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（別添）

医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱新旧対照表

改正後 現 行
医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱 医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱

（通 則） （通 則）
１．（略） １．（略）

（交付の目的） （交付の目的）
２．（略） ２．（略）

（交付の対象） （交付の対象）
３．この補助金は、次の事業を交付の対象とする。 ３．この補助金は、次の事業を交付の対象とする。

（１）医療施設運営費等補助金 （１）医療施設運営費等補助金

① へき地保健医療対策事業等 （略） ① へき地保健医療対策事業等 （略）

② 救急医療対策事業 （略） ② 救急医療対策事業 （略）

③ 感染症指定医療機関運営事業 （略） ③ 感染症指定医療機関運営事業 （略）

④ 医療安全推進事業 （略） ④ 医療安全推進事業 （略）

⑤ 災害医療対策事業等 （略） ⑤ 災害医療対策事業等 （略）

⑥ 地域医療確保支援事業 （略） ⑥ 地域医療確保支援事業 （略）

⑦ 臨床研究拠点等整備事業 ⑦ 臨床研究拠点等整備事業
ア．臨床研究中核病院整備事業 ア．臨床研究中核病院整備事業

平成２３年３月３０日医政発０３３０第１５号厚生労働省医政局長 平成２３年３月３０日医政発０３３０第１５号厚生労働省医政局長
通知の別紙「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」（以下、「臨床研 通知の別紙「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」（以下、「臨床研
究拠点等整備事業実施要綱」という。）に基づき、厚生労働大臣が 究拠点等整備事業実施要綱」という。）に基づき、厚生労働大臣が
適当と認める者が行う臨床研究中核病院整備事業 適当と認める者が行う臨床研究中核病院整備事業

イ．早期・探索的臨床試験拠点整備事業 イ．早期・探索的臨床試験拠点整備事業
「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適 「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適当

当と認める者が行う早期・探索的臨床試験拠点整備事業 と認める者が行う早期・探索的臨床試験拠点整備事業
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ウ．日本主導型グローバル臨床研究体制整備事業 ウ．日本主導型グローバル臨床研究体制整備事業
「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適 「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適

当と認める者が行う日本主導型グローバル臨床研究体制整備事業 当と認める者が行う日本主導型グローバル臨床研究体制整備事業
エ．医薬品等治験基盤整備事業 エ．医薬品等治験基盤整備事業

「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適 「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適
当と認める者が行う医薬品等治験基盤整備事業 当と認める者が行う医薬品等治験基盤整備事業

オ．ｉＰＳ細胞等の臨床研究安全基盤整備支援事業 オ．ｉＰＳ細胞等の臨床研究安全基盤整備支援事業
「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適 「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適

当と認める者が行うｉＰＳ細胞等の臨床研究安全基盤整備支援事業 当と認める者が行うｉＰＳ細胞等の臨床研究安全基盤整備支援事業
カ．ｉＰＳ細胞を利用した創薬研究支援事業 カ．ｉＰＳ細胞を利用した創薬研究支援事業

「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適 「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適
当と認める者が行うｉＰＳ細胞を利用した創薬研究支援事業 当と認める者が行うｉＰＳ細胞を利用した創薬研究支援事業

キ．再生医療臨床応用実用化推進事業
「臨床研究拠点等整備事業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適

当と認める者が行う再生医療臨床応用実用化推進事業

⑧ 医療の質の評価・公表等推進事業 （略） ⑧ 医療の質の評価・公表等推進事業 （略）

⑨ 異状死死因究明支援事業 （略） ⑨ 異状死死因究明支援事業 （略）

⑩ 外国人患者受入に資する医療機関認証制度推進事業 （略） ⑩ 外国人患者受入に資する医療機関認証制度推進事業 （略）

（２）中毒情報基盤整備事業費補助金 （２）中毒情報基盤整備事業費補助金
中毒情報センター情報基盤整備事業 （略） 中毒情報センター情報基盤整備事業 （略）

（交付額の算定方法） （交付額の算定方法）
４．この補助金の交付額は、次の（１）から（10）により算出された額の合計額 ４．この補助金の交付額は、次の（１）から（10）により算出された額の合計額

とする。（ただし、算出された額の合計額が医療施設運営費等補助金の予算額 とする。（ただし、算出された額の合計額が医療施設運営費等補助金の予算額
を超える場合には、必要な調整を行うものとする。） を超える場合には、必要な調整を行うものとする。）

（１）へき地保健医療対策事業等の事業の交付額は、次の①から⑧により算出さ （１）へき地保健医療対策事業等の事業の交付額は、次の①から⑧により算出さ
れた額の合計額とする。ただし、各事業のそれぞれの事業者ごとに算出され れた額の合計額とする。ただし、各事業のそれぞれの事業者ごとに算出され
た額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとす た額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとす
る。 る。
①～⑧（略） ①～⑧（略）

（２）救急医療対策事業の交付額は、次の①から④により算出された額の合計額 （２）救急医療対策事業の交付額は、次の①から④により算出された額の合計額
とする。ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、 とする。ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、
これを切り捨てるものとする。 これを切り捨てるものとする。
①～③（略） ①～③（略）

（３）災害医療対策事業等の事業の交付額は次の①から⑤により算出された額の （３）災害医療対策事業等の事業の交付額は次の①から⑤により算出された額の
合計額とする。ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場 合計額とする。ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場
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合には、これを切捨てるものとする。 合には、これを切捨てるものとする。
①～⑤（略） ①～⑤（略）

（４）地域医療確保支援事業の交付額は、次の①から②により算出された額の合 （４）地域医療確保支援事業の交付額は、次の①から②により算出された額の合
計額とする。ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合 計額とする。ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合
には、これを切捨てるものとする。 には、これを切捨てるものとする。
①～②（略） ①～②（略）

（５）感染症指定医療機関運営事業の交付額は、次の①から③により算出された （５）感染症指定医療機関運営事業の交付額は、次の①から③により算出された
額の合計額とする。ただし、医療機関ごとに算定された額に１，０００円未 額の合計額とする。ただし、医療機関ごとに算定された額に１，０００円未
満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。 満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。
①～③（略） ①～③（略）

（６）医療安全推進事業の交付額は、次により算出するものとする。 （６）医療安全推進事業の交付額は、次により算出するものとする。
ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これ ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これ

を切捨てるものとする。 を切捨てるものとする。
①～③（略） ①～③（略）

（７）臨床研究拠点等整備事業の交付額は、次の①から④により算出された額の合 （７）臨床研究拠点等整備事業の交付額は、次の①から④により算出された額の合
計額とする。ただし、機関ごとに算定された額に１，０００円未満の端数が生 計額とする。ただし、機関ごとに算定された額に１，０００円未満の端数が生
じた場合には、これを切り捨てるものとする。 じた場合には、これを切り捨てるものとする。
①～⑥（略） ①～⑥（略）

⑦再生医療臨床応用実用化推進事業
ア．次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額と

を比較して少ない方の額を選定する。
イ．アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した

額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

１．基準額 ２．対 象 経 費
１か所当たり 1,107,645千円 再生医療臨床応用実用化推進事業に必

要な次に掲げる経費
１．需用費（消耗品費）
２．備品購入費
３．備品の設置に要する工事費又は

工事請負費

（８）医療の質の評価・公表等推進事業の交付額は次により算出するものとする。 （８）医療の質の評価・公表等推進事業の交付額は次により算出するものとする。
ア．～イ．（略） ア．～イ．（略）

（９）異状死死因究明支援事業の交付額は次により算出するものとする。 （９）異状死死因究明支援事業の交付額は次により算出するものとする。
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ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを
切捨てるものとする。 切捨てるものとする。
ア．～イ．（略） ア．～イ．（略）

（10）外国人患者受入に資する医療機関認証制度推進事業の交付額は次により算出 （10）外国人患者受入に資する医療機関認証制度推進事業の交付額は次により算出
するものとする。 するものとする。
ア．～イ．（略） ア．～イ．（略）

（交付決定の下限） （交付決定の下限）
５．（略） ５．（略）

（交付の条件） （交付の条件）
６．（略） ６．（略）

（申請手続） （申請手続）
７．この補助金の交付申請は、次により行うものとする。 ７．この補助金の交付申請は、次により行うものとする。
（１）都道府県以外が行う３の（１）の①のオ、３の（１）の②のア及びイ、３ （１）都道府県以外が行う３の（１）の①のオ、３の（１）の②のア及びイ、３

の（１）の③のア、３の（１）の⑦及び⑧の事業 の（１）の③のア、３の（１）の⑦及び⑧の事業
ア．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２６条第２項に基づ ア．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２６条第２項に基づ

き、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合 き、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合
（ア）補助事業者は、第２号様式による申請書に関係書類を添えて、都道府 （ア）補助事業者は、第２号様式による申請書に関係書類を添えて、都道府

県知事が定める日までに都道府県に提出するものである。 県知事が定める日までに都道府県に提出するものである。
（イ）都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、これを審査し、とり （イ）都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、これを審査し、とり

まとめのうえ、毎年度６月３０日までに厚生労働大臣に提出するものと まとめのうえ、毎年度６月３０日までに厚生労働大臣に提出するものと
する。 する。

ただし、ｉＰＳ細胞等の臨床研究安全基盤整備支援事業については、 ただし、ｉＰＳ細胞等の臨床研究安全基盤整備支援事業については、
平成２４年１２月１４日までに、ｉＰＳ細胞を利用した創薬研究支援事 平成２４年１２月１４日までに、ｉＰＳ細胞を利用した創薬研究支援事
業については、平成２５年１月１０日までに、臨床研究中核病院整備事 業については、平成２５年１月１０日までに厚生労働大臣に提出するも
業（補正予算分）及び再生医療臨床応用実用化推進事業については、平 のとする。
成２５年３月１２日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

イ．ア以外の場合 イ．ア以外の場合
補助事業者は、第２号様式による申請書に関係書類を添えて、毎年度６ 補助事業者は、第２号様式による申請書に関係書類を添えて、毎年度６

月３０日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 月３０日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
（２）～（７）（略） （２）～（７）（略）
（８）（１）から（７）まで以外の事業 （８）（１）から（７）まで以外の事業

都道府県知事は、第７号様式による申請書に関係書類を添えて、毎年度 都道府県知事は、第７号様式による申請書に関係書類を添えて、毎年度
６月３０日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 ６月３０日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

ただし、ｉＰＳ細胞等の臨床研究安全基盤整備支援事業については、平 ただし、ｉＰＳ細胞等の臨床研究安全基盤整備支援事業については、
成２４年１２月１４日までに、ｉＰＳ細胞を利用した創薬研究支援事業に 平成２４年１２月１４日までに、ｉＰＳ細胞を利用した創薬研究支援事業
ついては、平成２５年１月１０日までに、臨床研究中核病院整備事業（補 については、平成２５年１月１０日までに厚生労働大臣に提出するものと
正予算分）及び再生医療臨床応用実用化推進事業については、平成２５年 する。
３月１２日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
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（変更申請手続） （変更申請手続）
８．（略） ８．（略）

（交付決定までの標準的期間） （交付決定までの標準的期間）
９．（略） ９．（略）

（補助金の概算払） （補助金の概算払）
10．（略） 10．（略）

（実績報告） （実績報告）
11．（略） 11．（略）

（補助金の返還） （補助金の返還）
12．（略） 12．（略）

（その他） （その他）
13．（略） 13．（略）


