
 

診療・検査医療機関体制強化支援金に係る交付基準 

                     

（趣旨） 

府は、新型コロナウイルス感染症の拡大期及び季節性インフルエンザの流行期において、

発熱患者等に対する診療・検査体制を強化するため、日曜日・祝日（国民の祝日に関する

法律（昭和 23 年法律第 178 号）第３条に定める「休日」をいう。）及び令和４年８月 15 日、

年末年始（12 月 29 日から翌年の１月３日まで）を除く日（以下、「平日」という。）に開設

する診療・検査医療機関に対し、予算の範囲内において標記支援金（以下「支援金」とい

う。）を交付する。 

 

（交付対象者） 

  支給の対象となる医療機関は、次のいずれにも該当する者とする。 

１ 診療・検査医療機関として府の指定（ただし、Ａ型※1又は準Ａ型※2 に限る。）を受け

た医療機関で、支援金の対象となる日のいずれかの日に、新型コロナウイルス感染症

及び季節性インフルエンザの診断を目的とした保険適用の診療・検査（他疾患による

入院のための入院前検査や入院患者に対するものを除く。）を行うために開設し、そ

の開設にかかる意向を事前に府へ回答した者。ただし、次のいずれかに該当する者を

除く。 

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員若しくは大阪府暴

力団排除条例（平成 22 年大阪府条例第 58 号）第２条第４号に規定する暴力団密接

関係者 

（２） 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から１年を経過しない者 

（３） 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年

法律第 54 号）第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第１項に規定する

納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から１年

を経過しない者 

２ 府が別途定める日以降、交付対象期間において、当該指定を継続して受けている者 

３ 新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの両方の検査及び発熱患者等へ

の対症療法を含む投薬等の治療の体制が整っている者 
 
※1：かかりつけ患者以外も対応可 

※2：かかりつけ患者に加え、医療機関の所在する市町村（大阪市は当該区及び隣接する区の範囲）

に居住するかかりつけ患者以外も対応可 

 

（参考）大阪市における隣接区 

都島区 東淀川区、旭区、城東区、中央区、北区 旭区 東淀川区、鶴見区、城東区、都島区 

福島区 北区、西区、此花区、西淀川区 城東区 旭区、鶴見区、東成区、中央区、都島区 

此花区 西淀川区、福島区、西区、港区 阿倍野区 
天王寺区、生野区、東住吉区、住吉区、 

西成区 

西区 
福島区、北区、中央区、浪速区、大正区、 

港区、此花区 
住吉区 阿倍野区、東住吉区、住之江区、西成区 

港区 此花区、西区、大正区 東住吉区 生野区、平野区、住吉区、阿倍野区 

大正区 港区、西区、浪速区、西成区 西成区 
浪速区、阿倍野区、住吉区、住之江区、 

大正区 

天王寺区 中央区、東成区、生野区、阿倍野区、浪速区 淀川区 東淀川区、北区、西淀川区 

浪速区 西区、中央区、天王寺区、西成区、大正区 鶴見区 旭区、城東区 

西淀川区 淀川区、福島区、此花区 住之江区 大正区、西成区、住吉区 

東淀川区 旭区、都島区、北区、淀川区 平野区 生野区、東住吉区 

東成区 城東区、生野区、天王寺区、中央区 北区 
淀川区、東淀川区、都島区、中央区、西区、 

福島区 

生野区 
東成区、平野区、東住吉区、阿倍野区、 

天王寺区 
中央区 

北区、都島区、城東区、東成区、天王寺区、 

浪速区、西区 

 



 

（交付対象期間及び交付対象日） 

次のうち、別表に記載する交付条件を満たす日（ただし、準Ａ型は②のみ対象） 

① 令和４年８月１日から令和４年８月 31 日までの平日（ただし、８月第１週又は第２

週に新たに診療・検査医療機関の指定を受けた医療機関又はＡ型への変更指定を受け

た診療・検査医療機関は当該指定又は変更指定の日以降、８月 31 日までの平日とす

る。） 

② 令和４年 11 月 28 日から令和５年２月 25 日までの平日 

 

（交付額） 

診療・検査医療機関の開設日数及び開設時間等に応じて別表のとおり交付する。 

 

（事前調査） 

支援金の交付を希望する医療機関は、知事に対し、交付対象期間の開設状況に関する調

査票（意向調査票）をその定める期日までに提出しなければならない。 

 

（申請） 

調査票の提出により支援金の交付を希望する意向を示した医療機関は、申請書（様式第

１号）及び府の指定する書類を、交付対象期間の区分ごとに支援金の対象となる日の最終

日以降、知事が定める期日までに提出しなければならない。 

 

（書類審査及び支払） 

 知事は、申請があったときは、当該報告に係る書類等により内容を審査し、交付すべき

と認めたときは、速やかに支援金の交付を行う。 

 

（実地検査等） 

知事は、支援金の適正な執行を図るため、必要に応じて医療機関に対して、報告又は関

係書類の提出を求め、又はその職員に当該医療機関の事務所、施設等に立ち入り、帳簿、

書類等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

 

（返還） 

知事は、実地検査等の結果、支援金の減額をすべきと認めたときは、期限を定めて、その

返還を命ずるものとする。 

 

（その他） 

（１） 支援金に係る証拠書類を事業完了後 10 年間保管しておかなければならない。 

（２）この基準に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別途定める。 

 

附則 

この交付基準は、令和４年７月 27 日から施行する。 

この交付基準は、令和４年９月 30 日から施行し、令和４年 10 月３日から適用する。 

この交付基準は、令和４年 11 月 16 日から施行し、令和４年 11 月 28 日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表 

 

この支援金の交付額は、下表のとおりとする。 

ただし、以下に定める交付条件を満たす日のみを交付金算定対象とする。 

 

【交付条件】 

（１） 診療・検査医療機関としての開設時間 

月曜日から金曜日：４時間以上、土曜日：３時間以上 

（２） 外来患者に対する保険適用の新型コロナウイルスの検査実施人数 

〈病 院〉月曜日から金曜日：１０人以上、土曜日：５人以上 

〈診療所〉月曜日から金曜日： ５人以上、土曜日：３人以上 

 

≪指定区分：Ａ型≫ 

開設時間 
開設曜日 

月～金曜日 土曜日 

3.0 時間以上 3.5 時間未満 0 円／日 12,000 円／日 

3.5 時間以上 4.0 時間未満 0 円／日 14,000 円／日 

4.0 時間以上 4.5 時間未満 16,000 円／日 16,000 円／日 

4.5 時間以上 5.0 時間未満 18,000 円／日 18,000 円／日 

5.0 時間以上 5.5 時間未満 20,000 円／日 20,000 円／日 

5.5 時間以上 6.0 時間未満 22,000 円／日 22,000 円／日 

6.0 時間以上 24,000 円／日 24,000 円／日 

※支援金の対象となる開設時間は６時間を上限とする。 

 

 

≪指定区分：準Ａ型≫ 

開設時間 
開設曜日 

月～金曜日 土曜日 

3.0 時間以上 3.5 時間未満 0 円／日 6,000 円／日 

3.5 時間以上 4.0 時間未満 0 円／日 7,000 円／日 

4.0 時間以上 4.5 時間未満 8,000 円／日 8,000 円／日 

4.5 時間以上 5.0 時間未満 9,000 円／日 9,000 円／日 

5.0 時間以上 5.5 時間未満 10,000 円／日 10,000 円／日 

5.5 時間以上 6.0 時間未満 11,000 円／日 11,000 円／日 

6.0 時間以上 12,000 円／日 12,000 円／日 

※支援金の対象となる開設時間は６時間を上限とする。 


