、必要に応じ、事前に名古屋市よ

り提供を受けた名簿に登録された診療可能医療機関に対応を依頼する。 
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かかりつけ医・ 

診療可能医療機関 

③④ 自宅療養者からかかりつけ医への療養相談、保健センターからの対

応依頼を受け、電話診療、オンライン診療、往診又は外来診療を行う。 

⑤⑥ 必要に応じて訪問看護ステーションに対する訪問指示、保健センタ

ーに入院調整を依頼する。 

⑧ 保健センターからの対応依頼を受けた場合には、対応結果について翌

日中に保健センターに報告（診察所見報告書による）する。 

⑨ 必要に応じて処方箋を交付する。 

訪問看護ステーション 

⑦ かかりつけ医・診療可能医療機関からの訪問指示に基づき、自宅療養

者に対する訪問看護、電話等を行う。 

⑧ 保健センターからの対応依頼を受けた場合には、対応結果について翌

日中に保健センターに報告（診察所見報告書による）する。 

薬局 
⑨⑩⑪ 医療機関から交付された処方箋に基づき、新型コロナウイルス経

口抗ウイルス薬の調剤・服薬指導を行う。 

愛知県医師会 
クラスターが発生した高齢者施設等への医療機関の紹介・派遣調整を行

う。 

名古屋市(新型コロナウ

イルス感染症対策室) 

⑫ 医療機関、訪問看護ステーション、薬局からの補助金交付申請を受け

付け、内容を審査し交付を行う。 

 

＜概念図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 交付手続き 

(１) 事業対象期間 

令和４年４月１日（金）から令和５年３月 31日（金）まで 

 

自宅療養者 
（陽性患者） 

④電話、オンライン診療、往診、外来診療 

かかりつけ医 診療可能医療機関 

②対応依頼 
③療養相談 

①療養相談 

訪問看護ステーション 

保健センター 

（受診・相談センター） 

⑤訪問指示 ⑧保健センターへの 
対応結果報告 

名古屋市（新型コロナウイルス感染症対策室） 

⑥入院調整依頼 

⑫補助金の申請・交付 
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(２) 申請書類等 

医療機関及び訪問看護ステーション 

薬局共通 

・交付申請書（交付要綱第１号様式） 

・診療報告書（交付要綱第２号様式） 

・請求書（別紙様式２） 

医療機関及び訪問看護ステーションのみ ・診察所見報告書（別紙様式１） 

薬局のみ ・処方箋の写し 

 

＜請求書について＞ 

 令和４年度から、支払いの迅速化のため、支払い方法を令和３年度とは変更しました。それに伴い、

請求書の様式を変更しております。 

 請求書に、振込先の口座情報を記載してください。 

令和４年度の初回の請求時 口座情報記載欄に必ず記載 

前回請求時と口座情報に変更がない場合 口座情報記載欄に記入不要 

前回請求時から口座情報に変更がある場合 口座情報記載欄に必ず記載 

※令和３年度に申請している医療機関・訪問看護ステーションについても、令和４年度の初回の

申請時には、必ず口座情報を記載して下さい。 

※記載がない場合、お支払いできない場合があります。 

※その他、記載方法については、市ホームページを参照してください。 

 

(３) 提出方法 

実施月の翌月 15 日（土曜、日曜、休祝日の場合はその次の開庁日）までに、名古屋市ホームページか

ら電子申請フォームにて申請（電子メールではありません）または郵送により提出（必着）。 

 

【名古屋市ホームページ（電子申請フォーム）】 

「名古屋市 自宅療養者 医療提供事業」で検索もしくは以下 URLへ 

https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000138990.html 

 

【郵送宛先】 

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号  

名古屋市役所健康福祉局 新型コロナウイルス感染症対策室 医療調整グループ 

自宅療養者等への医療提供事業担当 宛て 

 

（※）可能な限り電子申請フォームにて提出してください。電子申請に関する Q＆A もホームページに

掲載しておりますので、ご確認ください。 

（※）FAX または電子メールでの申請は受け付けておりません。FAX または電子メールにてご提出いた

だいた申請は、原則無効とさせていただきます。 

（※）令和４年 10 月１日診療分から、診察所見報告書を診療日の翌日までに自宅療養者等の所在地の

保健センターへ FAX にて提出する必要はありません。ただし、保健センター等からの依頼により

診療した場合等は、別途、依頼元に診察所見報告書を提出すること。 
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（※）申請書類等の内容に不備や疑義がある場合には、内容について照会する場合がありますので、原

本を郵送で提出する場合は控えを手元に残しておいてください。 

 

(４) 支払時期・方法 

交付金は、交付申請がなされた月の概ね翌月末までに、指定金融機関口座に振り込みます。 

なお、申請の状況によっては支払いに遅れが生じる場合があります。 

【交付手続きの流れ】 

 医療機関・訪問看護ステーション・薬局  

① 交付申請 

電子申請フォームまたは郵送にて申請 

＜提出書類＞ 

ア 医療機関・訪問看護ステーション 

交付申請書・診療報告書・請求書・診察所見報告書 

イ 薬局 

 交付申請書・診療報告書・請求書・処方箋の写し 

＜申請期限＞ 

実施月の翌月15日（土曜、日曜、休祝日の場合はその次の開庁日）まで 

※必着です。期限後の到着分は、申請をお受けできかねますので、ご注意ください。 

a.令和４年５月16日（令和４年４月 診療・訪問看護実施分） 

b.令和４年６月15日（令和４年５月 診療・訪問看護実施分） 

c.令和４年７月15日（令和４年６月 診療・訪問看護実施分） 

d.令和４年８月15日（令和４年７月 診療・訪問看護実施分） 

e.令和４年９月15日（令和４年８月 診療・訪問看護実施分） 

f.令和４年10月17日（令和４年９月 診療・訪問看護実施分） 

g.令和４年11月15日（令和４年10月 診療・訪問看護実施分） 

h.令和４年12月15日（令和４年11月 診療・訪問看護実施分） 

i.令和５年１月16日（令和４年12月 診療・訪問看護実施分） 

j.令和５年２月15日（令和５年１月 診療・訪問看護実施分） 

k.令和５年３月15日（令和５年２月 診療・訪問看護実施分） 

l.令和５年３月31日（令和５年３月 診療・訪問看護実施分） 

 名古屋市（新型コロナウイルス感染症対策室 医療調整グループ）  

② 交付決定及び支払い 

＜送付書類＞ 

交付決定通知書 

＜支払時期＞ 

交付申請がなされた月の概ね翌月末までに支払い 

※遅れが生じる場合があります。 

 医療機関・訪問看護ステーション・薬局  
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４ 本事業の問い合わせ先 

名古屋市新型コロナウイルス感染症対策室 医療調整グループ 

「自宅療養者等への医療提供事業」担当 

住所：〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

FAX：(052)972-3404 

メールアドレス：a4389-11@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

 

（※）多くの事業所からの問い合わせに順番に対応するため、事業に関する質問は原則電子メールか

FAXで受け付けております。 

（※）補助金交付申請は、名古屋市ホームページから電子申請フォームまたは郵送でのみ受け付けます。 

 

５ その他問い合わせ先 

(１) 各区の保健センター（平日 8:45～17:15） 

保健センター名 電話番号 保健センター名 電話番号 

千種保健センター (052)753-1982 熱田保健センター (052)683-9683 

東保健センター (052)934-1218 中川保健センター (052)363-4463 

北保健センター (052)917-6552 港保健センター (052)651-6537 

西保健センター (052)523-4618 南保健センター (052)614-2814 

中村保健センター (052)433-3093 守山保健センター (052)796-4623 

中保健センター (052)265-2262 緑保健センター (052)891-3623 

昭和保健センター (052)735-3964 名東保健センター (052)778-3114 

瑞穂保健センター (052)837-3264 天白保健センター (052)807-3917 

 

(２) 受診・相談センター（休日及び夜間（17:15～8:45）） 

TEL：050-3614-0741 

 

(３) クラスターが発生した施設から愛知県医師会へ医師の往診を希望する場合の問い合わせ先 

【平日 9:00～17:00】 

愛知県医師会医療業務部第 3課 

TEL：(052)241-4143  FAX：(052)241-4130 

【上記時間外（土・日・祝日及び平日 17:00～9:00）】 

愛知県救急医療情報センター 

TEL：(052)263-1146  FAX：(052)264-1298 

 

(４) 愛知県の問い合わせ先 

愛知県感染症対策局感染症対策課 自宅療養者支援グループ 

FAX：(052)954-7430 

メールアドレス：iryotaisei-seibi@pref.aichi.lg.jp 

 

中核市(豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市)が対応している自宅療養者等に係る交付金の取扱いについては、

それぞれの市へ問い合わせてください。 

http://#

