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第 1 検討部会の目的、検討体制、開催日程 

1 災害拠点病院・災害拠点連携病院の機能強化の必要性 

   平成 30年は、大阪北部地震や７月豪雨（いわゆる西日本豪雨）、北海道胆振東部地震等自

然災害が相次ぎ、被災地域の医療機関では、停電や揺れ、断水等により病院機能に支障を来

す等医療提供体制に大きな影響があった。 

   東京都では、災害時における医療機関の役割を明確にしたうえで、国の指定要件1に基づく

災害拠点病院（平成 31年３月現在 82病院）の外、主に中等症程度の傷病者を受け入れる災

害拠点連携病院（同 137病院）を独自に指定2し、傷病者に対して確実に医療を提供できるよ

う体制を整えてきたが、平成 30 年度第２回東京都災害医療協議会において、次の事項が指

摘された。 

 

○災害拠点連携病院は、指定基準として「災害時に病院機能を維持するため自家発電装置を

保有し、電源の確保が行われていること」等が明記されているが、災害拠点病院と異なり

具体的な数値基準は示されていない。そのため、自家発電設備の出力数が契約電力（過去

１年間の各月の最大需要電力のうちで最も大きい値）の６割を確保できる病院は 58.4％で

あり、確保できると回答した病院の中でも、３日程度の燃料を確保できる病院は 11.7％に

留まっている3。こうしたことから、災害拠点連携病院においても大規模停電発生時にも病

院機能を維持できるよう自家発電設備の設置と燃料の確保を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○地下に自家発電設備を設置している病院のうち浸水対策未実施の病院が、災害拠点病院７

か所、災害拠点連携病院で 10か所有り4、対策を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 ：「災害時における医療体制の充実強化について」（平成 24 年 3 月 21 日付医政発 0321 第 2 号厚生労働省医政局長通

知）別紙「災害拠点病院指定要件」 
2 ：「東京都災害拠点連携病院設置運営要綱」（平成 25 年 4 月 25 日付 24 福保医救第 1415 号） 
3 ：平成 30 年東京都調べ 
4 ：平成 30 年東京都調べ 

地下に自家発電設備を設置している病院における浸水対策実施状況

防水板 土嚢 高基礎 未対策 その他

災害拠点病院 44 14 19 3 7 4 15

災害拠点連携病院 20 2 7 1 10 2 0

浸水対策

不要

浸水対策　（複数回答）
区分 回答数

病院数＝137

病院数 割合

137 100.0%

80 58.4%

(16) (11.7%)

(63) (46.0%)

不明 (1) (0.7%)

54 39.4%

3 2.2%

災害拠点連携病院における自家発電装置の保有状況と燃料の確保状況

 保有している

自家発電装置の保有状況
（契約電力の6割以上の出力量）

６割以上を保有

燃
　

料

３日間程度確保している

３日間程度より少ない

６割未満を保有

出力量は不明
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  ○自家発電装置に係る地震による揺れの対策について未対策又は未確認の病院が、災害拠点

病院 36か所、災害拠点連携病院 105か所有り5、対策を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

災害時に、医療機関が役割に応じた活動を行うことができなければ、一部の病院に傷病者

が集中し、円滑な医療救護活動を行うことができなくなる恐れがあることから、災害時にも

災害拠点病院及び災害拠点連携病院が診療機能を維持し、傷病者に対して確実に医療を提供

できるよう、病院の機能強化策を検討する部会の設置が諮られた。 

 

2 検討体制 

  以上を踏まえ、東京都災害医療協議会の部会として、災害医療コーディネーター、災害拠点

病院・災害拠点連携病院の医師等の外、ライフライン事業者等の有識者による「災害拠点病院・

災害拠点連携病院の機能強化に関する検討部会」を設置した。 

検討部会は、次の日程により開催した。 

   第１回 平成 30年 12月 27日 

   第２回 平成 31年 １月 30日 

   第３回 平成 31年 ３月 ６日 

 

第 2 検討対象及び検討の方向性 

1 対象とする病院 

東京都が指定している災害拠点病院及び災害拠点連携病院とする。 

2 対象とする災害等 

地震、水害、風害、雪害、落雷とし、検討すべき対策は、停電対策、浸水対策、地震の揺れ

対策、断水対策、下水（排水）対策の他、必要な対策とする。 

3 検討の方向性 

災害発生により、電気や水の供給が一時的に途絶するなど災害時に起こり得る特殊な環境下

において、病院機能を維持できるようにするために、必要な取組を検討した。 

 

第 3 検討結果（部会での意見を基にしたこれまでの検討結果） 

1 災害拠点病院・災害拠点連携病院が確保すべき機能 

 病院の機能の強化にあたっては、大規模化・多様化する災害に適切に対応できる基準を検討

するとともに、病院の役割分担に基づく重層的な災害医療体制を引き続き維持できるようにす

ることも重要である。 

（1）災害拠点病院 

ア 主に重症者の収容（入院）・治療を行い、ライフライン途絶時には、供給されるまでの概

ね３日程度、病院機能を維持できるインフラ設備等を保有・確保すべきである。 

イ 国の指定要件の「通常（年間平均）の６割程度の発電容量」「３日分程度の燃料」「３日

分程度の備蓄」は、都内発災時における備えとしても適当である。 

                                                   
5 ：平成 30 年東京都調べ 

自家発電装置に係る地震の揺れ対策の実施状況

対策済 未対策 未確認

災害拠点病院 82 46 20 16

災害拠点連携病院 137 32 26 79

区分 回答数
揺れ対策
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（2）災害拠点連携病院 

 ア 主に中等症者や容態の安定した重症者の治療・収容（入院）を行い、ライフライン途絶

時には、供給されるまで病院機能を維持できるインフラ設備等を保有・確保することが

望ましい。 

 イ 大型の設備の導入や燃料の保管場所の確保は、建物の大きさ、立地条件等病院それぞれ

の状況によって整備が可能な範囲、インフラ等確保の規模・方法は異なる。発災時に病

院機能を維持し得る最低限の整備が必要である一方で、一律に高い基準を定めた場合、

災害拠点連携病院としての基準を満たせなくなる病院が発生し、現在の災害医療体制を

維持できなくなる恐れがあるため、基準を定める時は慎重な検討が必要である。 

 

《参考 1》災害拠点病院及び災害拠点連携病院の役割 

  災害時医療救護活動ガイドライン（第２版）平成 30年３月より抜粋 

災害拠点病院の役割 主に重症者の収容・治療を行う都が指定する病院 

災害拠点連携病院の役割 
主に中等症者又は容態の安定した重症者の収容・治療を行う 

都が指定する病院 

 

《参考 2》重症・中等症の傷病状態及び具体的事例 

 平成 31年 1月増刷版 東京都福祉保健局「トリアージハンドブック」より抜粋 

分 類 傷病状態及び病態 具体的事例 

重 症 

○生命を救うため、直ちに処置

を必要とするもの。窒息、多

量の出血、ショックの危険の

あるもの 

気道閉塞、呼吸困難、意識障害、 

多発外傷、ショック、大量の外出血、血

気胸、胸部開放創、腹腔内出血、 

腹膜炎、広範囲熱傷、気道熱傷、 

クラッシュシンドローム、多発骨折、など 

中等症 

○多少治療の時間が遅れても、 

生命には危険がないもの 

○基本的には、バイタルサイン 

が安定しているもの 

全身状態が比較的安定しているが、 

入院を要する以下の傷病者 

脊髄損傷、四肢長管骨骨折、脱臼、 

中等度熱傷、など 

 

2 対策の方向性と課題（各論） 

（1）停電対策 

対策の方向性 

大規模停電発生時、電気の復旧まで病院機能を維持できる自家発電設備の整備と、一定

量の燃料の備蓄を推進 

 

ア 災害時に必要な設備・機器等への電力量の確保 

（ア）非常用電源の持つべき電力量 

○災害拠点病院が持つべき電力量は、国の災害拠点病院指定要件と同じ「通常の診療6」（年

間平均電力使用量）の６割程度が都内発災時における備えとしても適当である。 

                                                   
6 「別紙 災害拠点病院指定要件」（平成 30 年 9 月 5 日付医政発 0905 第 8 号通知）（2）施設及び設備①ア（ウ）通

常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、３日分程度の燃料を確保しておくこと。 
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○災害拠点連携病院も最低限の電力を保有すべきであるが、その電力量については、災害

拠点病院との役割の違いや個々の病院の実情を考慮した検討が必要。 

【課題】 

・電力供給の必要がある設備や医療機器等について検討が必要。 

・自家発電設備の発電容量について、目安などを設けるには各病院の現況を踏まえた検討

が必要。 

 

（イ）平時における電気設備の現状把握・受電の多重化 

○停電時でも必要な設備や医療機器等に確実に電力供給がなされるよう、自病院の受変電

設備や電気系統を平時から把握することが必要である。 

○地域で停電が発生した場合でも、病院内では極力停電しないような設備の導入（多重化

された受電設備の保有等）を検討する。 

【課題】 

・現状把握の方法や把握の実施時期等を検討する必要がある。 

・各病院の現況を踏まえた院内電気設備の多重化の検討が必要である。 

 

（ウ）その他 

○夏冬などの電力消耗への対応や非常用電源の補完についても検討を考慮する。 

 

イ 診療機能を維持できる燃料量の確保 

○最低限の電力を維持するための燃料を確保することが重要。 

○地域の燃料供給機関との協定締結を促進。 

○石油燃料以外の燃料による発電システムを考慮。 

【課題】 

・３日程度、最低限の電力を維持するために必要な燃料量を予め把握し、必要量を確保し

ておくことが重要だが、自家発電装置の燃料を備蓄するスペースがなく、設置できない

場合があり得る。 

・災害拠点連携病院が確保する燃料量については現行では定めがないため、現況調査の 

上、現状を踏まえた検討が必要。 

・都は、病院による地域の燃料供給機関との協定締結の促進策が必要。 

・都市ガス（中圧管）供給によるコージェネレーションシステムの導入や、プロパンガス

利用の非常用発電装置の設置などについては、現況を踏まえた検討が必要。 

 

（2）浸水対策、地震の揺れ対策 

対策の方向性 

・集中豪雨等の水が病院内に入ることを防ぐ方策及び自家発電設備等の上層階設置や電

気回路が濡れないような浸水対策の推進 

・低層階の揺れや高層階の長周期の揺れ等個々の病院の事業継続計画（BCP）に沿った対

策の推進 

   ○院内への浸水を防止する対策と、浸水しても主要な電気設備が濡れないための現状を踏

まえた対策が必要。 

   ○地震の揺れによる被害を減らす取組の推進。 
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【課題】 

・自家発電装置の設置場所や電気回路について、現状を踏まえた対策の検討。 

・土嚢や防水板等による浸水防止対策の検討。 

 

（3）断水対策 

対策の方向性 

断水発生から３日程度、診療機能を維持できる水の確保策を推進 

○病院の実情を考慮した上で、予め診療に必要な量を受水槽等で確保する。 

【課題】 

・受水槽の設置、更新、給水管の耐震化等の改修は大規模な工事となり、実現が困難とな

ることが考えられる。 

・地震発生直後の水道水の濁りへの対策について、検討が必要。 

・井戸水の利用は、取水制限等の規制の範囲内での利用可能性を検討する。 

 

《参考》東京都水道局の震災対策（予防対策） 

○配水管の耐震継手化 

配水管については、これまでも計画的に耐震管に取り替えるとともに、首都中枢機関、救急

医療機関等への供給ルートの優先的な耐震継手化を進めています。東日本大震災では、被

災地の避難所において生活用水が不足し、首都圏の主要な駅では多くの帰宅困難者が集まり、

給水確保が極めて重要であることから、これら施設への供給ルートの耐震継手化を優先するこ

とが必要です。 

そこで、首都中枢機関、救急医療機関、 

避難所、主要な駅、大規模救出救助活動 

拠点、東京 2020 オリンピック・パラリンピッ 

ク競技大会会場等の重要施設への供給ル 

ートについて、より一層優先的に配水管の 

耐震継手化を進めるとともに、被害が大き 

いと想定される地域の配水管の耐震継手 

化を進めています。 

 

 

 

（4）下水・排水対策 

○下水・排水機能不全時を想定した対策。 

 ○地震の揺れによる排水設備の破損を防ぐため、病院敷地内における排水管の下水道管と

の接続部分の耐震化を推進する。 

 ○都下水道局で推進されている２３区内の下水道管の耐震継手化について、都関係各局で

連携しながら、全ての災害拠点連携病院も対象にすることを検討する。 

○仮設トイレの整備や防災用簡易トイレを備蓄する。 

 

 

 

＜重要施設への供給ルート耐震継手化（イメージ図）＞ 
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【課題】 

・病院敷地内における排水管の耐震化のために、指定業者による診断が必要。 

 

《参考》東京都下水道局の震災対策 

○下水道管とマンホールの接続部の耐震化 

これまでに避難所や災害拠点病院などの施設から排水を受入れる下水道管の対策を完

了し、現在は、災害復旧拠点や新た

に指定された避難所、防災上重要な

施設などに対象を拡大して耐震化を

推進しています。 

      ○マンホールの浮上抑制対策 

        液状化の危険性の高い地域にお

いて、これまでに緊急輸送道路など

の対策を完了し、現在は、避難所な

どと緊急輸送道路を結ぶ道路や地

区内残留地区に対象を拡大して対

策を推進しています。 

 

 

（5）その他の災害への対策（風害、雪害、落雷） 

ア 強風時の飛来物による被害を防ぐ取組の推進 

○強風による建物被害等への対策。 

 イ 診療機能を維持するための雪害対策 

○道路の積雪や凍結による患者搬送等への影響や流通の停滞等への対策。 

  ウ 落雷被害からの診療機能の保全 

○落雷に伴う過大電流による医療機器の故障等を防ぐ対策。 

【課題】 

・各病院の現況を踏まえたサージ防護システム対策を検討。 

 

 

（6）食料や飲料水等の確保 

○３日分程度の食料や飲料水等を確保。 

○地域の食料等供給機関との協定締結を促進。 

【課題】 

・必要な食料等の量や保管方法、保管場所等の実態把握が必要。 

・地域における食料等の優先的な協定事例の把握や紹介等、活用促進策の検討。 

 

3 事業継続計画（BCP）の策定 

対策の方向性 

災害時に医療が確実に提供できるよう各病院それぞれの役割に応じた機能維持のための

複合的な方策が盛り込まれた事業計画を策定 

○「医療機関の事業継続計画（BCP）策定ガイドライン」を改定し、BCPの充実を図る。 

 

＜イメージ図＞ 
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4 必要な対策の進め方 

 病院の役割に応じた機能を強化し災害医療体制の充実を図るためには、行政と医療機関によ

る連携・協力が必須であり、実現性を考慮した機能強化の方策を検討し、取組について周知・

推進していく。 

（1）すぐに取り組むべき対策 

国の災害拠点病院指定要件改正7の周知と併せて、病院内の設備や医療機器等の転倒・移

動・落下等を防止する対策など、すぐに推進できる取組については、早期に周知を図るべき

である。 

（2）実態調査を実施し、現況を踏まえて検討する対策 

災害拠点病院と災害拠点連携病院では、規模や人員体制等で差があることから、実現性を

考慮した機能強化策を見据えながら調査を実施した上で、方策を検討する。 

 《主な調査内容》 

  ○最低限必要な電力や燃料に関すること 

○電気設備関係の現況に関すること 

○給排水設備関係の現況に関すること 

○その他、必要な事項に関すること 

 

第 4 平成 31年度の予定 

1 災害拠点病院・災害拠点連携病院の機能強化に関する検討部会の開催 

４月以降、概ね半年程度の間に、検討部会を３回程度開催し、現況調査の内容や調査結果等

を踏まえた対策の検討を行い、最終報告をまとめる。 

 

 2 先行して推進する取組を周知 

（1）災害拠点病院連絡会（6月）で、国の指定要件改正に伴う取組（協定締結による燃料確保）

等を説明し、推進を図る。 

（2）防災訓練説明会（7月）で、地震による転倒・移動・落下防止策等、すぐに取り組める対

策等を説明し、推進を図る。 

（3）最終報告を踏まえての取組 

   東京都災害拠点病院設置運営要綱及び東京都災害拠点連携病院設置運営要綱を改正する

とともに、病院等関係者向けの説明会を開催し、取組を推進する。また、「東京都災害時医

療救護活動ガイドライン」や「医療機関の事業継続計画（BCP）策定ガイドライン」を改定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7 「災害拠点病院指定要件の一部改正及び医療機関の平時からの協定締結の必要性について」（平成 30年 9月 5日付医

政発 0905第 8号通知）で、地域の関係団体・業者との協定締結について、新たに燃料等が追加され、平成 32年（西

暦 2020）3月末までに整備することが求められた。 
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第 5 資料 

 

1 災害拠点病院・災害拠点連携病院の機能強化に関する検討部会 委員名簿 

（敬称略） 

山本 保博※ 
東京都災害医療協議会会長 

医療法人白鳳会東京曳舟病院長 

 

氏  名 所  属 

行岡 哲男 
一般財団法人日本救急医療財団 理事長 

東京都災害医療協議会副会長 

山口 芳裕 
杏林大学医学部付属病院高度救命救急センタ-長 

東京都災害医療コーディネーター 

大友 康裕 
東京医科歯科大学 救急災害医学分野 教授 

東京都災害医療コーディネーター 

猪口 正孝 
東京都医師会 副会長 

東京都災害医療コーディネーター 

田尻 康人 

東京都災害拠点病院（基幹災害拠点病院） 

東京都立広尾病院 副院長 

東京都地域災害医療コーディネーター 

三浦 邦久 
東京都災害拠点病院（地域災害拠点病院） 

社会医療法人社団順江会 江東病院 副院長 

山崎 勝雄 
東京都災害拠点連携病院 

社会医療法人社団医善会 いずみ記念病院 院長 

山田 亜矢 
東京都災害拠点連携病院 

医療法人社団桐光会 調布病院 院長  

高桑 大介 日本赤十字社東京都支部 事業部長 

瀧澤 秀行 東京消防庁救急部救急管理課 副参事 

山杉 正治 足立区衛生部 衛生管理課長（特別区保健衛生主管課長会） 

田村 晶子 清瀬市健康福祉部 健康推進課長（市保健衛生担当課長会） 

矢田 照博 
東京電力ホールディングス株式会社 

経営企画ユニット 総務・法務室 防災担当 部長代理 

保永 政幸 東京都水道局総務部 水道危機管理専門課長 

木元  淳 東京都総務局総合防災部 計画調整担当課長 

小澤 耕平 東京都病院経営本部経営企画部 広報担当課長 

坂本 憲幸 
（オブザーバー）東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 

ビジネスリスク本部主席研究員    

奥田 千郎 
（オブザーバー） 

東京都下水道局計画調整部緊急重点雨水対策事業担当課長 

 ※第 1回検討部会は、山本保博氏（東京都災害医療協議会長）が司会を務めた。 
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 2 災害拠点病院一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成31年3月現在

施設名 所在地 病床数
三次
救急

日本大学病院 千代田区神田駿河台1-6 03－3293－1711 320 ○

三井記念病院 千代田区神田和泉町１ 03－3862－9111 482

聖路加国際病院 中央区明石町9-1 03－3541－5151 520 ○

東京都済生会中央病院 港区三田1－4－17 03－3451－8211 535 ○

東京慈恵会医科大学附属病院 港区西新橋3-19-18 03－3433－1111 1,074

北里大学北里研究所病院 港区白金5-9-1 03－3444－6161 329

☆ 日本医科大学付属病院 文京区千駄木1-1-5 03－3822－2131 877 ○

東京都立駒込病院 文京区本駒込3-18-22 03－3823－2101 815

順天堂大学医学部附属順天堂医院 文京区本郷3-1-3 03－3813－3111 1,032

東京医科歯科大学医学部附属病院 文京区湯島1-5-45 03－3813－6111 753 ○

東京大学医学部付属病院 文京区本郷7-3-1 03－3815－5411 1,228 ○

永寿総合病院 台東区東上野2-23-16 03－3833－8381 400

昭和大学病院 品川区旗の台1-5-8 03－3784－8000 815 ○

ＮＴＴ東日本関東病院 品川区東五反田5-9-22 03－3448－6111 627

☆ 東邦大学医療センター大森病院 大田区大森西6-11-1 03－3762－4151 934 ○

大森赤十字病院 大田区中央4-30-1 03－3775－3111 344

東京都保健医療公社荏原病院 大田区東雪谷4-5-10 03－5734－8000 506

東京労災病院 大田区大森南4-13-21 03－3742－7301 400

池上総合病院 大田区池上6-1-19 03－3752－3151 384

国立病院機構東京医療センター 目黒区東が丘2-5-1 03－3411－0111 743 ○

至誠会第二病院 世田谷区上祖師谷5-19-1 03－3300－0366 305

公立学校共済組合関東中央病院 世田谷区上用賀6-25-1 03－3429－1171 403

東京都立松沢病院 世田谷区上北沢2-1-1 03－3303－7211 898

★ 東京都立広尾病院 渋谷区恵比寿2-34-10 03－3444－1181 469 ○

日本赤十字社医療センター 渋谷区広尾4-1-22 03－3400－1311 708 ○

☆ 東京医科大学病院 新宿区西新宿6-7-1 03－3342－6111 1,015 ○

慶応義塾大学病院 新宿区信濃町35 03－3353－1211 960

東京女子医科大学病院 新宿区河田町8-1 03－3353－8111 1,379 ○

東京都保健医療公社大久保病院 新宿区歌舞伎町2-44-1 03－5273－7711 304

国立国際医療研究センター病院 新宿区戸山1-21-1 03－3202－7181 781 ○

東京山手メディカルセンター 新宿区百人町3-22-1 03－3364－0251 418

東京新宿メディカルセンター 新宿区津久戸町5-1 03－3269－8111 520

新渡戸記念中野総合病院 中野区中央4-59-16 03－3382－1231 296

東京警察病院 中野区中野4-22-1 03－5343－5611 415

荻窪病院 杉並区今川3-1-24 03－3399－1101 252

立正佼成会附属佼成病院 杉並区和田2-25-1 03－3383－1281 340

東京都立大塚病院 豊島区南大塚2-8-1 03－3941－3211 508

東京北医療センター 北区赤羽台4-17-56 03－5963－3311 343

日本大学医学部附属板橋病院 板橋区大谷口上町30-1 03－3972－8111 1,025 ○

☆ 帝京大学医学部附属病院 板橋区加賀2-11-1 03－3964－1211 1,078 ○

東京都健康長寿医療センター 板橋区栄町35-2 03－3964－1141 550

東京都保健医療公社豊島病院 板橋区栄町33－1 03－5375－1234 470

練馬光が丘病院 練馬区光が丘2-11-1 03－3979－3611 342

順天堂大学医学部附属練馬病院 練馬区高野台3-1-10 03－5923－3111 400

☆ 東京女子医科大学東医療センター 荒川区西尾久2-1-10 03－3810－1111 450 ○

西新井病院 足立区西新井本町1-12-12 03－5647－1700 196

苑田第一病院 足立区竹の塚4-1-12 03－3850－5721 221

博慈会記念総合病院 足立区鹿浜5－11－1 03－3899－1311 306

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 葛飾区青戸6-41-2 03－3603－2111 365

東京都保健医療公社東部地域病院 葛飾区亀有5-14-1 03－5682－5111 314

平成立石病院 葛飾区立石5-1-9 03－3692－2121 203

☆ 東京都立墨東病院 墨田区江東橋4-23-15 03－3633－6151 765 ○

東京曳舟病院 墨田区東向島2-27-1 03－5655－1120 200

江東病院 江東区大島6-8-5 03－3685－2166 286
順天堂大学医学部附属順天堂江東高齢者医療センター 江東区新砂3-3-20 03－5632－3111 404

がん研究会有明病院 江東区有明3-8-31 03－3520－0111 686

昭和大学江東豊洲病院 江東区豊洲5-1-38 03－6204－6000 309

東京臨海病院 江戸川区臨海町1-4-2 03－5605－8811 400

江戸川病院 江戸川区東小岩2-24-18 03－3673－1221 418

森山記念病院 江戸川区北葛西4-3-1 03－5679－1211 275

☆ 青梅市立総合病院 青梅市東青梅4-16-5 0428－22－3191 562 ○

公立阿伎留医療センター あきる野市引田78-1 042－558－0321 305

公立福生病院 福生市加美平1-6-1 042－551－1111 316

☆ 東京医科大学八王子医療センター 八王子市館町1163 042－665－5611 610 ○

東海大学八王子病院 八王子市石川町1838 042－639－1111 500

日本医科大学多摩永山病院 多摩市永山1-7-1 042－371－2111 401 ○

東京都保健医療公社多摩南部地域病院 多摩市中沢2-1-2 042－338－5111 287

稲城市立病院 稲城市大丸1171 042－377－0931 290

町田市民病院 町田市旭町2-15-41 042－722－2230 447

南町田病院 町田市鶴間4-4-1 042－799－6161 222

日野市立病院 日野市多摩平4-3-1 042－581－2677 300

★ 国立病院機構災害医療センター 立川市緑町3256 042－526－5511 455 ○

立川病院 立川市錦町4‐2‐22 042－523－3131 450

東大和病院 東大和市南街1-13-12 042－562－1411 284

武蔵野赤十字病院 武蔵野市境南町1-26-1 0422－32－3111 611 ○

多摩 042－323－5111 789 ○

小児 042－300－5111 561

杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2 0422－47－5511 1,153 ○

東京慈恵会医科大学附属第三病院 狛江市和泉本町4-11-1 03－3480－1151 581

☆ 公立昭和病院 小平市花小金井8-1-1 042－461－0052 518 ○

佐々総合病院 西東京市田無町4-24-15 042－461－1535 183

東京都保健医療公社多摩北部医療センター 東村山市青葉町1-7-1 042－396－3811 344

国立病院機構東京病院 清瀬市竹丘3-1-1 042－491－2111 522

合計 82施設 43,786 26

★印は広域基幹災害拠点病院、☆印は地域災害拠点中核病院を表す。   三次救急とは、救命救急センター等の三次救急医療施設をいう。

南多摩

北多摩西部

北多摩南部
府中市武蔵台2-8-29

区東部

西多摩

東京都立多摩・小児総合医療センター☆

二次保健医療圏 電話番号

区中央部

区南部

北多摩北部

区西南部

区西部

区西北部

区東北部
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 3 災害拠点連携病院一覧（23区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 所在地 電話番号
一般
病床数

公益社団法人　東京都教職員互助会　三楽病院 千代田区神田駿河台2－5 03-3292-3981 243

東京逓信病院 千代田区富士見2-14-23 03-5214-7727 461

独立行政法人　地域医療機能推進機構　東京高輪病院 港区高輪3-10-11 03-3443-9191 247

国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 港区虎ノ門2-2-2 03-3588-1111 860

国際医療福祉大学　三田病院 港区三田1-4-3 03-3451-8121 291

医療法人社団　哺育会　浅草病院 台東区今戸2-26-15 03-3876-1711 136

東京都台東区立台東病院 台東区千束3-20-5 03-3876-1001 40

医療法人社団　おきの会　旗の台病院 品川区旗の台5-17-16 03-3781-0721 42

公益財団法人　河野臨床医学研究所附属　第三北品川病院 品川区北品川3-3-7 03-3474-1831 144

社会医療法人財団　城南福祉医療協会　大田病院 大田区大森東4-4-14 03-3762-8421 189

社会医療法人財団　仁医会　牧田総合病院 大田区大森北１-34-6 03-3762-5264 246

医療法人社団　森と海東京　東京蒲田病院 大田区西蒲田7-10-1 03-3733-0525 100

独立行政法人　地域医療機能推進機構　東京蒲田医療センター 大田区南蒲田2-19-2 03-3738-8221 230

医療法人社団　菫会　目黒病院 目黒区中央町2-12-6 03-3711-5641 60

国家公務員共済組合連合会　東京共済病院 目黒区中目黒2-3-8 03-3712-3151 331

全国土木建築国民健康保険組合　総合病院　厚生中央病院 目黒区三田1-11-7 03-3713-2141 320

医療法人社団　緑眞会　世田谷下田総合病院 世田谷区南烏山4-9-23 03-3308-5221 75

特定医療法人社団東京明日佳　東京明日佳病院 世田谷区奥沢3-33-13 03-3720-2151 82

国立研究開発法人　国立成育医療研究センター 世田谷区大蔵2-10-1 03-3416-0181 490

公益財団法人　日産厚生会　玉川病院 世田谷区瀬田4-8-1 03-3700-1151 389

医療法人社団　温光会　内藤病院 渋谷区初台1-35-10 03-3370-2351 53

クロス病院 渋谷区幡ヶ谷2-18-20 03-3376-2381 45

JR東京総合病院 渋谷区代々木2-1-3 03-3320-2210 423

医療法人社団　悦伝会　目白病院 新宿区下落合3－22－23 03-3953-9909 100

医療法人社団　広惠会　春山記念病院 新宿区百人町1-24-5 03-3363-1661 99

医療法人社団　仁圭会　林外科病院 新宿区大京町27 03-3357-3161 42

社会福祉法人　聖母会　聖母病院 新宿区中落合2-5-1 03-3951-1111 154

医療法人財団　健貢会　総合東京病院 中野区江古田3-15-2 03-3387-5421 451

医療法人社団　徳静会　横畠病院 中野区新井1-38-6 03-3389-2531 37

医療法人財団　アドベンチスト会　東京衛生病院 杉並区天沼3-17-3 03-3392-6151 186

医療法人社団　愛宝会　浜田山病院 杉並区浜田山4-1-8 03-3311-1195 48

医療法人社団　静山会　清川病院 杉並区阿佐谷南2-31-12 03-3312-0151 111

医療法人社団　君真光　寺田病院 杉並区宮前5－18－16 03-3332-1166 45

社会医療法人　河北医療財団　河北総合病院 杉並区阿佐谷北1-7-3 03-3339-2121 331

社会福祉法人　浴風会　浴風会病院 杉並区高井戸1-12-1 03-3332-6511 150

社団法人　衛生文化協会　城西病院 杉並区上萩2-42-11 03-3390-4166 50

医療法人社団　山斗会　山中病院 杉並区西荻南2-25-17 03-3335-5611 37

医療法人社団　東京医心会　ニューハート・ワタナベ国際病院 杉並区浜田山3-19-11 03-3311-1119 44

医療法人社団　日心会　総合病院一心病院 豊島区北大塚1-18-7 03-3918-1215 89

大同病院 豊島区高田3-22-8 03-3981-3213 60

医療法人社団　大成会　長汐病院 豊島区池袋1-5-8 03-3984-6161 93

医療法人社団　偕翔会　豊島中央病院 豊島区上池袋2-42-21 03-3916-7211 60

医療法人社団　生全会　池袋病院 豊島区東池袋3-5-4 03-3987-2431 40

医療法人社団　田島厚生会　神谷病院 北区神谷1-27-14 03-3914-5536 90

医療法人社団　博栄会　浮間中央病院 北区赤羽北2－21－19 03-3907-8711 95

医療法人社団　博栄会　赤羽中央総合病院 北区赤羽南2－5－12 03-3902-0348 150

社会医療法人社団　正志会　花と森の東京病院 北区西ヶ原2-3-6 03-3910-1151 199

東京ほくと医療生活協同組合 王子生協病院 北区豊島3-4-15 03-3912-2201 159

医療法人社団　景星会赤羽　赤羽東口病院 北区赤羽1-38-5 03-3902-2131 28

医療法人財団  明理会　明理会中央総合病院 北区東十条3-2-11 03-5902-1199 311

医療法人社団　叡宥会　安田病院 板橋区成増1-13-9 03-3939-0101 48

医療法人財団　健康文化会　小豆沢病院 板橋区小豆沢1-6-8 03-3966-8411 94

医療法人財団　朔望会　常盤台外科病院 板橋区常盤台2－25－20 03-3960-9621 99

医療法人社団　正風会　小林病院 板橋区成増3-10-8 03-3930-7077 71

医療法人社団　明芳会　板橋中央総合病院 板橋区小豆沢2-12-7 03-3967-1181 579

医療法人社団　明芳会　高島平中央総合病院 板橋区高島平1-73-1 03-3936-5711 230

医療法人社団　和好会　金子病院 板橋区南常盤台1-15-14 03-3956-0145 38

公益社団法人　板橋区医師会　板橋区医師会病院 板橋区高島平3-12-6 03-3975-8151 192

公益財団法人　愛世会　愛誠病院 板橋区加賀1-3-1 03-3961-5351 46

医療法人社団　浩生会　スズキ病院 練馬区栄町7-1 03-3557-2001 99

医療法人社団　千秋会　田中脳神経外科病院 練馬区関町南3-9-23 03-3920-6263 58

公益財団法人　東京都医療保健協会　練馬総合病院 練馬区旭丘1-24-1 03-5988-2200 224

東京保健生活協同組合　大泉生協病院 練馬区東大泉6-3-3 03-5387-3111 94

二次保健
医療圏

区中央部

区南部

区西南部

平成31年3月現在

区西部

区西北部
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施設名 所在地 電話番号
一般
病床数

社会医療法人社団　正志会　東京リバーサイド病院 荒川区南千住8-4-4 03-5850-0311 109

医療法人社団　藤寿会　佐藤病院 荒川区西尾久5-7-1 03-3893-6525 60

特定医療法人社団　一成会　木村病院 荒川区町屋2-3-７ 03-3892-3139 88

医療法人　杏精会　岡田病院 荒川区荒川5-3-1 03-3891-2231 57

医療法人財団　梅田病院 足立区梅田7-1-2 03-3840-4511 60

医療法人社団　栄悠会　綾瀬循環器病院 足立区谷中2-16-7 03-3605-2811 76

医療法人社団　大坪会　東和病院 足立区東和4-7-10 03-3629-8111 192

医療法人社団　苑田会　苑田第三病院 足立区伊興本町2-5-10 03-5837-5113 116

医療法人社団　民政会　愛里病院 足立区千住東1-20-12 03-3888-7721 140

社会医療法人社団　医善会　いずみ記念病院 足立区本木1-3-7 03-5888-2111 54

社会医療法人社団　慈生会　等潤病院 足立区一ツ家4-3-4 03-3850-8711 122

医療法人財団　健和会　柳原病院 足立区千住曙町35-1 03-3882-1928 90

医療法人社団　五十鈴会　坂本病院 葛飾区西新小岩4-39-20 03-3691-2500 37

医療法人社団　嬉泉会　嬉泉病院 葛飾区東金町1-35-8 03-3600-9001 26

医療法人財団　謙仁会　亀有病院 葛飾区亀有3-36-3 03-3601-0186 38

医療法人社団　光仁会　第一病院 葛飾区東金町4-2-10 03-3607-0007 101

医療法人財団　慈光会　掘切中央病院 葛飾区堀切7-4-4 03-3602-3135 58

医療法人社団　明芳会　イムス葛飾ハートセンター 葛飾区堀切3-30-1 03-3694-8118 52

医療法人社団　明芳会　イムス東京葛飾総合病院 葛飾区西新小岩4-18-1 03-3697-8332 174

医療保人社団　玲瓏会　金町中央病院 葛飾区金町1-9-1 03-3607-3201 99

社会福祉法人　仁生社　かつしか江戸川病院 葛飾区高砂3-27-13 03-3672-1046 60

医療法人財団　正明会　山田記念病院 墨田区石原2-20‐1 03-3624-1151 98

医療法人社団　仁寿会　中村病院 墨田区八広2-1-1 03-3612-7131 99

医療法人社団　隆靖会　墨田中央病院 墨田区京島3-67-1 03-3617-1414 97

社会福祉法人　同愛記念病院 墨田区横網２-１-１１ 03-3625-6381 373

社会福祉病院　賛育会　賛育会病院 墨田区太平3-20-2 03-3622-9191 199

医療法人社団　恵信会　友仁病院 江東区亀戸2-41-1 03-3683-5661 46

医療法人社団　高裕会　深川立川病院 江東区扇橋2-2-3 03-3645-2101 44

医療法人社団　修世会　木場病院 江東区木場5-8-7 03-3642-0032 45

医療法人社団　青藍会　鈴木病院 江東区塩浜2-7-3 03-5617-5617 48

医療法人社団　藤﨑病院 江東区南砂1-25-11 03-3648-2111 119

独立行政法人　地域医療機能推進機構　東京城東病院 江東区亀戸9-13-1 03-3685-1431 130

社会福祉法人　あそか会　あそか病院 江東区住吉1-18-1 03-3632-0290 216

医療法人社団　晃山会　松江病院 江戸川区松江2-6-15 03-3652-3121 113

医療法人社団　城東桐和会　東京さくら病院 江戸川区東篠崎1-11-1 03-5664-1702 78

医療法人財団　岩井医療財団　岩井整形外科内科病院 江戸川区南小岩8-17-2 03-3658-2115 56

医療法人　昌医会　葛西昌医会病院 江戸川区東葛西6-30-3 03-5696-1611 144

100 14,342

平成31年3月現在

区東北部

区東部

二次保健
医療圏

区部合計
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施設名 所在地 電話番号
一般
病床数

医療法人社団　仁成会　高木病院 青梅市今寺5-18-9 0428-31-5255 180

医療法人社団　悦伝会　目白第二病院 福生市福生1980 042-553-3511 160

医療法人社団　大聖病院 福生市福生871 042-551-1311 116

一般財団法人　仁和会総合病院 八王子市明神町4-8-1 042-644-3711 86

医療法人社団　KNI　北原国際病院 八王子市大和田町1-7-23 042-645-1356 98

医療法人社団　永生会　永生病院 八王子市椚田町583-15 042-661-4108 199

医療法人社団　永生会　南多摩病院 八王子市散田町3-10-1 042-663-0111 170

医療法人財団　興和会　右田病院 八王子市暁町1-48-18 042-623-9651 82

医療法人社団　親和会　野猿峠脳神経外科病院 八王子市下柚木1974-1 042-674-1515 45

医療法人社団　清智会　清智会記念病院 八王子市子安町3-24-15 042-624-5111 177

医療法人社団　八九十会　高月整形外科病院 八王子市高月町360 042-692-1115 31

医療法人社団　徳成会　八王子山王病院 八王子市中野山王2-15-16 042-626-1144 157

医療法人社団　慶泉会　町田慶泉病院 町田市南町田2-1-47 042-795-1668 50

医療法人社団　幸隆会　多摩丘陵病院 町田市下小山田町1491 042-797-1511 196

医療法人社団　史世会　町田胃腸病院 町田市朝日町1-17-21 042-726-6511 50

医療法人社団　創生会　町田病院 町田市木曽東4-21-43 042-789-0502 120

医療法人財団　明理会　鶴川サナトリウム病院 町田市真光寺町197 042-735-2222 81

社会医療法人社団　健生会　立川相互病院 立川市緑町４－１ 042-525-2585 287

医療法人　徳洲会　東京西徳洲会病院 昭島市松原町3-1-1 042-500-4433 391

社会医療法人財団　大和会　武蔵村山病院 武蔵村山市榎1-1-5 042-566-3111 144

医療法人社団　陽和会　武蔵野陽和会病院 武蔵野市緑町2-1-33 0422-52-3212 103

医療法人　啓仁会　吉祥寺南病院 武蔵野市吉祥寺南町3-14-4 0422-40-1661 127

医療法人社団　永寿会　三鷹中央病院 三鷹市上連雀5-23-10 0422-44-6161 122

医療法人財団　慈生会　野村病院 三鷹市下連雀8-3-6 0422-47-4848 89

医療法人社団　恵仁会　府中恵仁会病院 府中市住吉町5-21-1 042-365-1211 217

公益財団法人　日本心臓血圧研究会附属　榊原記念病院 府中市朝日町3-16-1 042-314-3111 320

医療法人社団　大日会　小金井太陽病院 小金井市本町1-9-17 042-383-5511 55

医療法人社団　桐光会　調布病院 調布市下石原3-45-1 042-484-2626 128

医療法人社団　東山会　調布東山病院 調布市小島町2-32-17 042-481-5511 83

公益財団法人結核予防会　新山手病院 東村山市諏訪町3-6-1 042-391-1425 172

社会医療法人社団　愛有会　久米川病院 東村山市萩山町3-3-10 042-393-5511 42

公益財団法人　結核予防会　複十字病院 清瀬市松山3-1-24 042-491-9234 274

医療法人社団　山本・前田記念会　前田病院 東久留米市中央5－13－34 042-473-2133 39

医療法人社団　東光会　西東京中央総合病院 西東京市芝久保町2-4-19 042-464-1511 270

保谷厚生病院 西東京市栄町1-17-18 042-424-6640 178

医療法人　沖縄徳洲会　武蔵野徳洲会病院 西東京市向台町3-5-48 042-465-0700 160

36 5,199

136 19,541

平成31年3月現在

北多摩西部

北多摩南部

北多摩北部

合計

西多摩

南多摩

二次保健
医療圏

市部合計


