
R3.8.31現在

市町村 病院 診療所 その他

医
療
分

1 保健所体制強化事業費
　迅速で的確な感染症拡大防止対策を持続する道（保健所）における体制を強化するた
め、電話相談業務を委託化

委託 －

2 相談窓口設置事業費
　新型コロナウイルス感染症に関し、疑い例の適切な受診調整や、住民からの問い合わ
せ等に対応する相談窓口を設置する経費を補助

補助 10/10 政令市 － － －

3 軽症者等用宿泊施設借上費
　適切な病床等の確保に向け、軽症患者が療養する宿泊施設の借り上げなど、宿泊療養
体制を整備

委託 －

4 医療従事者宿泊支援事業
　医療従事者が新型コロナウイルス感染症患者の対応のため業務が深夜に及んだ場
合、若しくは基礎疾患を有する家族等と同居しており帰宅することが困難である場合など
に要する宿泊経費を補助

補助 10/10 － ○ 医科 －

(5)感染症検査機関等設備整
備事業

5 感染症検査機器整備事業費
　PCR検査体制整備を政策誘導的に進めるため、道の検査機器を整備するとともに、医
療機関や医療関係団体等に対して機器整備費を補助

補助 10/10 政令市

(6)感染症対策専門家派遣等
事業

6 感染症対策専門家派遣事業費
　集団感染が発生するなど早急に感染症防止対策を講じる必要が生じた場合、感染症対
策の専門家を現地に派遣し、感染管理指導や助言等の技術的支援を実施

派遣
(報償)

10/10

(7)新型コロナウイルス重症患
者を診療する医療従事者派
遣体制の確保事業

7 重症者対応体制確保事業費
　専門性が高い医療機器（人工呼吸器やECMO等）を扱える医療従事者を派遣した医療
機関への派遣経費を補助

補助 10/10

8 医療チーム派遣事業費 　道の要請を受け、医療チームを派遣した医療機関等へのチーム派遣経費を補助
派遣

(補助)
10/10

9 看護師応援派遣支援事業費
　感染者が発生した医療機関に応援職員（看護職員）を派遣した医療機関等に対して派
遣経費を補助

派遣
(補助)

10/10

10 緊急的代替医師派遣事業
　道の要請に応じ、感染した（疑いがある）医師が勤務する医療機関に医師を派遣した医
療機関に対し、その派遣に要した経費を補助

派遣
(補助)

10/10

11 緊急的代替薬剤師派遣事業
　新型コロナウイルス感染症に感染するなど、調剤業務等を行うことができなくなった薬剤
師が勤務する医療機関・薬局に対し、代替の薬剤師を派遣した他医療機関等に対して派
遣経費を補助

派遣
(補助)

10/10

派遣
(補助)

10/10

補助 10/10 －
ドクヘリ

基地病院
－ －

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業一覧

補助対象者（実施主体）

－

－

検査実施機関

医療従事者（道が派遣依頼）

派遣元医療機関

派遣元医療機関等

派遣元医療機関

派遣元医療機関

派遣元医療機関等

派遣元医療機関等

分類
国の事業区分
（実施要綱）

№ 道事業名 事業の概要 区分 交付率

(1)新型コロナウイルス感染症
に関する相談窓口設置事業

(2)新型コロナウイルス感染症
対策事業

(8)DMAT・DPAT等医療チーム
派遣事業

(10)新型コロナウイルスに感
染した医師等にかわり診療等
を行う医師等派遣体制の確保
事業

(11)医療搬送体制等確保事
業
(12)ヘリコプター患者搬送体
制整備事業

12 医療搬送体制等確保事業費

　感染症患者の受入先の調整、搬送を円滑に行う患者搬送コーディネーターの配置やド
クヘリの感染防止対策に係る設備整備

　○　（上段）体制整備
　○　（下段）ドクヘリ設備整備
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市町村 病院 診療所 その他

補助対象者（実施主体）
分類

国の事業区分
（実施要綱）

№ 道事業名 事業の概要 区分 交付率

医
療
分

(13)新型コロナウイルス感染
症の影響に対応した医療機関
の地域医療支援体制構築事
業

13 地域医療支援体制構築事業費
　地域に必要な医療体制の維持のため、救命救急センター等に医療従事者を派遣した医
療機関等への派遣経費を補助

派遣
(補助)

10/10

14 医療機関再開等支援事業
  新型コロナウイルス感染により、休業・診療縮小を余儀なくされた縮小した医療機関に
対し、継続・再開に必要な消毒費等の経費を補助

補助 1/2 － ○
医科
歯科

－

15 薬局継続再開支援事業
　薬局が少ない地域において、新型コロナウイルス感染により休業を余儀なくされた薬局
に対し、業務の継続・再開に必要な消毒費等の経費を補助

補助 1/2 － － － 薬局

(15)医療機関における新型コ
ロナウイルス感染症の外国人
患者受入れのための設備整
備事業

16 外国人患者受入体制整備事業
   新型コロナウイルス感染症疑いのある患者がそれ以外の疾患の患者と接触しないよう
に設けられた動線に確実に誘導するとともに、院内感染防止上必要な情報を提供するた
め、多言語の看板や電光掲示板等を医療機関内に整備する経費を補助

補助 10/10 －

外国人患者
を受け入れ
る拠点的な
医療機関

－

(19)新型コロナウイルス感染
症患者等入院医療機関等に
おける外国人患者の受入れ
体制確保事業

18
入院医療機関等における外国人患者の受入れ体制
確保事業

　外国人患者の受入れにあたり必要な、外国人特有の課題に対応した入院治療・療養が
可能な体制の整備、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用を補助

補助 10/10 政令市
外国人患者を受
け入れる拠点的

な医療機関

宿泊療養施
設

(4)帰国者・接触者外来等設
備整備事業

10/10 － －

(3)新型コロナウイルス感染症
患者等入院医療機関設備整
備事業

10/10 － ○ 有床 －

(17)新型コロナウイルス感染
症重点医療機関等設備整備
事業

10/10 － 重点 重点 －

協力
その他

協力
その他

－

重点 － －

○ ○

派遣元医療機関

発熱者等診療・検査医療機関等

※道が設置する集団接種会場に
医療従事者を派遣した場合に限る

(14)新型コロナウイルス感染
症により休業等となった医療
機関等に対する継続・再開支
援事業

(18)新型コロナウイルス感染
症を疑う患者受入れのための
救急・周産期・小児医療体制
確保事業

17 感染疑い患者受入医療機関設備整備事業

　新型コロナウイルス感染疑い患者の診療を行う救急・周産期・小児医療機関の院内感
染防止のための設備整備等に対する補助を行うとともに、感染患者とその他の患者が混
在しないように動線確保等を行った経費に対する補助

　○　救命救急センター等の設備整備

補助 10/10 －
二次救急
周産期
小児

二次救急 －

19 感染症医療提供体制整備事業費

　感染が疑われる方を診察する発熱者等診療・検査医療機関等の整備、入院医療を提
供する医療機関の体制強化、重点医療機関等が感染症患者に高度かつ適切な医療を提
供するための設備整備に対する補助

　○　（上段）発熱者等診療・検査医療機関等
　○　（中段）新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関
　○　（下段）重点医療機関等

補助

(2)新型コロナウイルス感染症
対策事業
(16)新型コロナウイルス感染
症重点医療機関体制整備事
業

20 感染症病床確保促進事業費

　感染症患者の増加に備え、更なる入院の受入を可能とするため、新型コロナウイルス感
染症患者等入院医療機関が実施する入院病床の確保に伴う経費を補助

　○（上段）協力医療機関、その他の新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関
　○（下段）重点医療機関

補助 10/10 -

(9)時間外・休日のワクチン接
種会場への医療従事者派遣
事業

21
新型コロナウイルスワクチン集団接種促進事業
（時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者
派遣事業）

　集団接種会場への医療従事者派遣に要する経費を補助 補助 10/10 ○ -
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市町村 病院 診療所 その他

補助対象者（実施主体）
分類

国の事業区分
（実施要綱）

№ 道事業名 事業の概要 区分 交付率

医
療
分

22
新型コロナウイルスワクチン集団接種促進事業
（接種会場の設置（道直営））

　新型コロナウイルスに係るワクチン接種を促進するため、道直営の集団接種会場を設
置運営する

委託 -

23 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業
　病院、診療所で実施する新型コロナウイルス感染症ワクチンの個別接種促進のための
支援

委託 -

-

-

(21)新型コロナウイルスワクチ
ン接種体制支援事業
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