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新型コロナウイルス感染症の入院患者に対する医療の公費負担申請について 

 

標記の件につきまして、鹿児島県くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染

症療養調整課長から別添の通り周知依頼がありました。 

本取扱いについては、令和４年９月 27日開催の第 22回郡市医師会新型コロナ

ウイルス感染症担当理事連絡協議会にて県担当者から説明があったところです。 

新型コロナウイルス感染症に係る医療費は、原則として患者等からの公費負

担申請により対応されているところですが、新規感染者数の増加に伴い、当該公

費負担申請に係る事務処理に時間を要し、診療報酬の請求に影響が生じている

ところです。 

本件は、公費負担申請の代行申請等による簡略化について厚生労働省から示

されたことにより、公費負担申請に係る事務処理が別紙の通り簡略化され、診療

報酬の請求がより早期に行えることについて周知を依頼するものです。 

つきましては、ご多用中誠に恐れ入りますが、貴会会員への周知方について

ご高配賜りますようお願い申し上げます。 

なお、鹿児島市とそれ以外の地域では申請書様式が異なります（様式の Excel

データは本会ホームページに掲載致します）。 

また、鹿屋保健所並びに志布志保健所では独自の様式を使用するとのことで

す。そのため、鹿屋市医師会、曽於医師会、肝属郡医師会、肝属東部医師会の管

下医療機関では、本文書に添付している様式ではなく、鹿屋保健所並びに志布志

保健所から各医療機関に別途送られてくる様式をお使いください。 

 

 

※本件は、PDFでお送りします。 
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新コ調第10028号   

令和４年９月27日  

 

公益社団法人 鹿児島県医師会長 殿 

 

鹿 児 島 県 く ら し 保 健 福 祉 部  

新型コロナウイルス感染症療養調整課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症の入院患者に対する医療の公費負担申請について 

  （依頼）    

 

 

本県の保健医療行政の推進につきましては，かねてから御協力いただき感謝申し上げ

ます。 

 さて，標記については，「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

による医療の公費負担の取扱いについて」（平成 11 年３月 19 日付け健医発第 455 号厚

生省保健医療局長通知）に基づき，原則として患者等からの申請により対応していると

ころですが，新規感染者数の増加に伴い，当該公費負担申請に係る事務処理に時間を要

し，診療報酬の請求においても影響が生じているところです。 
今般，「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よる医療の公費

負担の申請手続について」（令和４年７月 14 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染

症対策推進本部事務連絡）において，公費負担申請の代行申請等による簡略化が示され

たところです。当該簡略化により，公費負担申請に係る事務処理が簡略化され，診療報

酬の請求についても早期に行うことが可能となります。 
 つきましては，趣旨を御理解の上，貴会会員医療機関に対し，別添により周知くださ

るようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 
 鹿児島県くらし保健福祉部  

新型コロナウイルス感染症療養調整課  
事業推進係 担当：松永 
TEL   099-286-3420 
MAIL  corona-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp 

mailto:corona-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp


新コ調第10027号   

令和４年９月27日  

 

関係医療機関の長 様 

 

鹿 児 島 県 く ら し 保 健 福 祉 部  

新型コロナウイルス感染症療養調整課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症の入院患者に対する医療の公費負担申請について 

  （依頼）   

 

 

 平素より本県の新型コロナウイルス感染症対策に御理解と御協力を賜り，厚く御礼申

し上げます。 

 さて，標記については，「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

による医療の公費負担の取扱いについて」（平成 11 年３月 19 日付け健医発第 455 号厚

生省保健医療局長通知）に基づき，原則として患者等からの申請により対応していると

ころですが，新規感染者数の増加に伴い，当該公費負担申請に係る事務処理に時間を要

し，診療報酬の請求においても影響が生じているところです。 
今般，「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よる医療の公費

負担の申請手続について」（令和４年７月 14 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染

症対策推進本部事務連絡）において，公費負担申請の代行申請等による簡略化が示され

たところです。当該簡略化により，公費負担申請に係る事務処理が簡略化され，診療報

酬の請求についても早期に行うことが可能となります。 
 つきましては，下記のとおり代行申請に御対応・御協力いただきますようお願いいた

します。 
  

記 

 

１ 申請方法 

  医療機関において，別添の様式に必要事項を記載し，該当患者を所管する保健所へ

代行申請 

 

２ 申請書類 

  代行申請書 

 

３ 留意事項 

 ・ 公費負担の対象期間は，該当患者が陽性となり貴院にて療養開始した日（入院日

等）から退院基準を満たし，貴院にて療養を解除した日（退院日，死亡解除日，転

院日等）となります。 

・ 申請書の記載方法等については，該当患者を所管する保健所へお問い合わせくだ 

さい。 



 

【通知等】 

 ・「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よる医療の公費負担

の取扱いについて」（平成11年３月19日付け健医発第455号厚生省保健医療局長通

知） 

・「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よる医療の公費負担

の申請手続について」（令和４年７月14日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染

症対策推進本部事務連絡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 
 鹿児島県くらし保健福祉部  

新型コロナウイルス感染症療養調整課  
事業推進係 担当：松永 
TEL   099-286-2608 
MAIL  corona-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp 

mailto:corona-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp


令和　年　月　　日
鹿児島市長　下鶴　隆央　殿
　　　

下記の方について，医療費の公費負担を代行申請いたします。

NO 患者氏名 生年月日 住所 診断日
※入院日

(療養開始日)
※退院日

(療養解除日)
※転院先 保険種別 ※公費負担番号

例 鹿児島　太郎 S30.3.1 鹿児島県鴨池新町○○番○号 R4.1.4 R4.1.4 R4.1.14 ○○病院 国保 空白

1 記載例① S45.6.20 鹿児島県鴨池新町○○番○号 R4.9.10 R4.9.20 社保

2 記載例② S43.6.21 鹿児島県鴨池新町○○番○号 R4.9.11 R4.9.13 △△病院 国保

3 記載例③ S48.6.22 鹿児島県鴨池新町○○番○号 R4.9.12 R4.9.12 R4.9.22 社保

4 記載例④ S48.6.23 鹿児島県鴨池新町○○番○号 R4.9.13 R4.9.23 国保
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医療機関の長

                          新型コロナウイルス感染症に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する
　　　　　　　　　　　　　医療に関する法律による医療費の公費負担の申請について

（解除後の転院については記載の必要はありません。）

（担当者名：　　　　　　　　　　　）

※診断日については，院内感染等により，自院にて検査した場合に，陽性と診断した日を記載してください。
※入院日（療養開始日）については，対象患者が陽性となり自院にて療養を開始した日（入院日等）を記載してください。
※退院日（療養解除日）については，対象患者が退院基準を満たし，自院にて療養を解除した日（死亡解除日，転院日等）を記載してください。

※転院先については，コロナ患者としての転院があった場合のみ記入してください。

記載例① 発熱外来医療機関にて陽性となり，保健所等との入院調

整により入院し,療養解除（退院）となったケース

記載例② 発熱外来医療機関にて陽性となり，保健所等との入院調

整により入院し,症状悪化等により他院へ転院したケース

記載例③ 院内感染等により，自院にて検査し陽性となったケース

記載例④ 他院等にて療養していた陽性患者が転院により入院した

鹿児島市医師会にて使用する様式



令和　年　月　　日

鹿児島県知事　塩田　康一　殿
　　　

下記の方について，医療費の公費負担を代行申請いたします。

NO 患者氏名 生年月日 住所 診断日
※入院日

(療養開始日)
※退院日

(療養解除日)
※転院先 保険種別 ※公費負担番号

例 鹿児島　太郎 S30.3.1 鹿児島県鴨池新町○○番○号 R4.1.4 R4.1.4 R4.1.14 ○○病院 国保 空白

1 記載例① S45.6.20 鹿児島県鴨池新町○○番○号 R4.9.10 R4.9.20 社保

2 記載例② S43.6.21 鹿児島県鴨池新町○○番○号 R4.9.11 R4.9.13 △△病院 国保

3 記載例③ S48.6.22 鹿児島県鴨池新町○○番○号 R4.9.12 R4.9.12 R4.9.22 社保

4 記載例④ S48.6.23 鹿児島県鴨池新町○○番○号 R4.9.13 R4.9.23 国保
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医療機関の長

                          新型コロナウイルス感染症に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する
　　　　　　　　　　　　　医療に関する法律による医療費の公費負担の申請について

（解除後の転院については記載の必要はありません。）

（担当者名：　　　　　　　　　　　）

※診断日については，院内感染等により，自院にて検査した場合に，陽性と診断した日を記載してください。
※入院日（療養開始日）については，対象患者が陽性となり自院にて療養を開始した日（入院日等）を記載してください。
※退院日（療養解除日）については，対象患者が退院基準を満たし，自院にて療養を解除した日（死亡解除日，転院日等）を記載してください。

※転院先については，コロナ患者としての転院があった場合のみ記入してください。

記載例① 発熱外来医療機関にて陽性となり，保健所等との入院調

整により入院し,療養解除（退院）となったケース

記載例② 発熱外来医療機関にて陽性となり，保健所等との入院調

整により入院し,症状悪化等により他院へ転院したケース

記載例③ 院内感染等により，自院にて検査し陽性となったケース

記載例④ 他院等にて療養していた陽性患者が転院により入院した

鹿児島市医師会、鹿屋市医師会、曽於医師会、肝属郡医師会、肝属東部医師会以外の地域の様式



名称 メールアドレス 所在地 電話番号 所管区域

〒892-8677 099-216-1502

鹿児島市山下町11-1 FAX099-803-9537

〒891-0403 0993-23-3854

指宿市十二町301 FAX0993-23-2142

〒897-0001 0993-53-2315

南さつま市加世田村原二丁目1-1 FAX0993-53-4519

〒899-2501 099-273-2332

日置市伊集院町下谷口1960-1 FAX099-272-5674

〒895-0041 0996-23-3165

薩摩川内市隈之城町228-1 FAX0996-20-2127

〒899-0202 0996-62-1636

出水市昭和町18-18 FAX0996-63-1114

〒895-2511 0995-23-5103

伊佐市大口里53-1 FAX0995-23-5124

〒899-5112 0995-44-7956

霧島市隼人町松永3320-16 FAX0995-44-7969

〒899-7103 099-472-1021

志布志市志布志町志布志2-1-11 FAX099-472-2855

〒893-0011 0994-52-2103

鹿屋市打馬2-16-6 FAX0994-52-2110

〒891-3192 0997-22-0018

西之表市西之表7590 FAX0997-22-1846

〒891-4311 0997-46-2024

熊毛郡屋久島町安房650 FAX0997-46-3522

〒894-8501 0997-52-5411

奄美市名瀬永田町17-3 FAX0997-53-7874

〒891-7101 0997-82-0149

大島郡徳之島町亀津4943-2 FAX0997-83-2535

鹿児島市保健所 virus-taisaku@city.kagoshima.lg.jp 鹿児島市

指宿保健所 ibu-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 指宿市

加世田保健所 minami-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 枕崎市，南さつま市，南九州市

伊集院保健所 kago-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp
鹿児島郡（三島村，十島村），日置市，いちき串

木野市

川薩保健所 kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp 薩摩川内市，薩摩郡（さつま町）

出水保健所 izumi-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 出水市，阿久根市，出水郡（長島町）

鹿屋保健所 oosumi-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp
鹿屋市，垂水市，肝属郡（東串良町，錦江町，南

大隅町，肝付町）

大口保健所 ookuchi-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 伊佐市

姶良保健所 airaisa-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp 霧島市，姶良市，湧水町

鹿児島県内各保健所申請先一覧

名瀬保健所 oosima-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp
奄美市，大島郡（大和村，宇検村，瀬戸内町，龍

郷町，喜界町）

徳之島保健所 toku-kenkou-sippei@pref.kagoshima.lg.jp
大島郡（徳之島町，天城町，伊仙町，和泊町，知

名町，与論町）

西之表保健所 kumage-kenkou-sippei@pref.kagoshima.lg.jp 西之表市，熊毛郡（中種子町，南種子町）

屋久島保健所 yaku-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 熊毛郡（屋久島町）

志布志保健所 cov19shibushi@pref.kagoshima.lg.jp 曽於市，志布志市，曽於郡（大崎町）
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