
新型コロナウイルス感染症患者等「受入病床確保事業」補助金のご案内

１ 対象事業（医療機関向け）

事業区分 内容 実施者 問合せ先（対象施設
の要件について）

（１）新型コロナウイル
ス感染症対策事業

病床確保料 ①神奈川モデル認定医療機関の
うち事業区分（２）に該当しな
い者＊注１
②その他知事が認める者＊注２

医療課
医療機関調整班
045-285-0777

消毒経費 ①神奈川モデル認定医療機関
②その他知事が認める者＊注２

＊注４

医療危機対策本部室
調整グループ
045-285-0646

（２）新型コロナウイル
ス感染症重点医療機関体
制整備事業

重点医療機関の空床及
び休止病床への補助

①神奈川モデル認定医療機関の
高度、重点、協力病院Ａ＊注３
②その他知事が認める者＊注２

＊注４

医療課
医療機関調整班
045-285-0777

＊注１:協力病院Bについて、国の定める退院基準を満たした患者（下り搬送患者）を受け入れるために確保した病床は
病床確保料の対象外

＊注２:基本的には、神奈川モデルの精神科コロナ重点医療機関、周産期コロナ受入医療機関、小児コロナ受入医療機関、
透析コロナ患者受入医療機関、在宅難病患者受入協力病院など、あらかじめ県の依頼に基づき患者の受入れ、病
床確保等を行う医療機関を想定

＊注３:協力病院Ａのうち、県認定要綱①に該当する医療機関
＊注４:院内感染の発生により、病棟全体や病院全体が実質的に重点医療機関の要件を満たすような医療機関

〇 今回の補助事業は、国の財政措置を踏まえ、令和３年４月～令和４年３月分が対象です。
〇 確保病床数、休止病床数は、「病床確保に関する協定」の数を基本として下さい。

令和３年12月時点

１



神奈川モデル認定医療機関と国の指定要件との関係

２

指定要件の詳細は、要綱別添「神奈川モデルにおける重点医療機関等に係る国の指定要件との関係整理について」参照

神奈川モデル認定医療機関
・高度医療機関
・重点医療機関
・協力病院Ａ
（県認定要綱①に該当）

国の重点医療機関の指定要件を満たす
●病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者用の病床を確保
※看護体制の１単位をもって病棟として取り扱う。

（診療報酬上の考え方）
※ただしICU等の場合、同日中に一般患者を診療しない体制であれば可
●確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能

国の協力医療機関の指定要件を満たす
●新型コロナ感染症疑い患者専用の個室を確保
●病床は個室であり、トイレやシャワーなど他の患者と独立した動線
●確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能

事業区分
(1)
(2)

なお、神奈川モデルの精神科コロナ重点医療機関、周産期コロナ受入医療機関、小児コロナ受入医療機関、透析コロナ患者受入医療
機関、在宅難病患者受入協力病院など、あらかじめ県の依頼に基づき患者の受入れ、病床確保等を行う医療機関については、実態に
応じて(１)、(２)を可とする。（事前に県にご相談ください。）

協力病院Ａ
〇新型コロナウイルス感染症の軽症患者又は中等症患者の入院管理（県認定要綱第４条第２項①該当）
〇新型コロナウイルス感染症の疑い患者の入院管理（同②該当）
〇中和抗体療法の施行を行うために確保した専用病床において適応患者の短期入院の受入れ（同⑤該当）

協力病院Ｂ
〇高度医療機関等において、厚生労働省通知に定める退院基準を満たした患者の入院管理（同③該当）
〇自宅療養中又は宿泊療養中の新型コロナウイルス感染症患者に係る検査・外来診療の実施（同④該当）
〇外来で中和抗体療法の施行（同⑥該当）

神奈川モデル認定医療機関
・協力病院Ａ
（県認定要綱②に該当）

事業区分
(1)国の重点医療機関及び協力医療機関の指定外

協力病院B（県認定要綱③、④、
⑥に該当）
その他の医療機関（知事が認める
者）

国の重点医療機関及び協力医療機関の指定外
※病床確保料については対象外

協力病院Ａ（県認定要綱⑤
に該当）



病床確保（空床・休止病床への補償）について

３

１ 対象となる病床の考え方
●稼働病床

・基本的には「即応病床」となります。（消毒等のための空床としている場合は計上可）
・申請内容については、kintoneや G-MISの入力情報と整合が図られるようお願いします。
（８月５日付都道府県あて厚労省通知）

「国においても、G-MISにより入退院状況、空床確保状況等を随時確認し、実施状況の
調査を行う」

※県と調整した病床数と大きく異なる場合、状況を確認させていただきます。
●休止病床

・専用病床を確保するため休床とした病床
・多床室に患者を受け入れた場合の、稼働病床以外の病床
・患者受入れのため病床を見直し、使用中止とした病床

２ 病床確保の開始日について
・県が神奈川モデル認定医療機関に認定した日を基準とします。（準備等のために病床を

確保した期間については、認定日に先立って申請可）
・ただし、県の認定日以前に、実質的に神奈川モデルで認定されたものと同様の機能を有し、

感染者（又は疑い患者）の病床を確保しているとして県が認めた医療機関については、
県が認めた期日に遡及して申請することが可能です。

３ 適用する単価（上限額）
・休止病床の種別は、休止前の種別が適用されます（例:一般病床が休止後、ＨＣＵ病床に

なった場合、適用する単価は一般病床の単価）。

いずれの場合も、病床数や動線、開始時期の確認のため、図面や体制整備にかかる資料の
添付をお願いします。



病床確保料の見直しについて（令和４年１月以降）

４

１ 病床稼働率に応じた病床確保料（基準額）の変動
・コロナ患者受入れのインセンティブを高めるため、即応病床使用率（前

３か月間）が県の平均を当該平均の30 ％を超えて下回る医療機関（例:平
均が70％の場合、49％を下回るとき）について、病床確保料の金額（上限
額）を30％減とする。

・なお、病床の機能と患者像に乖離があるなど地域の実情によりやむを得ない
と県が判断した場合は、この規定を適用しない。

２ 休止病床数に上限を設定
・コロナ患者の受入れのために休止とした病床について、コロナ患者・一

般患者受入れのインセンティブを高めるため、 即応病床１床あたり休床
２床まで（ ICU ・ HCU 病床は休床４床まで ）とする上限を設定する 。

３ 病床確保料を活用した医療従事者の処遇改善
・病床確保料を活用して、新型コロナ対応を行う医療従事者に対して処遇改

善を行うこととし、県に処遇改善内容の報告をするものとする。
４ G-MISへの病床使用状況の確実な入力

・病床確保料の対象となる医療機関は、 G-MIS に病床の使用状況等の入力
を確実に行うことにより、入院受入状況等を正確に把握できるようにする。



病床確保料の見直し（令和４年１月以降）

■重点医療機関

病床の種別 特定機能病院等 一般の医療機関

ＩＣＵ病床 436,000円/日 301,000円/日

ＨＣＵ病床 211,000円/日 211,000円/日

その他病床 74,000円/日 71,000円/日

■協力医療機関

病床の種別 補助基準額

ＩＣＵ病床 301,000円/日

ＨＣＵ病床 211,000円/日

その他病床 52,000円/日

■その他医療機関

病床の種別 補助基準額

ＩＣＵ病床 97,000円/日
重症者・

中等症病床 41,000円/日

その他病床 16,000円/日

■重点医療機関

病床の種別 特定機能病院等 一般の医療機関

ＩＣＵ病床 305,000円/日 211,000円/日

ＨＣＵ病床 148,000円/日 148,000円/日

その他病床 52,000円/日 50,000円/日

■協力医療機関

病床の種別 補助基準額

ＩＣＵ病床 211,000円/日

ＨＣＵ病床 148,000円/日

その他病床 36,000円/日

■その他医療機関

病床の種別 補助基準額

ＩＣＵ病床 68,000円/日
重症者・

中等症病床 29,000円/日

その他病床 11,000円/日

〇Ａ表（従来の病床確保料）

〇Ｂ表（稼働率が県平均の30％を超えて下回った場合）

※Ｂ表の基準額は、Ａ表の基準額の７割の水準

５



病床確保料の見直しについて（医療従事者の処遇改善）

６

令和４年１月１日から、病床確保料の一部については、新型コロナ
ウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者に対して処遇改善を行
うために用いることが要件となりました。

令和４年１月１日以降の病床確保料の交付申請時及び実績報告時に、
医療従事者の処遇改善の計画及び実績の報告をお願いします。

〇 病床確保料の申請時に、様式「コロナ対応に伴う処遇改善状
況」の提出をお願いします。

〇 処遇改善の内容については、「令和３年度新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援事業 （医療分）に関するＱ＆Ａ（第13
版）」〇新型コロナウイルス感染症対策事業の40～43（Ｐ33）を
ご確認ください。

〇 提出いただいた報告は、厚生労働省に提出予定です。



院内感染が発生した医療機関に対する病床確保料について

７

院内感染により、当該医療機関の病棟全体や病院全体が実質的に重点医療機関の要件を満たす場合
は、県が認めた期間に限り重点医療機関として指定されたものとみなすことができるとされており、
次の要件を満たす場合、病床確保料の対象となります。

１ 対象医療機関
次の２つの要件を満たす医療機関が対象です。
（1）院内感染によりクラスターが発生した医療機関
（2）病棟全体や病院全体で新型コロナウイルス感染症患者の治療を行い、実質的に重点医療機関

の要件をみたすような医療機関

２ 対象期間（指定期間）
院内で新型コロナウイルス感染症患者が確認された後、病棟全体や病院全体で新型コロナウイル

ス感染症患者の治療を行った期間として、県が認めた期間とする。（ただし、令和３年４月１日か
ら令和４年３月31日までの期間）

３ 対象病床
院内感染発生時の空床及び専用病棟化のために休止とした病床
※令和４年１月以降の病床確保料の見直しに伴う休止病床の上限が適用されます。

４ 補助額（上限額）
「（２）新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業」における
「重点医療機関である一般病院」を適用します。

５ 消毒経費の補助
「（１）新型コロナウイルス感染症対策事業 」において消毒経費が補助対象となっており、
消毒経費の補助を行うことが可能です。



スケジュール

８

●今年度の病床確保料は、３か月ごとに交付（支払い）を行います。

●令和４年１月～３月分は、２月10日（木）までに申請をお願いします（消印有効）。

●病床数、患者数及び対象経費支出予定額は、概算（見込み）にてご申請ください。

月 スケジュール

１月 １月21日（金）〆 10月～12月分
交付申請

２月 ２月10日（木）〆 １～３月分
交付申請

３月

４月 ４月上旬 １～３月分 実績報告

５月

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税
額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）には、第７号様式によりすみやかに、遅くとも令和
5年６月30日までに県に報告（補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額
を県に返還）

受付後、順次
①審査
②交付決定


