
病院･診療所･薬局･訪問看護ステーション･助産所の管理者様へ
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医療分



新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う

病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、

感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助します。

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

補助上限額 交付率 １０/１０

病院とは複数の診療科と20床以上の病床を持つ医療機関のことを指します。
病床数が1～19床の有床診療所と、病床を持たない無床診療所に分かれます。
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医療分



室内の空気を循環させるエアコンで、ウイルスを
吸着して抑制※1※2

試験空間での24時間後のフィルターに付着した菌・ウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません

※１ 試験機関：（一財）日本食品分析センター 試験番号 第203030567-001号
試験方法：フィルム密着法 試験対象：フィルターに付着した１種類の菌で実施 試験結果：24時間で99％以上抑制

※２ 試験機関：（一財）日本食品分析センター 試験番号 第203052102号 中国科学院 生物物理研究所
試験方法：フィルム密着法 試験対象：フィルターに付着した２種類のウイルスで実施 試験結果：24時間で99％以上抑制

納入頂いたお客様に

お渡ししております!

ステッカー

チタンアパタイトフィルター

補助対象事例

感染拡大防止のため、
ウイルス対策フィルター付きのエアコンに更新

チタンアパタイトフィルターの取付けは、ダイキンエアコンのみに限ります。

ストリーマでエアコン内部も、
吹き出す風も清潔に。

ニオイやカビ菌を
抑制し、内部を清潔に

ストリーマZEAS
（内部クリーンエアコン）

適用機種：
・ラウンドフロー型
・天吊型
・シングルフロー
・ダブルフロー
・ビルトイン型
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医療、介護共
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換気機能付きルームエアコン（うるさらX）

感染拡大防止のため、換気対応エアコンに更新

医療、介護共
補助対象事例



７月下旬～
毎月１５日から月末まで受付（最終受付〆切 令和３年２月末）

申請期間

申請の流れ

①感染拡大防止の取組費用の補助対象費を計算します

②申請書及び事業実施計画書を作成、申請します。

③各都道府県が内容確認後に交付決定。

各都道府県の国保連から補助金が振り込まれます。

④各都道府県へ実績報告

図面や見積書などの資料は不要！

簡単な書類で申請できます！！
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医療分



申請書作成方法

【申請書】
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【事業実施計画書】

③

③

③

③

① 事業者様情報をご入力ください。

② 感染症対策エアコンは、機器・工事（撤去含む）一式で
備品購入費に記入してください。

③ 申請書は事業実施計画書を記入すると自動的に入力され
ます。

①

②

申請書類は各都道府県ホームページからダウンロードできます
医療分



Q&A
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No. 日付 質問 回答

1 7月29日

ｴｱｺﾝ更新物件でで　チタンアパタイトフィルターを使えば

補助対象となるとのことですが4月以降に更新した物件にこ

れからﾌﾙﾀｰのみ手配し更新した機械＋工事＋ﾌｨﾙﾀｰ1式対象

となるか？

更新した機械がうるさら等感染症対策エアコンであれば対

象ですがそうではない通常のエアコンであれば対象外にな

ると思われます。

2 7月29日 ﾌｨﾙﾀｰのみで対象となるか？ 対象となります。

3 7月29日

＜実施計画書の書き方＞

ｴｱｺﾝ更新した場合（する場合）添付の実施計画書の金額の

振分けは

　　・機器費＝備品購入費

　　・工事材、工事費＝需用費

で良いのでしょうか？

機器と工事を分けず、感染対策エアコン設置＝備品購入費

として計上してください。

4 7月29日

＜許可病床数＞

実施計画書で原則として令和2年4月1日現在の医療法上の許

可病床数を記入。（病院のみ記載）とありますが歯医者等

は記載なしで補助上限額は判断できるのでしょうか？（歯

医者さん自身は把握はできているものなのでしょうか？）

歯医者は病床（入院者用ベッド）がないので無床診療所

（上限100万円）となります。

5 7月29日

＜実施報告書＞

基本、領収書をとっておき照らし合わせができるようにと

のことのようであるがどの様にまとめればいいのでしょう

か？（実施計画書には支出の金額を入れるのみの様なので

別紙照らし合わせができる表などが別に必要なのでしょう

か？）

内訳がわかるものを提出してもらう可能性があるとのこと

でした。どれくらいの明細が必要かは物件ごとで決めると

のことです。

6 7月29日

＜実施報告書＞

ｴｱｺﾝを更新の場合その名称を”ウイルス対策ｴｱｺﾝに更新”等

関連した名称が必要なのでしょうか？又は通常の”レントゲ

ン室　ｴｱｺﾝ修繕、修理、・・”という名称でも良いのでしょ

うか？

通常の「エアコン修繕」では対象となりません。

あくまで感染対策となる費用が補助対象となるので関連し

た名称が必要です。

7 7月29日

通常継続ユーザの場合、納品書、請求書を発行し振り込み

をしてもらいます。領収書をその物件ごとに発行等はして

おりません。領収書を別途発行する必要があるのでしょう

か？又は納品書等で代用は可能でしょうか？

補助対象経費の支出額、支出内容が確認できる書類であれ

ばOKですが納品書も感染対策エアコン設置と分かるよう

にしてください。

8 7月29日

申請金額は上限に満たない申請金額の場合、実績報告書で

増えても申請金額より追加で助成が出ることはないです

か？

医療分の本補助金は申請は1度までですので、想定される

費用は多めに申請することをお勧めします。

これとは別の「介護分」は上限金額まで複数回申請が可能

です。

9 7月29日
終了は？予算が無くなり次第終了となるのでしょうか？ 今のところそう聞いていますので早めの申請をお勧めしま

す。

10 7月29日

2020年4月～2021年3月までの見込みを含めて申請のため

年度末に申請するよりも早めに申請しておく方が良いとい

う事でしょうか？

スピード勝負ですので早めに上限額で申請してください。

11 7月29日

病床とは、入院を伴わないベッドは対象になりませんか。 病床とは入院者用ベッドのことなので一般的には入院を伴

わないベッドは対象になりません。QAには一般病床、療

養病床、精神病床、感染症病床、結核病床が対象となると

あります。病床数については事業者様で判断できると思い

ます。

No. 日付 質問 回答

12 7月29日

整形外科は対象？ 対象とならない可能性が高いです。 

「医療機関コード」がある医療機関が対象となります。

(保険が利く医療機関のことです。) 

整形外科の医療費は全額自己負担と思われますが、念のた

め医療機関コードがあるか確認してください。

13 7月29日

薬局で、本社鳥取市、出先岡山市の場合は申請は鳥取で行

う？

出先は岡山県での申請となります。

医療機関コードに都道府県番号が記載されていますが、所

在地で都道府県番号が割り振られます。

14 7月29日

補助上限額について(病院) 200万円＋5万円×病床数　が補助上限となります。 

　例えば病床数が100であった場合、補助上限は200万円

＋5万円×100 = 700万円となります。 

　病床数の数え方は令和2年4月1日時点での病床数となり

ます。

15 7月30日

（香川県ヒアリング結果）

対象経費について

人件費や大規模工事を除き、感染拡大防止対策や診療体制

確保等に要する費用は対象となり得る。（医療機関の判断

による）

⇒フィルタや空気清浄に関しては、部屋面積等に対し能力

が明らかに過剰等でなければ申請上、問題ないと思いま

す。

換気扇の場合、感染対策としてHEPAフィルタやウイルス

対策フィルタ等を付けた方が望ましい。

16 7月30日

（香川県ヒアリング結果）

分類により補助される対策経費は変わらないか。

診療科によって感染拡大防止対策の差はないと考える。例

えば、皮膚科や耳鼻科は発熱がある方が来ないとは限らな

い。

17 7月30日

（香川県ヒアリング結果）

予算について

香川県では病院、クリニック、診療所等の約2000件が対

象。各医療機関が上限額で申請する前提で予算が組まれて

いる。

18 7月30日

（香川県ヒアリング結果）

現時点の申請件数について

現時点での申請件数は不明。医療機関が国保連に申請が来

ているとは思いますが、8月下旬にならないと分からな

い。

19 7月30日

（香川県ヒアリング結果）

申請内容に確認について

実質、県では申請内容のチェックができない。（事業実施

計画書に支出科目しか記載内容がない為、申請内容が見え

ない。）

20 7月30日

（香川県ヒアリング結果）

実績報告書について

実績報告書の内容は未定。まだ、厚労省から通達がない。

⇒マスクや消毒液等の消耗品は写真の意味はないが、エア

コン等の設備は、設置状況の写真等を求められる可能性あ

り。

医療分
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老健、福祉施設、介護サービス事業者、施設等の管理者様へ

介護分



補助上限額 補助率 １０/１０

9

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分）のうち

介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業について

・事業所・施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とする。

・１事業所・施設当たり上限額に達するまで再度の申請が可能です。

※ 通所介護及び通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの事業所規模は、介護報酬上の規模区分であり、助成の申請時点で判断する。

①感染症対策を徹底した上で介護サービスを提供するために

必要な経費を支援します
②介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備

などを支援します※

③職員の皆さまに慰労金を支給します※ ※②③については別途ご確認ください

サービス類型毎に設定
（参考）

介護分
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介護分
事業・施設等の種別と補助基準単価

いろいろな種別があるので
補助金上限額は事業者様に

ご確認ください



申請期間

７月下旬～
毎月１５日から月末まで受付（最終受付〆切 令和３年２月末）

図面や見積書など
の資料は不要！
簡単な書類で申請
できます！！
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申請書類

申請時に必要な書類は、申請書および様式1～3となります。

介護分



申請書作成方法
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① 事業者様情報をご入力ください。

② 感染症対策エアコンは、機器・工事（撤去含む）一式で
備品購入費に記入してください。

【事業実施計画書】 ①

②

介護分

＜入力例＞

申請書類は各都道府県ホームページからダウンロードできます

別の補助枠

別の補助枠

感染症対策エア
コン対象補助枠

この枠で補助上限額
まで申請できる



申請書作成方法

【申請書】
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③ 申請書は事業実施計画書を記入すると

自動的に入力されます。

④事業者様情報をご入力ください。

【申請額一覧】

③

④

④

③

⑤ 事業所番号をご記入ください。

⑥ 事業実施計画書（セル名：個票1）記入すると自動的に

入力されます。

⑥⑤

介護分
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