
日付 名称 URL 発出元
新たに薬事承認・保険収載された新型コロナウイルス感染症に係る抗原検査の取り扱いにつ
いて（周知）

https://www.mhlw.go.jp/content/000658371.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

疑義解釈資料の送付について（その25） https://www.mhlw.go.jp/content/000658354.pdf 厚生労働省保険局医療課

高齢者施設における新型コロナウイルス 感染者発生時 等 の 検査体制 について https://www.mhlw.go.jp/content/000658370.pdf

厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推
進課
厚生労働省老健局老人保健課

新型コロナウイルス 感染症に関する ＰＣＲ 等の検査体制の 更なる 強化 に ついて https://www.mhlw.go.jp/content/000657888.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体に
おける対応に向けた準備について」に関するＱ＆Ａについて（その８）

https://www.mhlw.go.jp/content/000657889.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項の改訂につい
て

https://www.mhlw.go.jp/content/000657890.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項（第４版） https://www.mhlw.go.jp/content/000657891.pdf

自宅療養をされる皆様へ（リーフレット参考例）0807改訂版 https://www.mhlw.go.jp/content/000657892.pdf
本年８月８日から10 日までの３連休及びその後のお盆期間中における新型コロナウイルス感
染症対応に関する体制整備 について

https://www.mhlw.go.jp/content/000658086.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

医療機関における新型コロナウイルス感染者発生時の行政検査について https://www.mhlw.go.jp/content/000658101.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策本部

新型コロナウイルス感染症を踏まえた医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関す
る広告の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000658367.pdf 厚生労働省医政局総務課

新型コロナウイルス感染症等感染防止対策実施医療機関「みんなで安心マーク」の発行（別
添１）

https://www.mhlw.go.jp/content/000658368.pdf

新型コロナウイルス感染症等感染防止対策実施歯科医療機関「みんなで安心マーク」の発行
（別添２）

https://www.mhlw.go.jp/content/000658369.pdf

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に対する 宿泊療養 のための宿泊施設確保業務マニュア
ル等の改訂について

https://www.mhlw.go.jp/content/000657478.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策本部

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に対する 宿泊療養 のための宿泊施設確保業務マニュア
ル等の改訂について（別添１）

https://www.mhlw.go.jp/content/000657479.pdf

受入れホテルの確認事項チェックリスト（別添２） https://www.mhlw.go.jp/content/000657481.pdf
令和2年8月5日 令和２年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）の交付について https://www.mhlw.go.jp/content/000657206.pdf 厚生労働事務次官
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令和2年8月3日 新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる患者の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/000656009.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

疑義解釈資料の送付について（その24） https://www.mhlw.go.jp/content/000655470.pdf 厚生労働省保険局医療課

「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HERSYS）を活用した感染症
発生動向調査について」に関するＱ＆Ａについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000655378.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

人口動態調査における新型コロナウイルス 感染症に係る 疑義照会 について （協力依頼） https://www.mhlw.go.jp/content/000655380.pdf
厚生労働省
政策統括官
（統計・情報政策 政策評価担当 付参事官

人口動態調査における新型コロナウイルス 感染症に係る 疑義照会 について （協力依頼）(参
考）

https://www.mhlw.go.jp/content/000655381.pdf

医療機関における 院内感染対策のための 自主点検等 について https://www.mhlw.go.jp/content/000655349.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

医療機関における 院内感染対策のための 自主点検等 について（別添１） https://www.mhlw.go.jp/content/000655350.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

医療機関における 院内感染対策のための 自主点検等 について（別添１別添資料） https://www.mhlw.go.jp/content/000655351.pdf
新型コロナウイルスに関連した感染症対策
に対する
厚生労働省対策推進本部クラスター対策班

医療機関における 院内感染対策のための 自主点検等 について（別添２） https://www.mhlw.go.jp/content/000655352.pdf
国立国際医療研究センター 国際感染症セン
ター

感染症検査機関等設備整備事業における整備対象機器の納期の確認について https://www.mhlw.go.jp/content/000654458.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

医療機関等 における 医療 用 物資 の 緊急 時 への対応 について （その４) https://www.mhlw.go.jp/content/000654472.pdf

WEB調査結果の活用マニュアルの改定について https://www.mhlw.go.jp/content/000654480.pdf
厚生労働省医政局経済課
（マスク等物資対策班）

WEB調査結果の活用マニュアルの改定について（別添１，２） https://www.mhlw.go.jp/content/000654481.pdf

WEB調査結果の活用マニュアルの改定について（別添３） https://www.mhlw.go.jp/content/000654482.xlsx

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目
一部変更のお知らせ （その １０）

https://www.mhlw.go.jp/content/000654483.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬
儀、火葬等に関するガイドライン」の周知 について

https://www.mhlw.go.jp/content/000653429.pdf
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方 の 処置、 搬送、 葬
儀、火葬等に関するガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000653447.pdf

【ガイドライン別添】情報共有シート https://www.mhlw.go.jp/content/000653449.docx
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新型コロナウイルス感染症対策に係る自衛隊への災害派遣等による支援要請を行う場合の調
整要領について

https://www.mhlw.go.jp/content/000652674.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策
推進本部（医政局長・健康局長）
防衛省統合幕僚監部総括官

新型コロナウイルス感染症が発生した場合における情報の公表について（補足） https://www.mhlw.go.jp/content/000652973.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について https://www.mhlw.go.jp/content/000652974.pdf
厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
医薬・生活衛生局生活衛生課

「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する
診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/content/000653053.pdf 厚生労働省保険局医療課長

厚生労働省保険局医療課長
厚生労働省保険局歯科医療管理官

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25） https://www.mhlw.go.jp/content/000653055.pdf 厚生労働省保険局医療課

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第１項及び第14 条第２項
に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について

https://www.mhlw.go.jp/content/000652049.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課

「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体に
おける対応に向けた準備について」に関するＱ＆Ａについて（その７）

https://www.mhlw.go.jp/content/000651755.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査におけるPCR検査の取り扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/000651756.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課

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24） https://www.mhlw.go.jp/content/000651276.pdf 厚生労働省保険局医療課

入院医療提供体制に関する通知及び事務連絡の今後の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/000651056.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

入院医療提供体制に関する通知及び事務連絡の今後の取扱いについて(別紙１） https://www.mhlw.go.jp/content/000651069.pdf

入院医療提供体制に関する通知及び事務連絡の今後の取扱いについて（別紙２-１） https://www.mhlw.go.jp/content/000651070.pdf

入院医療提供体制に関する通知及び事務連絡の今後の取扱いについて（別紙２-２） https://www.mhlw.go.jp/content/000651071.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

入院医療提供体制に関する通知及び事務連絡の今後の取扱いについて（別紙３-１） https://www.mhlw.go.jp/content/000651072.pdf

入院医療提供体制に関する通知及び事務連絡の今後の取扱いについて（別紙３-２-１） https://www.mhlw.go.jp/content/000651073.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

入院医療提供体制に関する通知及び事務連絡の今後の取扱いについて（別紙3-２-２） https://www.mhlw.go.jp/content/000651074.pdf

入院医療提供体制に関する通知及び事務連絡の今後の取扱いについて（別紙４-１） https://www.mhlw.go.jp/content/000651075.pdf

令和2年7月28日

令和2年7月21日

検査料の点数の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/000653054.pdf

令和2年7月22日
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入院医療提供体制に関する通知及び事務連絡の今後の取扱いについて（別紙４-２） https://www.mhlw.go.jp/content/000651076.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症に係る検査の技術的事項に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について https://www.mhlw.go.jp/content/000651192.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

保健所の即応体制の整備に向けた看護職の確保の取組について https://www.mhlw.go.jp/content/000651342.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

帰国者・接触者外来等の医療機関等における新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支
援システム（HER-SYS）の利用促進について

https://www.mhlw.go.jp/content/000650726.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取り扱いについて（再周知） https://www.mhlw.go.jp/content/000650460.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律におけ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退院の取扱いに関する質疑応答集（Q＆A）について

https://www.mhlw.go.jp/content/000650157.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課

「新型コロナウイルス感染症 （COVID 19 ）診療の手引き・ 第 2 .2 版 」の周知について https://www.mhlw.go.jp/content/000650159.pdf
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策
推進本部

（参考資料）新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 診療の手引き・第2.2 版 https://www.mhlw.go.jp/content/000650160.pdf

「2019 nCoV （新型 コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」 の 改
訂 について

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策
推進本部

「2019 nCoV （新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル 」 新旧
対照表

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策
推進本部

2019-nCoV (新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル〜
2020/07/20更新版〜

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策
推進本部

令和2年7月15日 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するＱ＆Ａについて https://www.mhlw.go.jp/content/000649455.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

令和2年7月10日
「新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の各医療機関への配分について（依
頼）」に関する質疑応答集（Q&A）について（一部変更）

https://www.mhlw.go.jp/content/000648065.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

疑義解釈資料の送付について（その22） https://www.mhlw.go.jp/content/000647655.pdf 厚生労働省保険局医療課

災害発生時における新型コロナウイルス感染症拡大防止策の適切な実施に必要な新型コロナ
ウイルス感染症に関する情報共有について

https://www.mhlw.go.jp/content/000647830.pdf

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官
（災害緊急事態対処担当）
総務省自治行政局地域情報政策室長
消防庁国民保護・防災部防災課長
厚生労働省健康局結核感染症課長

令和2年7月8日

令和2年7月17日

https://www.mhlw.go.jp/content/000651076.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000651192.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000651342.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000650726.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000650157.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000650159.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000650160.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000649455.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000648065.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000647655.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000647830.pdf


新型コロナウイルス感染症の労災補償のための保健所における情報提供等の協力依頼につい
て

https://www.mhlw.go.jp/content/000647325.pdf
厚生労働省健康局結核感染症課長
労働基準局補償課長

新型コロナウイルス感染症の労災補償のための保健所における情報提供等の協力依頼につい
て（別添1）

https://www.mhlw.go.jp/content/000647326.pdf

新型コロナウイルス感染症の労災補償のための保健所における情報提供等の協力依頼につい
て（別添2:PDF版）

https://www.mhlw.go.jp/content/000647327.pdf

新型コロナウイルス感染症の労災補償のための保健所における情報提供等の協力依頼につい
て（別添2:Word版）

https://www.mhlw.go.jp/content/000647329.docx

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目
一部変更のお知らせ（その９）

https://www.mhlw.go.jp/content/000646708.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目
一部変更のお知らせ（その９）（別添１:エクセル版）

https://www.mhlw.go.jp/content/000646725.xlsx

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目
一部変更のお知らせ（その９）（別添２）

https://www.mhlw.go.jp/content/000646726.pdf

新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の各医療機関への配分について（その
３）

https://www.mhlw.go.jp/content/000646664.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策
推進本部

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ（第４版）について https://www.mhlw.go.jp/content/000646674.pdf
厚生労働省医政局医療経理室
厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部の改組に伴う「地域支援班」の創設につ
いて

https://www.mhlw.go.jp/content/000646564.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策
推進本部

新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）に係る処理番号の発行の開始について https://www.mhlw.go.jp/content/000649188.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）に係る処理番号の発行の開始について(参考
資料）

https://www.mhlw.go.jp/content/000649189.pdf

疑義解釈資料の送付について（その21） https://www.mhlw.go.jp/content/000645680.pdf 厚生労働省保険局医療課

新型コロナウイルス感染症流行下における災害発生時の避難所の運営に係る体制整備につい
て（管内市町村及び関係機関との連携強化）

https://www.mhlw.go.jp/content/000646834.pdf 厚生労働省健康局健康課

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ（第３版）について https://www.mhlw.go.jp/content/000645462.pdf
厚生労働省医政局医療経理室
厚生労働省健康局結核感染症課

令和2年7月1日

令和2年7月3日

令和2年7月6日

令和2年7月7日

令和2年7月2日

https://www.mhlw.go.jp/content/000647325.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000647326.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000647327.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000647329.docx
https://www.mhlw.go.jp/content/000646708.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000646725.xlsx
https://www.mhlw.go.jp/content/000646726.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000646664.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000646674.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000646564.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000649188.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000649189.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000645680.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000646834.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000645462.pdf


日付 名称 URL 発出元
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に対する宿泊療養 のための宿泊施設確保業務マニュ
アル等の改訂について

https://www.mhlw.go.jp/content/000644976.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に対する宿泊療養 のための宿泊施設確保業務マニュ
アル等の改訂について(改訂後全文 別添1)

https://www.mhlw.go.jp/content/000645546.pdf

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に対する宿泊療養 のための宿泊施設確保業務マニュ
アル等の改訂について(改訂後全文 別添2)

https://www.mhlw.go.jp/content/000645547.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に対する宿泊療養 のための宿泊施設確保業務マニュ
アル等の改訂について(改訂後全文 別添3)

https://www.mhlw.go.jp/content/000645548.pdf

新型コロナウイルス感染症の軽症者等受入れ施設の提供に関する協定例等について https://www.mhlw.go.jp/content/000644975.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部（医政局長）
観光庁次長

「新型コロナウイルス感染症に関するＰＣＲ 等の検査体制の強化に向けた指針」に基づく
点検状況の フォローアップ に ついて

https://www.mhlw.go.jp/content/000644970.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

今後を見据えた保健所の即応体制の整備に関するフォローアップについて https://www.mhlw.go.jp/content/000644934.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

医療従事者の医療用物資の医療機関等への配布について https://www.mhlw.go.jp/content/000644430.pdf
厚生労働省医政局経済課
（マスク等物資対策班）

疑義解釈資料の送付について（その19） https://www.mhlw.go.jp/content/000644460.pdf 厚生労働省保険局医療課

医療従事者の医療用物資の医療機関等への配布について（別紙様式） https://www.mhlw.go.jp/content/000635358.xlsx

医療機関等 における 医療 用 物資 の 緊急 時 への対応 について （その３） https://www.mhlw.go.jp/content/000644432.pdf
厚生労働省医政局経済課
（マスク等物資対策班）

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目
一部変更のお知らせ （その ８）

https://www.mhlw.go.jp/content/000644433.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目
一部変更のお知らせ （その ８）（別添１）

https://www.mhlw.go.jp/content/000644434.pdf

「 医療機関向けマスクの医療機関等への配布について 」 等 に関する
質疑応答集（Q&A ）について （その ６）

https://www.mhlw.go.jp/content/000644435.pdf
厚生労働省医政局経済課
（マスク等物資対策班）

「医療体制地方支援チーム」への都道府県からのリエゾン職員の派遣について https://www.mhlw.go.jp/content/000644273.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

「新型コロナウイルス感染症に係る 病原体核酸 検査のみを行う ために 衛生検査所 を臨時
的に開設する場合の取扱いについて 」の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/content/000644204.pdf
厚生労働省医政局長
（公印省略）

2020年6月

令和2年6月26日

令和2年6月29日

https://www.mhlw.go.jp/content/000644976.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000645546.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000645547.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000645548.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000644975.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000644970.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000644934.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000644430.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000644460.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000635358.xlsx
https://www.mhlw.go.jp/content/000644432.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000644433.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000644434.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000644435.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000644273.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000644204.pdf


「新型コロナウイルス感染症に係る 病原体核酸 検査のみを行う ために 衛生検査所 を臨時
的に開設する場合の取扱いについて 」の一部改正について（新旧対照表）

https://www.mhlw.go.jp/content/000644207.pdf

「新型コロナウイルス感染症に係る 病原体核酸 検査のみを行う ために 衛生検査所 を臨時
的に開設する場合の取扱いについて 」の一部改正について（改訂後全文）

https://www.mhlw.go.jp/content/000644209.pdf
厚生労働省医政局長
（公印省略）

新型コロナウイルス抗原定量検査の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/000644305.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第１項
及び第14 条第２項に基づく届出の基準等について（一部改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/000644309.pdf
厚生労働省健康局結核感染症課長
（ 公 印 省 略 ）

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第１項
及び第14 条第２項に基づく届出の基準等について（一部改正）（別添）

https://www.mhlw.go.jp/content/000644310.pdf

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナ
ウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱 い に つ いて （一部改正)

https://www.mhlw.go.jp/content/000644312.pdf
厚生労働省健康局結核感染症課長
（公印省略）

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて（一部改正） https://www.mhlw.go.jp/content/000644313.pdf
厚生労働省健康局結核感染症課長
（公印省略）

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体にお
ける対応に向けた準備について（一部改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/000644314.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目
一部変更のお知らせ（その７）

https://www.mhlw.go.jp/content/000643877.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目
一部変更のお知らせ（その７）（別添１）

https://www.mhlw.go.jp/content/000643878.pdf

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目
一部変更のお知らせ（その７）（別添２）

https://www.mhlw.go.jp/content/000643879.pdf

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目
一部変更のお知らせ（その７）（別添３）

https://www.mhlw.go.jp/content/000643880.pdf

疑義解釈資料の送付について（その18） https://www.mhlw.go.jp/content/000643762.pdf 厚生労働省保険局医療課

検査料の点数の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/000643763.pdf
厚生労働省保険局医療課長
厚生労働省保険局歯科医療管理官

「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）」
及び「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19）」
の一部訂正について

https://www.mhlw.go.jp/content/000642364.pdf 厚生労働省保険局医療課

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23) https://www.mhlw.go.jp/content/000642365.pdf 厚生労働省保険局医療課

令和2年6月22日
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う看護師等養成所における臨地実習の取扱い等につい
て

https://www.mhlw.go.jp/content/000642611.pdf 厚生労働省医政局看護課

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等に関する閲覧者の
拡大について（依頼）

https://www.mhlw.go.jp/content/000642657.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

令和2年6月23日

令和2年6月25日

https://www.mhlw.go.jp/content/000644207.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000644209.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/000644312.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000644313.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000644314.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000643877.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/000643879.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000643880.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000643762.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000643763.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000642364.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000642365.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000642611.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000642657.pdf


新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等に関する閲覧者の
拡大について（依頼）（別添:Word形式）

https://www.mhlw.go.jp/content/000642658.docx

今後を見据えた保健所の即応体制の整備について https://www.mhlw.go.jp/content/000641920.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

「新型コロナウイルス感染症に関するＰＣＲ等の検査体制の強化に向けた指針」における検
査需要の見通しの作成等について

https://www.mhlw.go.jp/content/000641826.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏まえ今後を見据えた歯科医療提供
体制の検討及び歯科保健医療の提供について（依頼)

https://www.mhlw.go.jp/content/000641738.pdf 厚生労働省医政局歯科保健課長

今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備 について https://www.mhlw.go.jp/content/000641692.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備 について(別紙1) https://www.mhlw.go.jp/content/000641700.pdf

今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備 について(別紙2:都道府県別
ピーク時の患者数一覧表)

https://www.mhlw.go.jp/content/000641701.pdf

今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備 について(別紙3:新たな「流
行シナリオ」について（補論）)

https://www.mhlw.go.jp/content/000641702.pdf

新型コロナウイルス感染症の医療提供体制確保のための新たな流行シナリオ https://www.mhlw.go.jp/content/000641703.pdf

新型コロナウイルス感染症の医療提供体制確保のための新たな流行シナリオ(別表) https://www.mhlw.go.jp/content/000641704.pdf

医療提供体制及び宿泊療養・自宅療養関係の主な通知・事務連絡の今後の取扱について https://www.mhlw.go.jp/content/000641705.pdf

新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

（参考資料）新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について https://www.mhlw.go.jp/content/000641630.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課

「新型コロナウイルス感染症 COVID 19 ）診療の手引き・ 第 2 .1 版 」の周知について https://www.mhlw.go.jp/content/000641254.pdf
厚生労働省
新型コロナウイルス 感染症 対策推進本部

（参考資料）新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 診療の手引き・第２.1 版 https://www.mhlw.go.jp/content/000641267.pdf

「SARS-CoV-2 抗原検出用キットの活用に関するガイドライン 」の改定について （周知） https://www.mhlw.go.jp/content/000640353.pdf
厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進 本部

SARS-CoV-2 抗原検出用キットの活用に関するガイドライン（新旧対照表） https://www.mhlw.go.jp/content/000640354.pdf

SARS-CoV-2 抗原検出用キットの活用に関するガイドライン（改訂後ガイドライン） https://www.mhlw.go.jp/content/000640358.pdf

令和２年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）の交付について https://www.mhlw.go.jp/content/000640595.pdf 厚生労働事務次官

令和2年6月18日

令和2年6月19日

https://www.mhlw.go.jp/content/000642658.docx
https://www.mhlw.go.jp/content/000641920.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000641826.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000641738.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000641692.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000641700.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000641701.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000641702.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000641703.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000641704.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000641705.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000641630.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000641254.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000641267.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000640353.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000640354.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000640358.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000640595.pdf


（参考資料）新型コロナウイルス感染症に伴う医療関連の支援について https://www.mhlw.go.jp/content/000640605.pdf

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）のうち
医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業の実施について

https://www.mhlw.go.jp/content/000640607.pdf
厚生労働省医政局医療経理室
医療経営支援課

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）のうち
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の実施について

https://www.mhlw.go.jp/content/000640608.pdf
厚生労働省医政局医療経理室
医政局医事課

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分 の追加交付 申請等 について https://www.mhlw.go.jp/content/000640609.pdf
厚生労働省医政局医療経理室
健康局結核感染症課
医薬・生活衛生局総務課

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ（第２版）について https://www.mhlw.go.jp/content/000640610.pdf
厚生労働省医政局医療経理室
厚生労働省健康局結核感染症課

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）の実施に当たっての取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/000640611.pdf
厚生労働省医政局医療経理室
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医
療機関について

https://www.mhlw.go.jp/content/000640614.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）の実施について https://www.mhlw.go.jp/content/000640615.pdf
厚生労働省医政局長
厚生労働省健康局長
厚生労働省医薬・生活衛生局長

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22) https://www.mhlw.go.jp/content/000640308.pdf 厚生労働省保険局医療課

新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養及び自宅療養に係るマニュアル等の改訂に
ついて

https://www.mhlw.go.jp/content/000640245.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル（第３版） https://www.mhlw.go.jp/content/000640246.pdf

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養のための宿泊施設確保業務マニュアル
（第２版）

https://www.mhlw.go.jp/content/000640247.pdf

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養のための宿泊施設確保業務マニュアル
（第２版）(別添)

https://www.mhlw.go.jp/content/000640248.pdf

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項（第３版） https://www.mhlw.go.jp/content/000640249.pdf

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項（第３版）
(別添)

https://www.mhlw.go.jp/content/000640250.pdf

「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体に
おける対応に向けた準備について」に関するＱ＆Ａについて（その６）

https://www.mhlw.go.jp/content/000640251.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染
症患者の退院及び就業制限の取扱 い に つ いて （一部改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/000639691.pdf
厚生労働省健康局結核感染症課長
（公印省略）

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染
症患者の退院及び就業制限の取扱 い に つ いて （一部改正）（概要）

https://www.mhlw.go.jp/content/000639696.pdf令和2年6月12日

令和2年6月15日

令和2年6月16日
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https://www.mhlw.go.jp/content/000640615.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000640245.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000640246.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/000640248.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/000640250.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/000639696.pdf


新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体にお
ける対応に向けた準備について（一部改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/000639692.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知) https://www.mhlw.go.jp/content/000639688.pdf
厚生労働省健康局結核感染症課長
（ 公印省略）

疑義解釈資料の送付について（その16） https://www.mhlw.go.jp/content/000639087.pdf 厚生労働省保険局医療課

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21） https://www.mhlw.go.jp/content/000638788.pdf 厚生労働省保険局医療課

医療機関等におけるクラスター発生時の看護職員の派遣に関する支援について https://www.mhlw.go.jp/content/000641211.pdf 厚生労働省医政局看護課

新型コロナウイルス抗原検出用キットの供給に関する調整等 について （その２） https://www.mhlw.go.jp/content/000638004.pdf
厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部

新型コロナウイルス感染症対策に係る 学校 等 における感染症発生 状況 の把握 について
（協力依頼）

https://www.mhlw.go.jp/content/000637950.pdf
厚生労働省
健康局結核感染症課

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目
一部変更のお知らせ （その ６）

https://www.mhlw.go.jp/content/000637119.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目
一部変更のお知らせ （その ６）（別添１）

https://www.mhlw.go.jp/content/000637120.pdf

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目
一部変更のお知らせ （その ６）（別添２）

https://www.mhlw.go.jp/content/000637122.pdf

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目
一部変更のお知らせ （その ６）（別添３）

https://www.mhlw.go.jp/content/000637124.pdf

新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養及び自宅療養に係るマニュア
ル等の改訂について

https://www.mhlw.go.jp/content/000636387.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル
（第２版）

https://www.mhlw.go.jp/content/000636388.pdf

新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル
（第2版）(別添)

https://www.mhlw.go.jp/content/000636389.pdf

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項（第２版） https://www.mhlw.go.jp/content/000636390.pdf
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項（第２版）
(別添)

https://www.mhlw.go.jp/content/000636391.pdf

「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体に
おける対応に向けた準備について」に関するＱ＆Ａについて（その５）

https://www.mhlw.go.jp/content/000636386.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

臨床検査技師に対する新型コロナウイルス感染症の診断を目的としたＰＣＲ検査
のための鼻腔・咽頭拭い液の採取に関する研修の実施について

https://www.mhlw.go.jp/content/000636385.pdf
厚生労働省医政局医事課
厚生労働省健康局結核感染症課

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて（一部改正） https://www.mhlw.go.jp/content/000636384.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課長

新型コロナウイルス感染症に関するＰＣＲ検査の更なる検査体制の整備のため、「診療
放射線技師及び臨床検査技師等に関する法律の一部改正の施行等について」に伴う

https://www.mhlw.go.jp/content/000636368.pdf 厚生労働省医政局医事課長

検査料の点数の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/000636341.pdf 厚生労働省保険局医療課

令和2年6月4日

令和2年6月8日

令和2年6月11日

令和2年6月10日
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疑義解釈資料の送付について（その15） https://www.mhlw.go.jp/content/000636345.pdf 厚生労働省保険局医療課

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・
特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への医療機関における薬剤の配送に係る留意事項
について

https://www.mhlw.go.jp/content/000636279.pdf 厚生労働省医政局総務課

「新型コロナウイルス感染症に関する ＰＣＲ 等の検査体制の 強化 に 向けた 指針 」につい
て

https://www.mhlw.go.jp/content/000636113.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

「2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」の改訂
について

https://www.mhlw.go.jp/content/000635963.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

「2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」の改訂
について　( 新旧対照表)

https://www.mhlw.go.jp/content/000635964.pdf

「2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」の改訂
について　( マニュアル)

https://www.mhlw.go.jp/content/000635965.pdf

新型コロナウイルス感染症に対する感染管理について https://www.mhlw.go.jp/content/000635966.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課

新型コロナウイルス感染症に対する感染管理について　（感染管理） https://www.mhlw.go.jp/content/000635967.pdf
国立感染症研究所
国立国際医療研究センター
国際感染症センター

新型コロナウイルス感染症に対する感染管理について　（別添（表）） https://www.mhlw.go.jp/content/000635968.pdf

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

https://www.mhlw.go.jp/content/000636112.pdf

文部科学省初等中等教育局
文部科学省高等教育局
厚生労働省医政局
厚生労働省健康局
厚生労働省医薬・生活衛生局
厚生労働省社会・援護局
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

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20） https://www.mhlw.go.jp/content/000635978.pdf 厚生労働省保険局医療課

令和2年6月1日

令和2年6月2日
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日付 名称 URL 発出元
令和2年5月30日

今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備における
当面の対応について

https://www.mhlw.go.jp/content/000635521.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナ
ウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/000635398.pdf
厚生労働省健康局結核感染症課長
（ 公印省略）

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナ
ウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正）(参考）

https://www.mhlw.go.jp/content/000635506.pdf

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象
並びに自治体における対応に向けた準備について（一部改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/000635399.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症に対応したへき地に係る医療提供体制について https://www.mhlw.go.jp/content/000635076.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」の改定について https://www.mhlw.go.jp/content/000635400.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS）を活用した感染症
発生動向調査について

https://www.mhlw.go.jp/content/000635824.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について https://www.mhlw.go.jp/content/000635997.pdf
厚生労働省健康局結核感染症課長
（公 印 省 略）

疑義解釈資料の送付について（その14） https://www.mhlw.go.jp/content/000635381.pdf 厚生労働省保険局医療課

医療機関向けマスク の 医療機関等への 配布 について （その ３） https://www.mhlw.go.jp/content/000635357.pdf
厚生労働省医政局経済課
（マスク等物資対策班）

医療機関向けマスク の 医療機関等への 配布 について （その ３）（別紙） https://www.mhlw.go.jp/content/000635358.xlsx

医療従事者の個人防護具（PPE ）の 医療機関等への 配布 について （その ３） https://www.mhlw.go.jp/content/000635351.pdf
厚生労働省医政局経済課
（マスク等物資対策班）

医療従事者の個人防護具（PPE ）の 医療機関等への 配布 について （その ３）（別紙） https://www.mhlw.go.jp/content/000635358.xlsx

医療現場における手袋（滅菌・非滅菌）の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/000635349.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策
推進本部

厚生労働省に開設するWebサイト「医療のお仕事 Key-Net」等を通じて行う
医療人材等の緊急的な確保を促進するための取組（緊急医療人材等確保促進プラン）
の実施に向けた準備について

https://www.mhlw.go.jp/content/000634541.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

2020年5月

令和2年5月29日
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新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十八条第一項に規定する臨時の医療施設において
同法第三十八条第一項に規定する特定都道府県知事が提供する医療に係る感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律第四十一条第二項の規定による診療報酬について

https://www.mhlw.go.jp/content/000634581.pdf 厚生労働大臣　加藤　勝信

新型コロナウイルス感染症患者等の移送及び搬送について https://www.mhlw.go.jp/content/000634952.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

感染症法第42 条の規定に基づく入院患者の療養費の支給について https://www.mhlw.go.jp/content/000634368.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課

感染症法第42 条の規定に基づく入院患者の療養費の支給について（別添:Word形式） https://www.mhlw.go.jp/content/000634370.docx

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19） https://www.mhlw.go.jp/content/000634226.pdf 厚生労働省保険局医療課

令和２年度の熱中症予防行動について（周知依頼） https://www.mhlw.go.jp/content/000633839.pdf
環境省大臣官房環境保健部環境安全課
厚生労働省健康局健康課

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関する取扱について https://www.mhlw.go.jp/content/000633840.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏まえた各種健診等における
対応について

https://www.mhlw.go.jp/content/000633977.pdf

●厚生労働省医政局
歯科保健課長
●厚生労働省健康局
健康課長
がん・疾病対策課長
●厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長
●厚生労働省子ども家庭局
家庭福祉課長
母子保健課長
●厚生労働省保険局
保険課長
国民健康保険課長
高齢者医療課長
医療介護連携政策課長

令和2年5月26日

令和2年5月27日
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健康診査実施機関における新型コロナウイルス感染症対策について（情報提供) https://www.mhlw.go.jp/content/000634010.pdf

●厚生労働省健康局
健康課
がん・疾病対策課
●厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課
●厚生労働省保険局
保険課
国民健康保険課
高齢者医療課
医療介護連携政策課

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第１項及び第14 条第２項に
基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について

https://www.mhlw.go.jp/content/000634279.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課

令和2年5月25日 感染症発生動向調査事業の活用によるＰＣＲ検査の体制強化のための研修の実施について https://www.mhlw.go.jp/content/000633273.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課

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18) https://www.mhlw.go.jp/content/000633054.pdf 厚生労働省保険局医療課

新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システムHER-SYSの導入について
導入準備の御案内／接続環境の確認、NESID情報の整理等

https://www.mhlw.go.jp/content/000633013.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて（一部改正） https://www.mhlw.go.jp/content/000633014.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課長

都道府県、保健所設置市及び特別区と社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会との
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15 条に基づく調査に関する契約の締結
及び覚書の交換について（一部改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/000633015.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課長

都道府県、保健所設置市及び特別区と社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合
会との感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15 条に基づく調査に関
する契約の締結及び覚書の交換について（一部改正）(別添:Word形式)

https://www.mhlw.go.jp/content/000633016.docx

「新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の各医療機関への配分について（依
頼）」に関する質疑応答集（Q&A）について

https://www.mhlw.go.jp/content/000633071.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

医療機関等における医療用物資の緊急時への対応 について （その２) https://www.mhlw.go.jp/content/000634101.pdf
厚生労働省医政局経済課
（マスク等物資対策班）

令和2年5月21日
新型コロナウイルス感染症に関するＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師
による実施のためのオンライン研修システムについて（情報提供）

https://www.mhlw.go.jp/content/000632592.pdf
厚生労働省医政局医事課
厚生労働省医政局歯科保健課

令和２年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/000632938.pdf 厚生労働省保険局医療課

新型コロナウイルス感染症に関するＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い液の
採取の歯科医師による実施のための研修動画の公開について

https://www.mhlw.go.jp/content/000632323.pdf
厚生労働省医政局医事課
厚生労働省医政局歯科保健課

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ（第１版）についての
補足説明について

https://www.mhlw.go.jp/content/000633380.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課

令和2年5月22日

令和2年5月20日
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各都道府県におけるＰＣＲ等検査の実施体制等について https://www.mhlw.go.jp/content/000631984.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等に関する調査報告依頼について（第4回） https://www.mhlw.go.jp/content/000631981.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部（医療体制班）

新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等に関する調査報告依頼について（第4回）(参
考)

https://www.mhlw.go.jp/content/000631982.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部（医療体制班）

新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等に関する調査報告依頼について（第4回）(別添:Excel
形式)

https://www.mhlw.go.jp/content/000631983.xlsx
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症を疑う患者等に関する救急医療の実施についての報告依頼 https://www.mhlw.go.jp/content/000631926.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症を疑う患者等に関する救急医療の実施についての報告依頼(別添:Excel形
式)

https://www.mhlw.go.jp/content/000631927.xlsx

新型コロナウイルス感染症に係る今後の医療提供体制に関する報告依頼について（その８) https://www.mhlw.go.jp/content/000631922.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症に係る今後の医療提供体制に関する報告依頼について（その８)(別添1:Excel形式) https://www.mhlw.go.jp/content/000631923.xlsx

新型コロナウイルス感染症に係る今後の医療提供体制に関する報告依頼について（その８)(別添2:Word形式) https://www.mhlw.go.jp/content/000631924.docx

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に関する
Ｑ＆Ａの改訂について（その２)

https://www.mhlw.go.jp/content/000631877.pdf
厚生労働省保険局国民健康保険課
厚生労働省保険局高齢者医療課

「 医療機関向けマスクの医療機関等への配布について 」 等 に関する質疑応答集（Q&A ）
について（その５)

https://www.mhlw.go.jp/content/000634098.pdf
厚生労働省医政局経済課
（マスク等物資対策班）

各都道府県における発表日ベースの新規感染者数の確認依頼について https://www.mhlw.go.jp/content/000631916.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

各都道府県における発表日ベースの新規感染者数の確認依頼について(別添) https://www.mhlw.go.jp/content/000631917.pdf

「新型コロナウイルス感染症COVID19）診療の手引き・第2版」の周知について https://www.mhlw.go.jp/content/000631549.pdf
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

「新型コロナウイルス感染症COVID19）診療の手引き・第2版」の周知について(参考1) https://www.mhlw.go.jp/content/000631551.pdf

「新型コロナウイルス感染症COVID19）診療の手引き・第2版」の周知について(参考2) https://www.mhlw.go.jp/content/000631552.pdf

新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の備蓄と
社会福祉施設等に対する供給について（その２)

https://www.mhlw.go.jp/content/000631555.pdf

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
厚生労働省子ども家庭局母子保健課
厚生労働省社会・援護局保護課
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局振興課
厚生労働省老健局老人保健課

令和2年5月18日

令和2年5月19日
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今後のPCR検査の需要拡大に対応するための検査体制確保について https://www.mhlw.go.jp/content/000631310.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について
調査項目一部変更のお知らせ（その５)

https://www.mhlw.go.jp/content/000631004.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について
調査項目一部変更のお知らせ（その５)（別添１）

https://www.mhlw.go.jp/content/000631005.pdf

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について
調査項目一部変更のお知らせ（その５)（別添２）

https://www.mhlw.go.jp/content/000631006.pdf

疑義解釈資料の送付について（その12） https://www.mhlw.go.jp/content/000631003.pdf 厚生労働省保険局医療課

「新型コロナウイルス感染症に関するＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い液の
採取の歯科医師による実施について」に関する質疑応答集（Q&A）について

https://www.mhlw.go.jp/content/000630927.pdf
厚生労働省医政局医事課
厚生労働省医政局歯科保健課

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第１項及び第14条第２項
に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について

https://www.mhlw.go.jp/content/000631042.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課

新型コロナウイルス感染症に対するファビピラビルに係る観察研究の概要及び
同研究に使用するための医薬品の提供に関する周知依頼について（その３）

https://www.mhlw.go.jp/content/000631043.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症に対するファビピラビルに係る観察研究の概要及び
同研究に使用するための医薬品の提供に関する周知依頼について（その３）（別添）

https://www.mhlw.go.jp/content/000631044.pdf

宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について https://www.mhlw.go.jp/content/000631045.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について（別添様式） https://www.mhlw.go.jp/content/000631047.pdf

新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の各医療機関への
配分について（その２）（依頼）

https://www.mhlw.go.jp/content/000631059.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス抗原検出用キットの供給に関する調整等について https://www.mhlw.go.jp/content/000630745.pdf
厚生労働省　新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出」を行う
医療機関における行政検査の委託に関する契約等について

https://www.mhlw.go.jp/content/000630746.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルスに感染した小児に係る医療提供体制に関する報告依頼について https://www.mhlw.go.jp/content/000630748.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルスに感染した小児に係る医療提供体制に関する報告依頼について（別添:Excel形
式）

https://www.mhlw.go.jp/content/000630749.xlsx

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17） https://www.mhlw.go.jp/content/000630720.pdf 厚生労働省保険局医療課

リーフレット「新型コロナウイルス感染症対策（COVID-19）〜妊婦の方々へ〜」の改訂に
ついて

https://www.mhlw.go.jp/content/000630611.pdf 厚生労働省子ども家庭局母子保健課

リーフレット「新型コロナウイルス感染症対策（COVID-19）〜妊婦の方々へ〜」の改訂に
ついて（別添）

https://www.mhlw.go.jp/content/000630612.pdf

令和2年5月15日

令和2年5月14日
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医療従事者の個人防護具（PPEの医療機関等への配布について（その２） https://www.mhlw.go.jp/content/000634096.pdf
厚生労働省医政局経済課
（マスク等物資対策班）

医療機関向けマスクの医療機関等への配布について（その２） https://www.mhlw.go.jp/content/000634097.pdf
厚生労働省医政局経済課
（マスク等物資対策班）

都道府県、保健所設置市及び特別区と社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合
会との感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条に基づく調査に関す
る契約の締結及び覚書の交換について（一部改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/000630346.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課長

都道府県、保健所設置市及び特別区と社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合
会との感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条に基づく調査に関す
る契約の締結及び覚書の交換について（一部改正）(別添:Word形式）

https://www.mhlw.go.jp/content/000631821.docx

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて（一部改正） https://www.mhlw.go.jp/content/000630349.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課長

「地域外来・検査センター運営マニュアル（第２版」の送付について https://www.mhlw.go.jp/content/000630351.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

「地域外来・検査センター運営マニュアル（第２版」の送付について（別添） https://www.mhlw.go.jp/content/000630352.pdf

「地域外来・検査センター運営マニュアル（第２版」の送付について（参考２:Word形式） https://www.mhlw.go.jp/content/000630353.docx

「地域外来・検査センター運営マニュアル（第２版」の送付について（参考３） https://www.mhlw.go.jp/content/000630356.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する
診療報酬明細書の記載等について

https://www.mhlw.go.jp/content/000630290.pdf 厚生労働省保険局医療課長

検査料の点数の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/000630289.pdf
厚生労働省保険局医療課長
厚生労働省保険局歯科医療管理官

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（その２）

https://www.mhlw.go.jp/content/000630283.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

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（その２）（別添２:PDF形式）

https://www.mhlw.go.jp/content/000630284.pdf

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（その２）（別添２:Excel形式）

https://www.mhlw.go.jp/content/000630285.xlsx

新型コロナウイルス感染症を疑う患者等に関する救急医療の実施について https://www.mhlw.go.jp/content/000630282.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第１項及び第14条第２項
に基づく届出の基準等について（一部改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/000630271.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第１項及び第14条第２項
に基づく届出の基準等について（一部改正）（別紙）

https://www.mhlw.go.jp/content/000630272.pdf

令和2年5月13日
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新型コロナウイルス抗原検出用キットの活用に関するガイドラインについて（周知） https://www.mhlw.go.jp/content/000630269.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス抗原検出用キットの活用に関するガイドラインについて（周知）（別
添）

https://www.mhlw.go.jp/content/000630270.pdf

施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について https://www.mhlw.go.jp/content/000630268.pdf 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課

地域外来・検査センターの運営に係る医療法上の臨時的な取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/000630101.pdf 厚生労働省医政局総務課

疑義解釈資料の送付について（その11） https://www.mhlw.go.jp/content/000629787.pdf 厚生労働省保険局医療課

小児の新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する補足資料の改訂について https://www.mhlw.go.jp/content/000629682.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

小児の新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する補足資料の改訂について
（別添１）

https://www.mhlw.go.jp/content/000631813.pdf

小児の新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する補足資料の改訂について
（別添２）

https://www.mhlw.go.jp/content/000629685.pdf

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等において定期的に実施することが
求められる業務等の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000629524.pdf

厚生労働省医政局総務課
厚生労働省医政局地域医療計画課
厚生労働省医政局経済課
厚生労働省医政局研究開発振興課

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る
国民健康保険料（税）の減免に対する財政支援に関するＱ＆Ａについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000629080.pdf 厚生労働省保険局国民健康保険課

新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目
一部変更のお知らせ（その４）

https://www.mhlw.go.jp/content/000634095.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

令和2年5月10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の取扱いのうち、「帰国者・接触者
外来と同様の機能を有する医療機関として
都道府県等が認めた医療機関」について

https://www.mhlw.go.jp/content/000628699.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

疑義解釈資料の送付について（その10） https://www.mhlw.go.jp/content/000629785.pdf 厚生労働省保険局医療課

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 https://www.mhlw.go.jp/content/000628619.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

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（別添） https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf

新型コロナウイルス感染の拡大に対応する医療人材の確保の考え方及び関係する支援メ
ニューについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000628618.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

令和2年5月12日

令和2年5月11日
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特例承認に係る医薬品に関する特例について https://www.mhlw.go.jp/content/000628601.pdf
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

障害者に係る新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制について https://www.mhlw.go.jp/content/000628658.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

障害者に係る新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制について（別添） https://www.mhlw.go.jp/content/000628659.pdf

狂犬病予防法に基づく狂犬病の予防注射の時期について（その２）（情報提供） https://www.mhlw.go.jp/content/000628660.pdf 厚生労働省健康局結核感染症課

各都道府県における新型コロナウイルス感染症患者のうち感染経路が特定できない症例の発
生状況の確認依頼について

https://www.mhlw.go.jp/content/000628679.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例
に関する法律による健康保険料の猶予の特例の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000628847.pdf 厚生労働省保険局保険課長

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の医師、看護師等への配慮について https://www.mhlw.go.jp/content/000627985.pdf
厚生労働省医政局総務課
厚生労働省医政局看護課
厚生労働省医政局医事課

レムデシビル製剤の使用に当たっての留意事項について https://www.mhlw.go.jp/content/000628073.pdf
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

新医薬品として承認された医薬品について https://www.mhlw.go.jp/content/000628074.pdf 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の各医療機関への配分について（依
頼）

https://www.mhlw.go.jp/content/000628102.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナ感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について
調査項目一部変更のお知らせ（その３）

https://www.mhlw.go.jp/content/000634094.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

令和2年5月6日
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく臨時の医療施設における医療の
提供等に当たっての留意事項について（その２）

https://www.mhlw.go.jp/content/000627650.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症に対するファビピラビルに係る観察研究の概要及び
同研究に使用するための医薬品の提供に関する周知依頼について（その２）

https://www.mhlw.go.jp/content/000627570.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症に対するファビピラビルに係る観察研究の概要及び
同研究に使用するための医薬品の提供に関する周知依頼について（その２）（別添）

https://www.mhlw.go.jp/content/000627594.pdf

新型コロナウイルス感染症の患者数増加に備えた人工呼吸器のメンテナンスについて（依
頼）

https://www.mhlw.go.jp/content/000627569.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部
医政局経済課

新型コロナウイルス感染症の患者数増加に備えた人工呼吸器のメンテナンスについて（依
頼）
（別添）

https://www.mhlw.go.jp/content/000627592.pdf

新型コロナウイルス感染症の患者数増加に備えた人工呼吸器のメンテナンスについて（依
頼）
（案内紙）

https://www.mhlw.go.jp/content/000627593.pdf

新型コロナウイルス感染症対策における重症患者に対するレムデシビルの必要量等の把握に
ついて（依頼）

https://www.mhlw.go.jp/content/000627568.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

令和2年5月8日

令和2年5月7日

令和2年5月4日
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介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について https://www.mhlw.go.jp/content/000627566.pdf
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省老健局老人保健課

「介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について」
（令和２年５月４日付事務連絡）に関するＱ＆Ａについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000627567.pdf
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省老健局老人保健課

「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体に
おける対応に向けた準備について」に関するＱ＆Ａについて（その４）

https://www.mhlw.go.jp/content/000627565.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

「帰国者・接触者外来等」受診者数等の報告依頼について https://www.mhlw.go.jp/content/000627482.pdf
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策
推進本部

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
の一部を改正する政令の施行について

https://www.mhlw.go.jp/content/000627465.pdf 厚生労働省医薬・生活衛生局長

疑義解釈資料の送付について（その８） https://www.mhlw.go.jp/content/000629776.pdf 厚生労働省保険局医療課

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく臨時の医療施設の保険診療上
の取扱い等について

https://www.mhlw.go.jp/content/000627538.pdf 厚生労働省保険局医療課

小児の新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する補足資料の改訂について https://www.mhlw.go.jp/content/000627483.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

小児の新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する補足資料の改訂について
（別添１）

https://www.mhlw.go.jp/content/000627484.pdf

小児の新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する補足資料の改訂について
（別添２）

https://www.mhlw.go.jp/content/000627485.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る感染症法の規定に基づく入院、入院患者の医療等に関する
事務における個人番号及び住民基本台帳ネットワークの利用について

https://www.mhlw.go.jp/content/000627456.pdf
内閣府大臣官房番号制度担当室
総務省自治行政局住民制度課
厚生労働省新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策推進本部

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条
に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000627457.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項（第１版）の
送付について

https://www.mhlw.go.jp/content/000627458.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項（第１版）の
送付について（別添１）

https://www.mhlw.go.jp/content/000627459.pdf

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項（第１版）の
送付について（別添２）

https://www.mhlw.go.jp/content/000627460.pdf

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項（第１版）の
送付について（様式１:Word形式）

https://www.mhlw.go.jp/content/000627461.docx

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項（第１版）の
送付について（様式２:Excel形式）

https://www.mhlw.go.jp/content/000627462.xlsx

医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び
発生時の初期対応について

https://www.mhlw.go.jp/content/000627463.pdf
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部
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医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び
発生時の初期対応について（別添）

https://www.mhlw.go.jp/content/000627464.pdf

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する
傷病手当金の支給に関するＱ＆Ａの改訂について

https://www.mhlw.go.jp/content/000627659.pdf
厚生労働省保険局国民健康保険課
厚生労働省保険局高齢者医療課

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る
国民健康保険料（税）の減免に対する財政支援の基準について

https://www.mhlw.go.jp/content/000627660.pdf 厚生労働省保険局国民健康保険課長
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