
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に係る Q＆A 

 

No 質問 回答 

１ 名古屋市内の医療機関等が、愛知県内

（名古屋市は除く）の自宅療養者等を診

療することは可能か。 

可能です。名古屋市外の自宅療養者等の診療・訪問看

護分に関する届け出の手続きは名古屋市ではなく愛

知県及び各中核市の定めによってください。 

（問い合わせ先 手引き P.6） 

２ 

 

どのような患者を想定しているのか。 以下に該当する新型コロナウイルス感染症患者及び

無症状病原体保有者を想定しています。 

・名古屋市に所在する自宅、高齢者施設等にて療養

するもの。 

※宿泊療養施設で療養中の方を診療された場合、愛

知県に請求等をしてください。 

３ 対応可能な医療機関・訪問看護ステーシ

ョンとして登録するためにはどうした

らよいのか。 

名古屋市のホームページの意向調査票入力フォーム

よりご提出ください。（ＵＲＬ:Ｑ＆Ａ３２を参照） 

提出された情報は、対応可能な医療機関・訪問看護ス

テーション、保健センター、受診・相談センター及び

名古屋市医師会に提供しますのでご承知おきくださ

い。 

４ 対応可能な医療機関として未登録だが、

かかりつけ医として自宅療養者の診察

をした場合、補助金の対象となるのか。 

未登録であっても、診療の翌日までに保健センター

へ診察所見報告書を FAX にて提出していただければ

補助対象となります。 

ただし、後日、意向調査票入力フォームより意向調査

票を提出の上、登録していただきます。 

５ 

 

 

登録した情報を変更したいがどうした

らよいか。対応可能な診療種類を変えた

いときは。 

意向調査票入力フォームに、変更後の情報を記載入

力していただき、名古屋市役所新型コロナウイルス

感染症対策室にご提出ください。 

６ 対応可能な医療機関となった場合、必ず

診療しなければならないのか。 

診療前に、自宅療養者から相談を受けた保健センタ

ーから連絡が入りますので、実際に診療するか否か

は情報を聞いた上でご判断いただいて差し支えあり

ません。 

７ 対応可能な訪問看護ステーションとな

った場合、必ず対応しなければならない

のか。 

医療機関からの要請の内容を聞いた上でご判断頂い

て差し支えありません。 

８ 市外の医療機関・訪問看護ステーション

も対象になるのか。 

名古屋市に所在する新型コロナウイルス感染症陽性

患者に対し診療等を行い、診療日翌日までに診察所

見報告書を患者居住区保健センターあてに提出いた

だける場合は、市外の医療機関・訪問看護ステーショ

ンも対象になります。 

９ 外来受診の場合、患者宅から医療機関ま

での移動（移送）はどうしたらよいのか。 

患者が徒歩、自転車、自家用車などの公共交通機関以

外での移動ができる状態である場合は、それを使用



していただきます。 

それが難しい場合は、保健センター（休日及び夜間は

受診・相談センター）に連絡していただければ、移送

手段を確保します。同時に複数の移送の必要がある

場合などはすぐに対応できない場合もあります。 

１０ 入院が必要な場合、どうしたらよいの

か。 

患者所在区の保健センター（休日及び夜間は受診・相

談センター）へ連絡してください。 

入院調整は名古屋市保健所の責任において実施しま

すが、病床不足時についてはすぐに入院できない場

合があります。 

※患者所在地が市外の場合は、県及び各中核市保健

所へ連絡してください。 

１１ 患者の所在地は、何で判断するのか 住民票の有無ではなく、実際の居所で判断します。 

１２ 診察及び訪問看護の実施時間が通常、夜

間・休日、深夜の区別をまたがる場合、

どの時点で区分するのか。 

診察及び訪問看護の終了が属する時間帯で区分しま

す。なお、時間帯の境目に終了した場合は、前の時間

帯とします。 

(例)6：00 に終了した場合は、「深夜」 

18：00 に終了した場合は、「通常」 

（休日の対応を除く） 

１３ 事業実施期間は令和４年９月 30 までと

なっているが、診察及び訪問看護の実施

が９月 30 日をまたがる場合、どうなる

のか。 

診察及び訪問看護の終了時間が属する日にちで区分

しますので、９月 30 日中に診療が終了した分までが

本補助金の対象となります。 

１４ 外来診療を行う場合、胸部レントゲンや

点滴は必須か。 

必須ではありません。 

１５ パルスオキシメーターを保健センター

が自宅に配布してくれるのか。 

自宅療養者のうち、保健センターがパルスオキシメ

ーターを必要と判断した方に配布しております。 

万が一お持ちでない方で、必要な方がいらっしゃる

場合には保健センターにご連絡ください。 

１６ 高齢者施設、障害者施設等において施設

に勤務する医師が施設に入所する者を

診療する場合は交付の対象となるのか。 

老人保健施設等に勤務する医師（常勤・非常勤含む）

が勤務として同施設の入所者（自宅療養者等）を診療

する場合は、補助金の対象外となります。 

１７ 高齢者施設、障害者施設等に勤務してい

ない医師が、施設入所者へ診療する場合

は交付の対象となるのか。 

また、対象となる場合、複数人の患者を

一度の訪問で診療する場合はどうなる

のか。 

施設入所者が施設内で診療を受ける場合も交付対象

となります。 

複数人を一度の訪問で診療した場合は、それぞれの

患者について補助対象となります。 

１８ 同じ患者を一日に複数回診る場合の補

助はどうなるか。 

例えば、午前中に往診した患者が、夕方に体調が悪化

して再度往診する場合は、２回とも補助対象となり

ます（それぞれに対して 50,000 円補助）。 



１９ 往診及び訪問看護に要する交通費は別

途支給されるのか。 

また、患者に交通費を請求してもいいの

か。 

別途交通費は交付されません。本補助金は往診等の

実績１回につき、一定額を支給するものです。 

交通費を患者に請求することの可否等については、

診療報酬や他の法令等の定めに従ってください。 

２０ 往診に看護師が同道した場合に補助の

増額はあるか。 

補助の増額はありません。 

２１ 訪問介護は補助対象になるのか。 対象外です。 

本補助金の対象となるのは、医療機関及び訪問看護

ステーションによる医療提供のみとなります。 

２２ 電話診療で、親族を通しての診療も補助

の対象か。 

対象です。親族が付き添いで、受診することと同様な

ため、その形態で本人が可能なら問題ありません。 

２３ 自宅療養者等への医療提供事業補助金

は、どこに請求するのか。 

自宅療養者等の所在地により請求先（交付申請先）が

分かれております。 

〇名古屋市に所在する自宅療養者 

 ⇒ 名古屋市に請求（交付申請） 

〇名古屋市に所在する宿泊療養施設 

 ⇒ 愛知県に請求（交付申請） 

〇名古屋市、中核市（豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田

市）以外に所在する自宅療養者（宿泊療養施設含む） 

 ⇒ 愛知県に請求（交付申請） 

〇中核市に所在する自宅療養者 

 ⇒ それぞれの市に請求（交付申請） 

 但し、事業の実施の有無及び事業の内容・実施期間

等については、各市の定めによります。 

２４ 陽性が確定した後、引き続き診療を行っ

た場合、本事業の補助金の対象となりま

すか。 

陽性確定後の引き続きの診療は、本事業の対象とな

ります。 

２５ 抗原検査で陽性結果が出たのち、ＰＣＲ

検査を行った上で陽性の診断を行った

場合、抗原検査とＰＣＲ検査結果を受け

た確定に診断の間の診療については補

助の対象か。 

対象外です。 

本事業の対象は、陽性であると確定診断をした日（※

診断日）以降が対象となります。 

（※発生届に診断日として記載する日付） 

２６ 診察等所見報告書は内容を網羅してい

れば、他の様式（例えば診療情報提供書）

でも代替可能か。 

内容を網羅していれば可能です。ただし、保健センタ

ーへの当報告は、診療報酬の対象外です。 

 

２７ 診察等所見報告書以外にも提出が必要

な書類はあるのか。 

診察所見報告書は、医療機関及び訪問看護ステーシ

ョンから保健センターへ診療結果を報告していただ

く書類です。 

補助金の交付申請には、別途交付申請書等の提出が

必要となります。 

（交付申請等の送付先は No26 参照） 



２８ 新型コロナウイルス感染症に関する医

療機関向けの情報はどこにあるのか。 

厚生労働省のホームページに医療機関向け情報（診

療の手引き等）が掲載してあります。 

 ・厚生労働省ホームページアドレス 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00111.html 

２９ 交付申請の提出はデータ提出も可能か。 

データは市のホームページに掲載され

ているのか。 

データでも郵送でも可能です。 

交付要綱、本 Q＆Aも含め以下の市ホームページに掲

載しております。 

 ・名古屋市ホームページアドレス 「名古屋市 医療提供事業」で検索 

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

３０ 「救急車により搬送された場合」は、交

付の対象外か。 

名古屋市消防局の救急車により搬送された患者を受

け入れた場合は、別の補助金「新型コロナウイルス感

染症救急患者等受入医療機関支援金」の補助対象と

なるため対象外です。 

ただし、名古屋市消防局以外の救急車により搬送さ

れた場合は対象となります。 

３１ 電話診療の場合、健康保険情報をどのよ

うに確認すればよいか。 

電話診療の場合、被保険者証の写しを FAX または被

保険者証の写真を電子メール等で送ってもらい、受

給資格の確認を行ってください。 

上記の方法が困難な場合、電話により氏名、生年月

日、連絡先に加え、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ありません。 

（令和 2年 4月 10日付け厚生労働省事務連絡） 

３２ 診察した場合の、診療報酬上の取り扱い

はどのようすればよいのか。 

診療報酬に関する疑義については、東海北陸厚生局

指導監査課（電話：052-228-6179）へお問い合わせく

ださい。 

３３ 新型コロナウイルス感染症の自宅療養

者等が療養期間中に受けた「新型コロナ

ウイルス感染症に係る医療の医療」につ

いて自己負担(3 割)分は、公費となるの

か 

自宅療養者等が自宅療養期間中に受けた「新型コロ

ナウイルス感染症に係る医療」については、患者の自

己負担はありません。審査支払機関への請求（レセプ

トの送付）をお願いします。 

公費負担者番号 ２８２３０６０５ 

受給者番号 ９９９９９９６ 
 

３４ 

 

新型コロナウイルス感染症の自宅療養

者等が療養期間中に受けた「新型コロナ

ウイルス感染症に係る医療以外の医療」

について自己負担(3 割)分は、公費とな

るのか。 

持病等、コロナの症状でない場合は、本事業の対象で

はありますが、公費負担対象にはならないため、通常

の請求をしてください。 

３５ 在宅酸素療法は、保険適用か。 保険適用となります。「在宅酸素療法指導管理料」に

加え、「酸素濃縮装置加算」や「酸素ボンベ加算」と

いった保険適用が認められます。 

なお、在宅酸素導入はコロナ特例により電話・オンラ



イン初診でも可能です。（東海北陸厚生局に確認済

み） 

３６ 医師による定期的な訪問や薬剤の処方

は支援金の対象になるのか。 

医師が電話により健康観察等を行った

場合は対象か。 

診療行為をしている場合は対象です（診療報酬が発

生している場合）。 

 

３７ 医療機関の医師以外の従事者（看護師

等）が医師の指示のもと、患者へ電話に

より健康観察等を行った場合は対象か。 

診療にあたらないため、対象外です。 

（診療報酬が発生している場合が対象です。） 

３８ 外来受診後にそのままその医療機関に

入院した場合は対象か。 

 

入院に関する他の補助制度があるため、対象外です。 

ただし、外来受診後にその日のうちに別の医療機関

に入院した場合は対象です。 

３９ 薬の配送を行ってくれる調剤薬局が見

つからないので紹介してもらえるか。 

名古屋市新型コロナウイルス感染症対策室までご相

談ください。 

 


