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●新型コロナウイルスに関するQ&A（医療機関・検査機関の方向け）【厚生労働省HP】
●都道府県歯科医師会宛て通知
2020年4月20日

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その
12）

2020年4月20日

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その
11）

2020年4月20日

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健
指導等における対応について（改訂）

2020年4月17日

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更および新型コロナウイルス感染
症対策の基本的対処方針（4月16日改正）
新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノールの優先供
給について（改定）


2020年4月17日
2020年4月17日

帰国者・接触者外来の増加策及び対応能力向上策について




行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市区医師
会等への運営委託等について

2020年4月17日
2020年4月16日
2020年4月16日
2020年4月15日
2020年4月15日

新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請について
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた健康増進事業の実施に係
る対応について


 ージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的取扱いに
サ
ついて
N95マスクの例外的取扱いについて

2020年4月14日

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた出勤者7割削減を実現するための
在宅勤務等の推進について

2020年4月14日

厚生労働省対策推進本部における「医療体制地方支援チーム」の創設について

2020年4月13日

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について
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2020年4月13日

手指消毒用エタノールの代替品としての特定アルコールの無償配布について

2020年4月13日

「医療機関向けマスクの医療機関等への配布について」に関する質疑応答集
（Q&A）その４

2020年4月13日

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（4月11日改正）

2020年4月13日

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言および新型コロナウイルス感染症の基本的
対処方針（4月7日改正）

2020年4月13日

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

2020年4月13日

新型インフルエンザ等対策特別措置法第48条に基づき臨時に開設される医療施設
等に係る医療法等の取扱いについて

2020年4月13日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療
等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について

2020年4月13日

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その
10）

2020年4月13日

妊婦中の女性労働者などへの配慮に関する企業向けリーフレット等について

2020年4月9日

医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について（その3）

2020年4月9日

N95マスクについて（依頼）

2020年4月9日
2020年4月9日

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健
指導等における対応について
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その9）

2020年4月7日

新型コロナウイルス感染症対応における健康観察等の適切な実施、情報の共有につ
いて（依頼）

2020年4月7日

歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための院内感染対策に
ついて

2020年4月6日

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その8）

2020年4月6日

「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定め
る医療に関する給付等の一部を改正する告示」の告示等について

2020年4月2日

「医療機関向けマスクの医療機関等への配布について」に関する質疑応答集（Q＆
A）その3

2020年4月2日

「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（2020年4月1日）

2020年4月2日

「妊婦の方々などに向けた新型コロナウイルス感染症対策について」等について

2020年4月1日

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた健康増進事業の柔軟な実施について

2020年3月31日

医療機関等における手指消毒用エタノールの代替品としての特定アルコール（高濃
度エタノール）の希望調査について

2020年3月31日

新型コロナウイルス感染症対応下での歯科医業経営状況に関するアンケート調査へ
のご協力について（お願い）

2020年3月30日

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3月28日）

2020年3月30日

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その7）

2020年3月30日

新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査に係る費用の請求に関する
診療報酬明細書の記載等について

2020年3月24日

医療提供施設及び介護・障害者施設の職員に関する施設外からの感染対策について

2020年3月24日

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について

2020年3月24日

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その６）

2020年3月23日

新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料の送付について
（その7）

2020年3月23日

新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制
等の整備について

2020年3月23日

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 「新型コロナウイルス感染症対策の状
況分析・提言」（2020 年 3 月 19 日）

2020年3月23日

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

2020年3月23日

新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について

2020年3月19日

「医療機関向けマスクの医療機関等への配布について」に関する質疑応答集
（Q&A）について（その２）

2020年3月18日

新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業への
対応について

2020年3月17日

新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノールの優先供
給について

2020年3月17日

「新型コロナウイルスの影響により納税が困難な場合の猶予制度」の周知について

2020年3月16日

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その5）

2020年3月16日

「帰国者・接触者相談センター」における「帰国者・接触者外来」への受診調整
に係る留意事項について

2020年3月16日

「医療機関向けマスクの医療機関等への配布について」に関する質疑応答集
（Q&A）について

2020年3月16日

医療機関向けマスクの医療機関等への配布について

2020年3月16日

新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について

2020年3月13日

帰国者・接触者相談センターの運営について

2020年3月12日

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 ―第２弾―」について

2020年3月11日

【福祉医療機構からのご案内】医療貸付事業：新型コロナウイルスにより事業停止等
となった事業者に対する特別融資について

2020年3月06日

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その4）

2020年3月05日

歯科診療における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

2020年3月05日

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて

2020年3月04日

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その3）

2020年3月02日

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成
施設等の対応について（周知）

2020年3月02日

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、介
護保険施設、障害保健施設等の対応について

2020年3月02日

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

2020年3月02日

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その2）

2020年3月02日

新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資
格証明書の取扱いについて

2020年3月02日

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社
会福祉施設等の対応について

2020年2月26日

医療施設等における感染拡大防止のための留意点について

2020年2月25日

イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ

2020年2月25日

医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について（その２）

2020年2月25日

【福祉医療機構からのご案内】医療貸付事業：新型コロナウイルスにより事業停止等
となった事業者に対する対応について

2020年2月21日 イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ
2020年2月21日

世界保健機関（WHO）による新型コロナウイルスに関する「疾病、傷害及び死因
の統計分類第10版（ICD-10）」における対応について

2020年2月19日

マスクについてのお願い

2020年2月18日

新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について（依頼）

2020年2月17日

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

2020年2月17日

医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について

2020年2月14日 新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
2020年2月13日

新型コロナウイルス感染症に関する対応について

2020年2月13日

新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について

新型コロナウイルス感染拡大に伴う歯科用マスク、消毒用アルコール等の安定供給
2020年2月10日 について

2020年2月07日

新型コロナウィルスに関連して国の要請に基づき外出を自粛している者に係る診療
報酬の取扱いについて

2020年2月06日 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について（21例目）
2020年2月05日 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について（19例目）
2020年2月04日

新型コロナウイルスに関連した患者（14、15例目）及び無症状病原体保有者の発生
について

2020年2月04日

新型コロナウイルスに関連した患者（13例目）及び無症状病原体保有者の発生につ
いて

2020年2月03日
2020年1月31日

医療施設等におけるコロナウイルス感染症への対応について
中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎に関する世界保健
機関（WHO）の緊急事態宣言

2020年1月31日 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について（12例目）
2020年1月31日 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について（11例目）
2020年1月31日 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について（10例目）
2020年1月30日

新型コロナウイルスに関連した患者（9例目）及び無症状病原体保有者の発生につい
て

2020年1月29日

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施行について
（施行通知）

2020年1月29日 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について（7例目）
2020年1月29日 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について（6例目）
2020年1月29日 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について（5例目）
2020年1月27日

中華人民共和国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスに関連した感染症に関す
るQ&A（令和2年１月26日版）

2020年1月27日 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について（4例目）
2020年1月27日 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について（3例目）
2020年1月24日

中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎に関する世界保健
機関（WHO）の緊急委員会の結果について

2020年1月24日 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について（2例目）
2020年1月23日

中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎について（令和2
年1月22日版）

2020年1月22日

中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎について（第5
報）

2020年1月17日 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について（1例目）

●新型コロナウイルス感染症の情報リンク
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