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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運用の手引き 

医療機関・訪問看護ステーション向け R4.4.1 

 

１ はじめに 

（１）事業の目的 

  新型コロナウイルス感染症の自宅療養者等に対しては、保健センターが、日々、電話等による健康観察を

実施しているが、急に体調が悪化した自宅療養者等が、速やかに必要な医療が受けられるよう、地域の医療

機関や訪問看護ステーションと連携し、自宅療養者等に向けた医療提供体制を強化するもの。 

 

（２）実施概要 

自宅療養者等に対し、必要な医療（新型コロナウイルス感染症以外の疾患を含む。）の提供を行うため、自宅

療養者等への電話等診療、往診、外来診療での対応が可能な医療機関や、自宅への訪問が可能又は電話診療等

が可能な訪問看護ステーションを支援することにより、自宅療養者等への医療提供を推進するもの。 

 

（３）定義 

①自宅療養者等 

名古屋市に所在する自宅、高齢者施設等にて療養している新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病

原体保有者のことをいう。ただし、厚生労働省の定める宿泊療養等の解除基準を満たしていない者に限

る。 

  （※）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。 

  （※）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（「P.5 ３ 問い合わせ先、提出先」参照）。 

 

②医療提供 

(1) 医療機関による電話や情報通信機器を用いた診療（オンライン診療）、往診及び外来診療 

(2) 訪問看護ステーションによる訪問看護、電話等 

   

 

 

 

（※）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  
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＜概念図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）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。 

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 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。 

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 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。 

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） 

⑨ 医療機関、訪問看護ステーション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。 

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 

⑨補助金の申請・交付 

⑦
訪
問
看
護
（
電
話
・
訪
問
） 

 
クラスターが発生 

した高齢者施設等 

  

派遣調整 

医師派遣依頼 

診
察
依
頼 

愛知県医師会 紹介 
診察 
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２ 補助金について 

（１）事業実施期間 

   令和４年４月１日から令和４年９月 30 日まで 

 

（２）交付対象者 

自宅療養者等に医療提供する、医療機関及び訪問看護ステーション 

  

（３）交付金額（診療報酬への上乗せ額） 

項目 単位 通常 夜間・休日 深夜 

電話等診療 回 4,000 円 

往診 回 50,000 円 

外来診療 回 30,000 円 

訪問看護 回 10,000 円 20,000 円 30,000 円 

訪問看護（電話等） 回 1,000 円 

    ※ 夜間：18:00～22:00、6:00～8:00 深夜：22:00～6:00 （※Ｑ＆Ａ１３） 

    ※ 休日：日曜日及び祝日 

    ※ 同一回での通常、夜間・休日、深夜の重複算定は不可 

※ 回数の上限はなし 

 

（４）申請書類等の提出先 

必要書類 提出先 提出時期 

診察所見報告書 

（別紙様式） 

自宅療養者等の所在地の保健センター 

（詳細は「お問い合わせ先」参照） 

※訪問看護の場合、時間の記載をお願いします。 

診療日の翌日ま

でに FAX にて提

出。 

交付申請書 

（交付要綱第１号様

式） 

【申請方法】 

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 

 

【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 

 ※可能な限りホームページから電子申請フォー

ムにて提出してください。 

 ※ＦＡＸまたは電子メールでの申請は原則お受

けできかねます。 

 

実施月の翌月

15 日（５月は 16

日、10 月は 17

日）までに 

※必着です。 

診療報告書 

（交付要綱第２号様

式） 

請求書（変更しました） 

（様式あり） 

※注意点は P.4 下部 

診察所見報告書（写） 

（申請分全件分） 
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（５）支払時期・方法 

 

【交付手続きの流れ】 

      医療機関・訪問看護ステーション      

①診察所見報告書の提出 

診療・訪問看護実施後、翌日までにＦＡＸにて提出 

②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＞ 

・交付申請書 

・診療報告書 

・請求書 

・診察所見報告書（写） 

 

＜申請期限＞ ※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） 

 

      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）      

   ③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 

（感染状況により、遅延する場合があります。） 

       医療機関・訪問看護ステーション      

 

＜請求書について＞ 

 令和４年度より支払いの迅速化のため、支払い方法を変更したことに伴い、請求書の様式を変更しました。 

 請求書（様式あり）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（1ページ下部）を参照してください。 
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３ 問い合わせ先、提出先 
【受診調整、各患者の情報について】…患者居住区の保健センター（平日８時 45 分～17時 15 分） 

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 052-481-2295 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 

休日及び夜間（平日 8時 45 分～17 時 15 分以外）

に高次医療機関への入院調整が必要な場合 

受診・相談センター 

電話 050-3614-0741 

 

【診察所見報告書の提出先（ＦＡＸ）】  

保健センター名 FAX 番号 保健センター名 FAX 番号 

千種保健センター 052-751-3545 熱田保健センター 052-681-5169 

東保健センター 052-937-5145 中川保健センター 052-361-2175 

北保健センター 052-911-2343 港保健センター 052-651-5144 

西保健センター 052-531-2000 南保健センター 052-614-2818 

中村保健センター 052-481-2210 守山保健センター 052-796-0040 

中保健センター 052-265-2259 緑保健センター 052-891-5110 

昭和保健センター 052-731-0957 名東保健センター 052-773-6212 

瑞穂保健センター 052-837-3291 天白保健センター 052-803-1251 

 

【クラスターが発生した施設から愛知県医師会へ医師の派遣を希望する場合の問い合わせ先】 

 〇平日 ９時 00 分～17 時 00 分 

  愛知県医師会医療業務部第 3課  TEL：052-241-4143     FAX：052-241-4130 

 

 〇上記時間外（土・日・祝日及び平日 17時 00 分～９時 00 分） 

    愛知県救急医療情報センター  TEL：052-263-1146     FAX：052-264-1298 

 

【事業全体について】 

名古屋市新型コロナウイルス感染症対策室 医療調整Ｇ「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 

TEL：052-972-4389（平日８時 45 分～17時 30 分） FAX：052-972-3404 

e-mail：a4389-11@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

※可能な限り電子メールにてお問い合わせください。 

※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。 
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（参考 愛知県問い合わせ先） 

【意向調査票及び補助金交付申請先】 

 愛知県感染症対策局 感染症対策課 医療体制整備室 自宅療養者支援グループ 

 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

＜お問い合せ先＞ 

 愛知県感染症対策局 感染症対策課 医療体制整備室 自宅療養者支援グループ 

 FAX：052-954-7430  e-mail：iryotaisei-seibi@pref.aichi.lg.jp 

 

中核市が対応している自宅療養者等に係る本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。 

 

【診察所見報告書の提出先】 

自宅療養者の所在地 提出先 ＦＡＸ番号 

清須市・稲沢市・北名古屋市・豊山町 清須保健所 052-401-2113 

津島市・愛西市・弥富市・あま市・大治町・蟹江

町・飛島村 
津島保健所 0567-28-6891 

瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・長久手市・東

郷町 
瀬戸保健所 0561-82-9188 

春日井市・小牧市 春日井保健所 0568-34-3781 

犬山市・江南市・岩倉市・大口町・扶桑町 江南保健所 0587-54-5422 

半田市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武

豊町 
半田保健所 0569-24-7142 

常滑市・東海市・大府市・知多市 知多保健所 0562-33-7299 

みよし市・碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜

市 
衣浦東部保健所 0566-25-1470 

西尾市・幸田町 西尾保健所 0563-54-6791 

新城市・設楽町・東栄町・豊根村 新城保健所 0536-23-6358 

豊川市・蒲郡市・田原市 豊川保健所 0533-89-6758 

宿泊療養施設 
  

 

・東横 INN 名古屋名駅南 東横 INN 名古屋名駅南 052-583-1046 

・R&B ホテル名古屋新幹線口 R&B ホテル名古屋新幹線口 052-451-8577 

・ホテルウィングインターナショナル名古屋 ホテルウィングウィンターナショナル名古屋 052-231-7670 

・ベッセルイン栄駅前 ベッセルイン栄駅前 052-955-3111 

・その他の宿泊療養施設 愛知県感染症対策局感染症対策課自宅療養支援Ｇ 052-954-7430 

 


