
 

令 和 ４ 年 1 0 月 2 8 日  

 

一般社団法人 広島県医師会会長 様 

 

広 島 県 健 康 福 祉 局 長  

〒730-8511 広島市中区基町 10-52  

                      新型コロナウイルス感染症対策担当   

 

令和４年度広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金（医療分） 

帰国者・接触者外来等設備整備事業の周知について（依頼） 

 

感染症対策の推進については，日ごろから御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて，このことについて，当該補助事業の対象医療機関である診療・検査医療機関に，それぞ

れ別紙のとおり通知しています。 

ご多用のところ誠に恐れ入りますが，御了知いただくとともに，貴会会員の皆様に周知くださ

るようお願いします。 

 

 

 

 

担当 総合対策第１グループ 

電話 082-513-2846（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

                        （担当者 中田）  



令和４年 10月 25日  

 

 

 関係医療機関の長 様 

 

 

広島県健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策担当課長 

（〒730-8511 広島市中区基町 10-52）     

 

 

令和４年度広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金（医療分） 

補助事業の実施について（通知） 

 

 

県の感染症対策につきましては，平素から御協力をいただき厚くお礼を申し上げます。 

令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金（医療分）のうち，設備整備に関

する事業については，４月から９月までの期間を対象に補助を行ったところですが，国の補助対象

期間が延長されたことに伴い，次のとおり事業を継続します。 

補助を希望する場合は，期日までに必要書類を提出してください。 

 

１ 実施予定事業 

  ・帰国者・接触者外来等設備整備事業 

 

２ 補助対象等 

  ・個人防護具 

・簡易診療室及び付帯する備品のリース代 

   ※詳細は別紙「申請にあたっての留意事項」に記載 

 

３ 提出書類 

 (1)様式第１号交付申請書 

(2)様式第１号別紙（1）経費所要額調 

(3)様式第１号別紙（2）実施計画書 

(4)見積書，カタログの写し等，積算の参考となる資料 

 

４ 提出期限等 

  令和４年 11月 14日（月）【必着】 

  郵送により提出してください。 

   住 所：〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

   宛 先：広島県健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策担当 総合対策第１グループ 

   問合せ：082-513-2846（平日のみ，午前９時～午前 12時・午後１時～午後５時の間） 

       ※電話が繋がりにくくなることが予想されます。あらかじめ御了承ください。 

 

５ 留意事項 

(1) 令和４年 10 月から令和５年３月までの間に実施又は実施予定の事業が補助対象となりま

す。 

(2) 申請状況によっては，補助額の調整を行う場合があります。あらかじめ御了承ください。 

(3) 交付申請の内容が認められれば，令和４年 12 月末までを目途に，県から交付決定通知

書を郵送します。令和５年１月以降になっても送付が無い場合は，お問い合わせくださ

い。 

                                 （次ページにつづく） 

令和４年６月 15 日時点で診療・検査医療機関として県に登録

している医療機関で，令和４年度上半期の補助事業について，

ご案内差し上げた医療機関への通知 

shinjo
ハイライト



 

担 当 総合対策第１グループ 

電 話 082-513-2846     

                     （担当者 中田）    



令和４年度（10月～３月）広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金（医療分） 

申請に当たっての留意事項等について 

 

 

１ 対象医療機関 

「帰国者・接触者外来」又は「診療・検査医療機関」として登録している医療機関。（県ホームページ

で公表しているもの。） 

 

■現在，県ホームページで医療機関名を非公表としているが，公表を希望する場合 

県ホームページ「診療・検査医療機関の申請内容の変更手続きについて」 

（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/shinryoukensa.html）のアンケートフォームから，

手続きできます。 

※上記ページは，県ホームページ中のサイト内検索で「診療検査」で検索し，検索結果一覧の「診療・

検査医療機関の申請内容の変更手続きについて」をクリックすると，表示されます。 

※スマートフォンなどで右の QR コードを読み込むと，直接アンケートフォームが表示

されます。 

 

  

 ２ 補助対象設備 

補助対象設備 補助上限額 備 考 

個人防護具（マスク，ゴー

グル，ガウン，グローブ，

キャップ，フェイスシール

ド） 

従事者１人当たり 3,600

円 

「1 人当たり」の額は，各医療機関の実態に合

わせ，1人 1日当たりの使用枚数等から，1人 1

日当たりの金額を算出した額となる。 

簡易診療室及び付帯する備

品 

実費相当額 ・簡易診療室とは，テントやプレハブなど簡易

な構造をもち，緊急的かつ一時的に設置するも

のであって，新型コロナ感染症患者等に外来診

療を行う診察室をいう。 

・従前から簡易診療室を整備し，かつ令和４年

10 月１日以降も継続して簡易診療室等の整備

する場合のリース代に限り補助対象となる。 

 

３ 留意事項 

・令和４年 10月１日から令和５年３月 31 日までに実施する内容が対象となります。 

  ・補助対象経費の上限額等は，別添「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の実施

に当たっての取扱いについて（令和４年４月１日付け厚生労働省医政局医療経理室・健康局結核感

染症課・医薬・生活衛生局総務課連名事務連絡）」のとおりです。 

 ・補助対象となる設備等の使途は，新型コロナウイルス感染症の感染拡大に十分対応し，疑い例を診

察するために必要なものに限ります。 

 ・簡易診療室及び付帯する備品の項目については，継続して簡易診療室及び付帯する備品を整備する

場合のリース代に限り補助対象となります。 

   ・交付申請の内容が認められれば，令和４年 12 月末までを目途に，県から交付決定通知書を郵送し

ます。令和５年１月以降になっても送付が無い場合は，お問い合わせください。 

 

 



 

令和４年 10月 25日  

 

 

 関係医療機関の長 様 

 

 

広島県健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策担当課長 

（〒730-8511 広島市中区基町 10-52）     

 

令和４年度広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金（医療分） 

事業の実施について（通知） 

 

 

県の感染症対策につきましては，平素から御協力をいただき厚くお礼を申し上げます。 

標記の事業について，次のとおり実施を予定していますので，補助を希望する場合は，期日まで

に必要書類を提出してください。 

 

１ 実施予定事業 

  ・帰国者・接触者外来等設備整備事業 

 

２ 補助対象設備等 

  ・HEPAフィルター付空気清浄機（陰圧対応可能なものに限る） 

  ・HEPAフィルター付パーテーション 

  ・個人防護具 

  ・簡易ベッド 

  ・簡易診療室及び付帯する備品 

   ※詳細は別紙「申請にあたっての留意事項」に記載 

 

２ 提出書類 

 (1)様式第１号交付申請書 

(2)様式第１号別紙（1）経費所要額調 

(3)様式第１号別紙（2）実施計画書 

(4)見積書，カタログの写し等，積算の参考となる資料 

 

３ 提出期限等 

  令和４年 11月 14日（月）【必着】 

  郵送により提出してください。 

  住 所：〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

  宛 先：広島県健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策担当 

  問合せ：082-513-2846（平日のみ，午前９時～午前 12時・午後１時～午後５時の間） 

      ※電話が繋がりにくくなることが予想されます。あらかじめ御了承ください。 

 

４ 留意事項 

(1) 令和４年 10 月から令和５年３月までの間に実施又は実施予定の事業が補助対象となりま

す。 

(2) 申請状況によっては，補助額の調整を行う場合があります。あらかじめ御了承ください。 

(3) 交付申請の内容が認められれば，令和４年 12月末までを目途に，県から交付決定通知書を

令和４年６月 15日以降に診療・検査医療機関として県に

登録している医療機関で，令和４年度上半期の補助事業に

ついて，ご案内できていない医療機関への通知 

shinjo
ハイライト



 

郵送します。令和５年１月以降になっても送付が無い場合は，お問い合わせください。 

                                   

 

 

担 当 総合対策第１グループ 

電 話 082-513-2846     

                     （担当者 中田）    
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令和４年度（10月～３月）広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金（医療分） 

申請に当たっての留意事項等について 

 

１ 対象医療機関 

「帰国者・接触者外来」又は「診療・検査医療機関」として登録している医療機関。（県ホームページで公表し

ているもの） 

 

■現在，県ホームページで医療機関名を非公表としているが，公表を希望する場合 

県ホームページ「診療・検査医療機関の申請内容の変更手続きについて」 

（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/shinryoukensa.html）のアンケートフォームから，手続き

ができます。 

※上記ページは，県ホームページ中のサイト内検索で「診療検査」で検索し，検索結果一覧の「診療・検査医療

機関の申請内容の変更手続きについて」をクリックすると，表示されます。 

※スマートフォンなどで右のQRコードを読み込むと，直接アンケートフォームが表示されます。 

 

 

 

 ２ 補助対象設備等 

補助対象設備 補助上限額 備 考 

HEPAフィルター付空気清浄機 

（陰圧対応可能なものに限る） 

１施設当たり 905,000円  

HEPA フィルター付パーテーシ

ョン 

１台当たり 205,000円  

個人防護具（マスク，ゴーグル，

ガウン，グローブ，キャップ，

フェイスシールド） 

従事者１人当たり 3,600円 「1人当たり」の額は，各医療機関の実態に合わせ，

1人 1日当たりの使用枚数等から，1人 1日当たり

の金額を算出した額となる。 

簡易ベッド １台当たり 51,400円  

簡易診療室及び付帯する備品 実費相当額 ・簡易診療室とは，テントやプレハブなど簡易な構

造をもち，緊急的かつ一時的に設置するものであっ

て，新型コロナ感染症患者等に外来診療を行う診察

室をいう。 

・付帯する備品については，今回，新たに簡易診療

室を整備する場合に限り，補助対象となる。 

※補助対象設備は上記のとおりで，別添「令和４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）の

実施について」の５ページにも記載されています。これに記載のない設備等への補助はありません。 

※補助対象設備の各補助上限額は上記のとおりで，別添「令和４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）の実施にあたっての取扱いについて」の４ページから５ページに記載されています。 

    １医療機関当たりの補助上限額はありませんが，申請状況によっては，補助額の調整を行う場合がありますの

で，あらかじめ御了承ください。 

※補助対象となる設備等の使途は，新型コロナウイルス感染症の感染拡大に十分対応し，疑い例を診察するため

に必要なものに限ります。                                    

    

３ 留意事項 

・現時点では，令和４年 10月１日から令和５年３月 31日までに実施する内容が対象となります。 

  ・簡易診療室及び付帯する備品の項目については，今回，新たに簡易診療室を整備する場合に限り，付帯する備

品も補助対象となります。 

   ・交付申請の内容が認められれば，令和４年12月末までを目途に，県から交付決定通知書を郵送します。 

    令和５年１月以降になっても送付が無い場合は，お問い合わせください。 




