
公益社団法人全日本病院協会会長殿

医政地発 10 0 8第 5号

令 和 3年 10月 8 日

F斗前問題

厚生労働省医政局地域医療計画課長 官i音
「画

ー間~

病院の耐震改修の状況の調査について（依頼）

災害医療対策の推進につきましては、平素より格段のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。

さて、厚生労働省では病院の耐震改修状況の実態把握を行うこととしており 、

別添のとおり都道府県に対して調査依頼を発出いたしました。

患者の身の安全を確保するため、また、災害時における迅速かっ適切な医療

の提供体制の整備のため、基礎資料を作成する上で必要な調査ですので、都道

府県からの調査依頼にご協力いただくように、貴団体の会員に対する周知方よ

ろしくお願い申し上げます。



医政地発 10 0 8第4号

令 和 3年 10月 8日

各都道府県衛生主管部（局）長殿

厚生労働省医政局地域医療計画課長

（公印省略）

病院の耐震改修の状況の調査について（依頼）

災害医療対策の推進について、平素から格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し

あげます。

病院の建物の耐震化については、医療提供体制施設整備交付金（災害拠点病院

施設整備事業、災害拠点精神科病院施設整備事業、特定地域病院施設整備事業、

医療施設等耐震整備事業）を措置し、未耐震の災害拠点病院や救命救急センタ一、

二次救急医療機関等を対象として改修を推進しているところです。

耐震改修の状況については、これまでも各都道府県にご協力をいただいて調

査を行い公表してきたところ、本年度も引き続き、耐震化の度合いの公表や予

算要求の際に活用するため、調査を行います。

貴職におかれては、調査結果について、別紙の病院の耐震改修状況調査票取

りまとめ要領に記載のとおり取りまとめの上、提出していただくようお願いし

ます。

記

1. 調査対象 令和 3年 9月 1日現在における各都道府県管下の医療法第 1

条の 5に規定されている全ての病院

別添の病院の耐震改修状況調査票の調査項目のとおり

令和 3年11月30日（火）

病院から厚生労働省に直接提出されないようお願いいたしま

す。

2.調査内容

3. 提出期限

4. 留意事項

［照会先1
厚生労働省医政局地域医療計画課

救急・周産期医療等対策室

災害医療係長 乙部

電話03-5253-1111（内線）2548



病院の耐震 改修状 況調 査 票 ｛病院用） （令和3年9月1日現在）

お。，た術ず院ねのし息ま絶す肉．で，eのr宥耐盛がS綱E利怪でmがあすあヲるるて費J耐楠'Ii＇綱《鋼‘強e続aエ－翻－・門~時.. みs外aのE象盈.. 昭s愉・和郁s円，＇値．隼0手＇，術臥で省よ益食董｝段eのさs門これにとた限.•，る納＂＇のぴ樹昭 S和E俊5について
日z.01でB.Cと田署Lた廟院は図書して下さい． 田耐実震~す1惨で断るO予とを実定固箸施はすあしたるるが街予院時定期には鉛あたりずまねすかし．ます実．S範Zすする場合に11.予定時’憶をお答え下さい．

0・0(で耐Bi エD・と回を答した備る院予定に釘たあずりねしかます．． 0定＇・：・積で討＇，と固し苔ていし‘るそたのめ理』由暗と『格し証て、を予E定世｛樟を予E年以前 実今B陸Eす‘ 実施埴す は ます 実施する唱合には‘予定時期をお笹え下さい．

翁院復権 臥｝の』.） 施さ 予 未定、Jlli.実 る予定が4よい喝合に11‘その理由をお笹え る予定がない 舎には‘その理由をお答え下さい． 制制》 LているためJ r産『院相閉の焼にm・しを予す定討 〈険
下い． 】しているためJ院又は を尋予定 t償） L 

＂＇翻査担轟 ~l五品盟強l基 金副昌茎量目】白監薗「畠ν工盛匪l工い；，a；匝Z主 ているため』を遺 Lた宿 おねしま

ー”ー「ーーー「ーー田『園

割医腹． Ii 
市登亀 i去 Aてすのべ盤 E耐震S断を実施した結果ー 剖の昆鞠に酎富也がな C鮪耐果量ーす陰断べてを実の施置柚Lにた 日い耐なEいB断t耐を震実性施がして平 注当か’箇＇t耐》1t震値後段のない温衡の楓喝途会耐S食Z指低舗 ＇＂値】 11い〈つです

A耐震岱断を実施する予定 日あ耐る震が齢崎周断未を実定施する予定は C耐震住断を実施する予定 A耐震工事を実施中、又は‘実施する予定 日年嗣直量工事経7 E恨｛主耐肱，，震に理工鋼由事いを喝をー行合つーう遺時｛恨そ聞のしがて他植~定相を自にし轟配て示車いしなしててい下下ー さ又さいは．‘〈耐護｝ 軍震〉工O事をを二行つう以予よ定轟は示なしい信いで下さい． 遺
院漣J苗の』時、周を移お答転」え下町さ彊い楠．の阻埠し』又I草 間

骨番 遺術県
置 2侵 亀二

L、 のE楠がある は 値を＂置して τさい．〈 1主怠い

主体
置問名称 ｛区市町村 ニ~~·園

可 2書' 教命 e次. 
柚に耐 耐冨性が，，い 明｝ つだけ配置して下さい・＇つ以上記 匿し広いで下さ L、．

を:c• >
t語Zあ住るが

L、．｝

国‘民~ "' 
急セ 急置

胃~ 官官晋E司極 量邑 以
耐震相性の使が怠い耐震笹がはい耐湿積渇｛置絢舎阿f往のは｝合疋Oが唱不を広.. 明署い亙長の

，，値がい〈つ ，，恒0.6未溝 ，，・0.3未潤
令度和革3ま年で 直令和束4ま年で 令度和末5ま年で ｛その理由1 ｜ 〈その理由｝／ 現重在工、 耐を 令度和末3ま年で 晴度和4ま年で 令血和車5ま年で 置令和末6ま年で 令度制7ま年で 的E自 轟づ酎 討』皇曽 ｝制穆眠 たる【定E楠 肘』聞院 たい方う布が蝿医 潤でE令在 来定 【その也〉 常和 令和 令粗 利令 帝和 王定転

鋼 ン療 " 量 進を謹輸（て『Yのi)下延をさS康E面
か不明白崎含 ｛自動で表示さ （自凪で竃示さ

院
タI復関

記医 して下さ積 眠 して下さい I孟Oを表示しれるため、踊れるため、揖 に断耐を震実緯惨 に耐を置妥S結Sに耐を震実.. 

I；雀司め区i酬令よ〉耐震..断が

実施事中 に酎置エにヨ耐巨重工に耐llJ:に酎冨ヱに副末賞ヱ
金資が 時軍 し定予を し予を め倹討】の しを め塗耐ら行 はよ ／ 3 4 5 6 7 

い t自由＂して い で（概す算1で結構 ｛積算で結楠 て下さい 院での担眠は 院での阻監は
す事にる着予工定 事すにる着予工定 事寸にる着予工定 事すにる着予工定 事すにる着予工定

断 τ て 町て が a な酎 年年年年年

• > でtす概］算で結柵示して下さい です｝ 不要です］ 不要です） する予定す断る予定断する予絶定 積付けられてい 績討の い い定 包い予定 決震を い震 ほh食EヒEめE貸．倒繍件である 』: 度中 度中 度申 置申 直中
い建摘であるた なす結る【 るー ししる【 ま 化 櫨 たfヒ

い る果た憤た横 てをた蹟 ら を帳めが
たにめめ い予的 信行 L a 

1211ょの在 意 1）園 査対象となる病院は、1:u民主主第 、粂の 5第 1項に規定する全ての病院です．
』－ 一一

2）術院後能掴は痛院が量当するものに「OJをE厳して下さい．

3）訟置主体は、 『目立｛独立行政正人 ・国立大学珪人含む）」、 『公立 ｛地方独立行iltl去人含む）J、 「公的 （日赤‘耳写生会、厚生壷．北社固） J‘ 『昼間そ由他」のうち、詰当するものを毘鐙して下さい．

• J a 1‘ 03、 04は量当するも田！二『OJをE慮して下さい． ｛どれか一つに『O』をE鐙｝

sJ a 21玄、酎i;；参断町轄果‘＊ 耐Eの建物に係る橋童画将軍指毎日s値｝を小倣点以下家2位まで配厳して下さい．


