
 

 

 

１．病床確保支援事業 

 

１ 事業内容 

新型コロナウイルス感染症患者等を確実に受け入れるため、医療機関に対して病

床確保料及び患者退院後の消毒経費等を補助することで、必要な病床数を確保する。 

 

２ 対象施設 

(1) 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるため、個室、フロア、病棟単位

等により病床を確保する医療機関。ただし、当該医療機関は、感染症指定医療機

関、東京都感染症入院医療機関、その他の公立・公的医療機関のうち、都の依頼

に基づき、病床を確保した医療機関とする。 

(2) 東京都新型コロナウイルス感染症入院重点医療機関整備要領（令和２年５月１

日付２福保健感第３６３号）に基づき知事が登録する東京都新型コロナウイルス

感染症入院重点医療機関（以下「重点医療機関」という。） 

(3) 東京都新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関整備要領（令和２

年８月３日付２福保感事第４３５号）に基づき知事が登録する東京都新型コロナ

ウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関 

(4) その他知事が特に必要と認める医療機関 

 

３ 実施期間 

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

４ 補助条件 

(1) 都の依頼に基づき、病床を確保していること。 

(2) 補助期間中、１日に受け入れられる新型コロナウイルス感染症患者等の人数及

び新型コロナウイルス感染症患者等の最大受入可能病床数を、東京都新型コロナ

ウイルス感染者情報システム（MIST）を通じて都に報告し、常に最新の情報に更

新していること。 

(3) 補助期間中、新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム（G-MIS）

に、確保病床数、即応病床数、入院中患者数等の入力を確実に行い、新型コロナ

ウイルス感染症等情報把握・管理システム（HER-SYS）に必要な情報の入力を行う

ことで、都及び国が入院受入状況等を正確に把握出来るようにすること。 

(4) 都の入院調整による要請に応じ、原則として速やかに受け入れ、正当な理由な

く断らないこと。 

(5) 病床確保料の対象となる新型コロナウイルス感染症患者等の入院のために確

保した病床及び休床とした病床には、補助金が支給される間、原則として、新型

コロナウイルス感染症患者以外の患者を受入れてはいけないものとする。 

(6) 即応病床数及び休止病床数を変更する際は、別途定める様式により事前に都に

報告すること。 

(7) 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とし、処遇改善内容につい



 

 

 

て、別途定める様式により都に報告すること。 

 

５ 対象経費 

医療機関の病床確保に係る経費及び患者退院後の消毒経費等 

（当該病床には、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために休床とし

た病床も含むものとする。） 

※ ただし、病床確保に係る経費について、陽性患者等を受け入れている期間は、

本事業による補助の対象外とし、他の事業により補助を実施する。 

 

６ 補助基準額 

(1) 病床確保料（１床当たり） 

ア 重点医療機関・協力医療機関以外の病院 

  ・ICU内の病床を確保する場合           97,000円/日 

・重症患者又は中等症患者を受け入れ、 

酸素投与及び呼吸モニタリングなどが 

可能な病床を確保する場合            41,000円/日 

・上記以外の場合                 16,000円/日 

 

 イ 重点医療機関である特定機能病院等 

＜稼働病床の病床確保料＞ 

・ICU内の病床を確保する場合         436,000円/日 

・HCU内の病床を確保する場合         211,000円/日 

・上記以外の場合                74,000円/日 

＜休止病床の病床確保料＞ 

・ICU内の病床を確保する場合         436,000円/日 

・HCU内の病床を確保する場合         211,000円/日 

・療養病床を確保する場合            16,000円/日 

・上記以外の場合                74,000円/日 

 

ウ 重点医療機関である一般病院 

＜稼働病床の病床確保料＞ 

・ICU内の病床を確保する場合         301,000円/日 

・HCU内の病床を確保する場合         211,000円/日 

・上記以外の場合                71,000円/日 

＜休止病床の病床確保料＞ 

・ICU内の病床を確保する場合         301,000円/日 

・HCU内の病床を確保する場合         211,000円/日 

・療養病床を確保する場合            16,000円/日 

・上記以外の場合                71,000円/日 

 

 エ 協力医療機関 



 

 

 

  ＜稼働病床の病床確保料＞ 

・ICU内の病床を確保する場合          301,000円/日 

・HCU内の病床を確保する場合         211,000円/日 

・上記以外の場合                               52,000円/日 

＜休止病床の病床確保料＞ 

・ICU内の病床を確保する場合         301,000円/日 

・HCU内の病床を確保する場合         211,000円/日 

・療養病床を確保する場合            16,000円/日 

・上記以外の場合                52,000円/日 

 

(2) 病床確保料（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、都がや

むを得ないと判断した場合を除き、陽性患者用病床及び疑似症患者用病床それぞ

れにおいて、前３ヶ月間の即応病床使用率が東京都平均の 30％を超えて下回る場

合/１床当たり） 

 

ア 重点医療機関・協力医療機関以外の病院 

  ・ICU内の病床を確保する場合           68,000円/日 

・重症患者又は中等症患者を受け入れ、 

酸素投与及び呼吸モニタリングなどが 

可能な病床を確保する場合            29,000円/日 

・上記以外の場合                 11,000円/日 

 

 イ 重点医療機関である特定機能病院等 

＜稼働病床の病床確保料＞ 

・ICU内の病床を確保する場合         305,000円/日 

・HCU内の病床を確保する場合         148,000円/日 

・上記以外の場合                52,000円/日 

＜休止病床の病床確保料＞ 

・ICU内の病床を確保する場合         305,000円/日 

・HCU内の病床を確保する場合         148,000円/日 

・療養病床を確保する場合            11,000円/日 

・上記以外の場合                52,000円/日 

 

 

ウ 重点医療機関である一般病院 

＜稼働病床の病床確保料＞ 

・ICU内の病床を確保する場合         211,000円/日 

・HCU内の病床を確保する場合         148,000円/日 

・上記以外の場合                50,000円/日 

＜休止病床の病床確保料＞ 

・ICU内の病床を確保する場合         211,000円/日 



 

 

 

・HCU内の病床を確保する場合         148,000円/日 

・療養病床を確保する場合            11,000円/日 

・上記以外の場合                50,000円/日 

 

 エ 協力医療機関 

  ＜稼働病床の病床確保料＞ 

・ICU内の病床を確保する場合          211,000円/日 

・HCU内の病床を確保する場合         148,000円/日 

・上記以外の場合                               36,000円/日 

＜休止病床の病床確保料＞ 

・ICU内の病床を確保する場合         211,000円/日 

・HCU内の病床を確保する場合         148,000円/日 

・療養病床を確保する場合            11,000円/日 

・上記以外の場合                36,000円/日 

 

※ 上記(1)及び(2)に係る休止病床については、稼働病床１床あたり２床まで（Ｉ

ＣＵ・ＨＣＵ病床は４床まで）を補助の上限とする。なお、休止病床については、

当該病床を休止する前の区分により病床確保料を適用する。 

 

※ 「特定機能病院等」とは、特定機能病院及び特定機能病院と同程度に新型コロナ

ウイルス感染症の重症患者を受け入れている医療機関とする。特定機能病院と同

程度に新型コロナウイルス感染症の重症患者を受け入れている医療機関は、具体

的には、体外式膜型人工肺による治療を行う患者が延べ３人以上の月又は人工呼

吸器による治療を行う患者が延べ 10人以上の月がある医療機関とする。 

 

※ 即応病床使用率の算出に必要な「疑似症患者」とは、都道府県からの要請に基

づき受入れを行っている、新型コロナウイルスに感染している恐れがあると医師

が認めた、入院医療が必要な患者（ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律第 12条第１項の疑似症の届け出が出されているものに限る。）

とする。 

 

※ 令和４年 11月１日から令和５年３月 31日までの病床確保料については、別表

のとおり調整を行うものとする。 

 

 (3) 消毒経費等               知事が必要と認める額 

 

７ 補助率 

１０分の１０ 

 

 

 



 

 

 

別表 

 

１ 病床確保料の調整対象外となる医療機関 

以下の(1)～(3)については、病床確保料の調整対象外とすることができる。 

(1) 周産期、小児、透析、精神の４診療科 

(2) 地域のコロナ病床確保に中核的な役割を果たす基幹的医療機関、構造上の事情により病棟

単位でコロナ病床を確保・運用する医療機関、それらに類する特段の事情があると東京都が

認める医療機関 

(3) 令和４年 11 月１日から令和５年３月 31日までの即応病床使用率（※１）が 50％以上の

医療機関 

 

２ 病床確保料の調整内容 

１ 対象医療機関 ２ 補助上限額 

(1) 令和４年１月１日から令和４年 12月 31

日までの診療収益（※２）（以下「令和四年

診療収益」という。）が、平成 31年１月１

日から令和元年 12月 31日までの診療収益

（以下「令和元年診療収益」という。）に

1.1 を乗じて得た額以下の医療機関 

「令和元年診療収益に 1.1を乗じて

得た額から令和四年診療収益を減じて

得た額」から「令和４年４月１日から

令和４年 10月 31日までの病床確保料

（以下「令和四年度前半病床確保料」

という。）」を減じて得た額（※３） 

(2) 令和四年診療収益が、令和元年診療収益

に 1.1を乗じて得た額以上の医療機関 

令和元年診療収益に 0.03 を乗じて得

た額 

(3) (1)及び(2)にかかわらず、医療機関の令

和四年会計年度（令和４年６月 30 日から

令和５年６月 29 日までの間に終了する会

計年度に係る決算）の医業費用（※４）（他

の補助金等の支給対象経費であり、実際に

補助がなされた額は、当該医業費用から減

ずるものとする。以下同じ。）（（以下「令和

四年医業費用」という。）が、令和元年会計

年度（令和元年６月 30 日から令和２年６

月 29 日までの間に終了する会計年度に係

る決算）の医業費用（以下「令和元年医業

費用」という。）に 1.2を乗じて得た額を上

回る医療機関であって、医業費用の増加率

（令和四年医業費用/令和元年医業費用）が

診療収益の増加率（令和四年医療収益/令和

元年医療収益）を超えた医療機関 

「令和元年診療収益に令和四年医業

費用を令和元年医業費用で除して得た

数を乗じて得た額」から令和四年診療

収益及び令和四年度前半病床確保料を

減じて得た額 

 

※１ 即応病床使用率の算定にあたっては、感染拡大期において、東京都が病床確保レベルを引

き上げた際に、即応化してから最大２週間に限り、新たに即応化された即応病床について、

算定対象から除外できる。 



 

 

 

また、周産期、小児、透析、精神の４診療科に限り、東京都の判断で、算定対象から除外で

きる。 

※２ 診療収益とは、「病院会計準則の改正について」（平成 16年８月 19日医政発第 0819001号）

で定められている「医業収益」のことをいう。 

※３ 当該額が令和元年診療収益に 0.03 を乗じて得た額を下回る場合は、令和元年診療収益に

0.03を乗じて得た額とする。 

※４ 医業費用とは、「病院会計準則の改正について」（平成 16年８月 19日医政発第 0819001号）

で定められている「医業費用」のことをいう。 

※５ 「２ 病床確保料の調整内容」における(1)～(3)の適用について、令和元年診療収益が、

休診等の特別な事情により例年よりも低い水準の診療収益となる場合には一定の配慮を行う

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


