
令和３年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金（医療分）交付要綱 新旧対照表 

 

新 旧 

令和３年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括 

支援補助金（医療分）交付要綱 

 

第１条（略） 

 

（補助の対象） 

第２条 補助の対象とする事業は、令和３年７月 27 日医政発０７２７号第１

６号・健発０７２７第４号、薬生発０７２７第６号厚生労働省医政局長、健康

局長及び医薬・生活衛生局長連名通知の別紙「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）実施要綱」に基づき、別表１の第１欄に定

める事業区分ごとに第２欄に定める実施者が行う事業のうち、第３条に定める

事業実施計画に記載されたものとする。 

 

第３条～第 18条（略） 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年６月７日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年７月21日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年８月 日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 

 

令和３年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括 

支援補助金（医療分）交付要綱 

 

第１条（略） 

 

（補助の対象） 

第２条 補助の対象とする事業は、令和３年４月 30 日医政発０４３０号第６

号・健発０４３０第２号、薬生発０４３０第２号厚生労働省医政局長、健康局

長及び医薬・生活衛生局長連名通知の別紙「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）実施要綱」に基づき、別表１の第１欄に定め

る事業区分ごとに第２欄に定める実施者が行う事業のうち、第３条に定める事

業実施計画に記載されたものとする。 

 

第３条～第 18条（略） 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年６月７日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 



別表１  

１ 事業区分 ２ 実施者 

（１）～（14）(略) (略) 

（15）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 

１ 市町村 

２ その他知事が認める者（注８） 

 

 

  

  

（注１）～（注７）（略） 

（注８） 県の判断のもと、時間外・休日の医療機関から、ワクチン接

種を行う集団接種会場に医師・看護師等の医療従事者を派遣

した場合に、当該派遣を行った医療機関（派遣元） 

 

別表２   

１ 事業区分 ２ 基準額 ３ 対象経費 

（１）～（６）(略) (略) (略) 

（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 

知事が必要と認めた額 

 

【上限額】 

・医師 １人１時間当たり 7,550 円 

・医師以外の医療従事者 

        １人１時間当たり 2,760 円 

 

（重点医療機関に派遣する場合） 

・医師 １人１時間当たり 15,100 円 

・医師以外の医療従事者 

       １人１時間当たり 5,520 円 

(略) 

別表１  

１ 事業区分 ２ 実施者 

（１）～（14）(略) (略) 

（注１）～（注７）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２   

１ 事業区分 ２ 基準額 ３ 対象経費 

（１）～（６）(略) (略) (略) 

（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 

知事が必要と認めた額 

 

【上限額】 

・医師 １人１時間当たり 7,550 円 

・医師以外の医療従事者 

        １人１時間当たり 2,760 円 

 

（重点医療機関に派遣する場合） 

・医師 １人１時間当たり 15,100 円 

・医師以外の医療従事者 

       １人１時間当たり 5,520 円 

(略) 



 令和３年８月 19 日以降に重点医

療機関に医師以外の医療従事者を

派遣する場合 

１人１時間当たり 8,280 円 

※派遣元医療機関等においては、補

助基準額の引上げ分を活用して、

派遣される医師・看護師等の処遇

に配慮するよう留意すること。 

 

（重点医療機関に新型コロナウイル

ス感染症重症患者に対応する看護

職員を派遣する場合） 

・看護職員 

１人１時間当たり 8,280 円 

※ 派遣元医療機関等においては、

補助基準額の引上げ分を活用し

て、派遣される看護職員の処遇に

配慮するよう留意すること。 

（８）DMAT・DPAT

等医療チーム派遣

事業 

知事が必要と認めた額 

 

【上限額】 

（医療チーム派遣経費） 

・医師 １人１時間当たり 7,550 円 

・医師以外の医療従事者 

    １人１時間当たり 2,760 円 

・業務調整員 

    １人１時間当たり 1,560 円 

 

(略)  

 令和３年８月 19 日以降に重点医

療機関に医師以外の医療従事者を

派遣する場合 

１人１時間当たり 8,280 円 

※派遣元医療機関等においては、補

助基準額の引上げ分を活用して、

派遣される医師・看護師等の処遇

に配慮するよう留意すること。 

 

（重点医療機関に新型コロナウイル

ス感染症重症患者に対応する看護

職員を派遣する場合） 

・看護職員 

１人１時間当たり 8,280 円 

※ 派遣元医療機関等においては、

補助基準額の引上げ分を活用し

て、派遣される看護職員の処遇に

配慮するよう留意すること。 

（８）DMAT・DPAT

等医療チーム派遣

事業 

知事が必要と認めた額 

 

【上限額】 

（医療チーム派遣経費） 

・医師 １人１時間当たり 7,550 円 

・医師以外の医療従事者 

    １人１時間当たり 2,760 円 

・業務調整員 

    １人１時間当たり 1,560 円 

 

(略)  



（令和３年８月 16 日以降に 臨時の

医療施設、健康管理を強化した宿

泊療養施設、入院待機ステーショ

ンに派遣する場合） 

・医師 １人１時間当たり 15,100 円 

・医師以外の医療従事者  

    １人１時間当たり 5,520 円 

・業務調整員 

    １人１時間当たり 3,120 円 

※派遣元医療機関等においては、補

助基準額の引上げ分を活用して、

派遣される医師・看護師等の処遇

に配慮するよう留意すること。 

 

（重点医療機関に派遣する場合） 

・医師 １人１時間当たり 

15,100 円 

・医師以外の医療従事者 

    １人１時間当たり 5,520 円 

 令和３年８月 19 日以降に重点医

療機関に医師以外の医療従事者を

派遣する場合   

１人１時間当たり 8,280 円 

・業務調整員 

    １人１時間当たり 3,120 円 

※派遣元医療機関等においては、補

助基準額の引上げ分を活用して、

派遣される医師・看護師等の処遇

に配慮するよう留意すること。 

 

（令和３年８月 16 日以降に 臨時の

医療施設、健康管理を強化した宿

泊療養施設、入院待機ステーショ

ンに派遣する場合） 

・医師 １人１時間当たり 15,100 円 

・医師以外の医療従事者  

    １人１時間当たり 5,520 円 

・業務調整員 

    １人１時間当たり 3,120 円 

※派派遣元医療機関等においては、

補助基準額の引上げ分を活用し

て、派遣される医師・看護師等の

処遇に配慮するよう留意すること 

 

（重点医療機関に派遣する場合） 

・医師 １人１時間当たり 

15,100 円 

・医師以外の医療従事者 

    １人１時間当たり 5,520 円 

 令和３年８月 19 日以降に重点医

療機関に医師以外の医療従事者を

派遣する場合   

１人１時間当たり 8,280 円 

・業務調整員 

    １人１時間当たり 3,120 円 

※派遣元医療機関等においては、補

助基準額の引上げ分を活用して、

派遣される医師・看護師等の処遇

に配慮するよう留意すること。 

 



（重点医療機関に新型コロナウイル

ス感染症重症患者に対応する看護

職員を派遣する場合） 

・看護職員 

１人１時間当たり 8,280 円 

※ 派遣元医療機関等においては、

補助基準額の引上げ分を活用し

て、派遣される看護職員の処遇に

配慮するよう留意すること。 

 

（医療チーム活動費） 

実費相当額 

※医療チームの活動費とは、個人防

護具、医薬品、医療用消耗品、一

般消耗品の購入など、医療チーム

が新型コロナウイルス感染症患者

に対応するために必要な費用をい

う。 

（９）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 

知事が必要と認めた額 

 

【上限額】 

・医師 １人１時間当たり 7,550 円 

・薬剤師 １人１時間当たり 2,760

円 

 

（重点医療機関に派遣する場合） 

・医師 １人１時間当たり 15,100 円 

(略)  

（重点医療機関に新型コロナウイル

ス感染症重症患者に対応する看護

職員を派遣する場合） 

・看護職員 

１人１時間当たり 8,280 円 

※ 派遣元医療機関等においては、

補助基準額の引上げ分を活用し

て、派遣される看護職員の処遇に

配慮するよう留意すること。 

 

（医療チーム活動費） 

実費相当額 

※医療チームの活動費とは、個人防

護具、医薬品、医療用消耗品、一

般消耗品の購入など、医療チーム

が新型コロナウイルス感染症患者

に対応するために必要な費用をい

う。 

（９）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 

知事が必要と認めた額 

 

【上限額】 

・医師 １人１時間当たり 7,550 円 

・薬剤師 １人１時間当たり 2,760

円 

 令和３人１時間当たり 8,280 円 

（重点医療機関に派遣する場合） 

・医師 １人１時間当たり 15,100 円 

(略)  



・薬剤師１人１時間当たり 5,520 円 

令和３年８月 19日以降に重点医療

機関に薬剤師を派遣する場合   

    １人１時間当たり 8,280 円 

※派遣元医療機関等においては、補

助基準額の引上げ分を活用して、

派遣される医師・看護師等の処遇

に配慮するよう留意すること。 

（10）～（14）

(略) 

(略) (略)  

 

（15）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 

知事が必要と認めた額 

 

【上限額】 

・医師 １人１時間当たり 7,550 円 

・医師以外の医療従事者 

        １人１時間当たり 2,760 円 

賃金、報酬、

謝金、会議

費、旅費、需

用費（消耗品

費、印刷製本

費、材料費、

光熱水費、燃

料費、）役務

費（通信運搬

費、手数料、

保険料）、委

託料、使用料

及び賃借料、

備品購入費、

補助及び交付

金 

 

・薬剤師１人１時間当たり 5,520 円 

令和３年８月 19日以降に重点医療

機関に薬剤師を派遣する場合   

    １人１時間当たり 8,280 円 

※派遣元医療機関等においては、補

助基準額の引上げ分を活用して、

派遣される医師・看護師等の処遇

に配慮するよう留意すること。 

（10）～（14）

(略) 

(略) (略)  

（注１）簡易病室とは、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、新型コロナウイルス感染症患者

等に入院医療を提供する病室をいう。 

（注２）簡易診療室とは、テントやプレハブなど簡易な構造を持ち、緊急的 

かつ一時的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患 

者等に外来診療を行う診療室をいう。 



 

（注１）簡易病室とは、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、新型コロナウイルス感染症患 

者等に入院医療を提供する病室をいう。 

（注２）簡易診療室とは、テントやプレハブなど簡易な構造を持ち、緊急的 

かつ一時的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症 

患者等に外来診療を行う診療室をいう。 


