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１ 

(１) 共通 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

全体共通 

環境、壁、床、

個人防護具の設

置 

 

・事務エリアの床はフリーアクセスフロアとする。 

・床面の仕上げは汚れの付着がしにくい素材とし、

壁と入り隅部は、床材を立ち上げるか、丸面の取

れる材料を用いる。（Ｒ付き巾木） 

・壁面は埃の溜まりがなく、不浸透性で清掃がしや

すい素材、構造とする。 

・病院内の戸棚は天井から床までの棚とし、すべて

扉をつける。 

・天井から床までの棚が不可能な場合、埃がたまり

にくい構造とし、平面を斜面とする。 

・全体の窓ガラスは結露が付きにくいガラスを採用

する。 

・病院全体に湿度対策ができる外壁や断熱材を使用

する。 

・収納スペースを多く設置する。 

トイレ 適宜 

・適所に、男性用、女性用及び多目的トイレを適当

数設置する。 

・原則として、男性用、女性用トイレ内に、ベビー

カーや車いす利用者が利用可能なブース（便房）

を設置する。 

・原則として、大便器は壁付型洋式タイプとし、セ

ンサー式洗浄、シャワートイレ及びふた付きとす

る。 

・原則として、すべてのブース（便房）内及び小便

器横に、非常用ブザーを設置する。 

・小便器は、低リップ型とする。 

・手洗いは、自己発電式自動水栓とし、ペーパータ

オルホルダーを設置する。 

・消化器内視鏡センター内には、浣腸用ベッド付き

トイレを１か所以上設置する。 

・小児科外来・病棟には、幼児が使用できるトイレ

及び洗面台を設置する。 

・外来及び外科病棟には、オスメイト対応の多目的

トイレを設置する。 

・愛知県「人にやさしい街づくりの推進に関する条

例」に適合するものとする。 

・外来用トイレには、女性用トイレのほか、男性用

トイレ内にもおむつ交換台を設置する。 

・姿見を設置する。 



２ 

患者エリア 

陰圧室  

・陰圧室にはデジタル表示の陰圧計を設置する。（免

疫不全患者対応とする場合は、陰圧、陽圧の切替

え設備を導入する。） 

・陰圧管理ができる室には、更衣や個人防護具を着

脱するための前室が必要である。（介護者が必要な

ことがあるため、１５㎡程度必要。） 

・陰圧室の前室は、廊下側の扉と病室側の扉が同時

に開放しないように設定する。 

・陰圧室には、トイレ、洗面所及びシャワー室を設

置する。 

・陰圧室の空調設備は、各室で温度管理ができる設

備とする。 

・次の場所に陰圧室を設置する。 

【外来】小児科、呼吸器内科及び皮膚科には、前室

のある陰圧管理ができる室を設置する。 

【ＥＲ】ベッド診察用とウォークインで使用可能な

陰圧と陽圧に切替可能な室を１室ずつ確保

する。待合も別々に設置する。 

【病棟】小児科が入る病棟に２室程度、呼吸器内科、

皮膚科が入る病棟に各１室、陰・陽圧管理

ができる室を設置する。（前室は不要） 

 陰圧室の配置は、原則としてスタッフステ

ーションとエレベーターの近隣に配置す

る。 

 

多目的ルーム 
２～

３ 

・糖尿病や腎不全等の患者を対象とした各種教室や

マタニティー教室等を実施するために使用する。 

・１室には、手洗い及び流し台を設置する。 

・医師、看護師、栄養士、薬剤師等と患者家族をあ

わせて２０人程度が机を使用して利用できるよう

にする。 

・患者に分かりやすい場所であれば、外来エリアか

ら離れていても可とする。 

・ビデオを使用したり、軽度な体操を行ったりする

ため、音響設備を設置する。 

・スクリーンやプロジェクター等が使用できるよう

に考慮する。 

・電子カルテ端末及びインターネット環境を整備す

る。 

スタッフ 

エリア 

カンファレンス

ルーム 
適宜 

・適所に適当数を配置する。（病棟は、２病棟に１室

を想定している。 

・設置するエリア等に応じて、１０人～５０人規模

の室を配置する。 

・電子カルテと連動したモニター類を整備する。 

・インターネット環境を整備する。 

・個人用ロッカーの設置スペースを確保する。 

・図書コーナー（戸棚）を併設する。 

・３０人以上収容する室については、スクリーンや

プロジェクターを整備する。 

・研修医の指導用にも利用する。 

 

 

 



３ 

スタッフ 

エリア 

医師当直室 ７ 

・すべて個室とし、１０㎡／室程度の広さを確保 

する。 

・室内にロッカーを設置するスペースを確保する。 

・各当直室（医師当直室、事務当直室等）は、救急

エリア（ＥＲ）近隣に集約配置してもよい。 

・室内に手洗いを設置する。 

事務当直室 ２ 

・３人体制で業務を実施する。 

・男女別に当直室を設置する。 

・６㎡程度の広さを確保する。 

・室内にロッカーを設置するスペースを確保する。 

・室内に手洗いを設置する。 

仮眠室 ２０ 

・すべて個室とし、６㎡／室程度の広さを確保する。 

・室内にロッカーを設置するスペースを確保する。 

・医学生や看護師、助産師の実習生及び当直課長に

よる利用も想定している。 

・夜勤明け職員等も利用する。 

・共用の洗面台を設置する。 

シャワー室 適宜 

・当直者、仮眠者用として、複数のシャワー室を男

女別に適所に設置する。 

・当直室等に隣接する場合には、騒音対策を図るこ

ととする。 

・シャワー室と脱衣所には、空調設備を設置する。 

職員休憩室 適宜 

・適所に適当数を配置する。 

・給湯設備を設置する。 

・自動販売機コーナーを設置可能な仕様とする。（２

～３機程度／室） 

・職員（臨時職員、非常勤職員を含む。）誰もが使

用できる室とする。 

・飲食ができるように、テーブルやいすを設置する

スペースを確保する。 

・冷蔵庫、電子レンジ等を設置するスペースを確保

する。 

・手洗いを設置する。 

委託業者休憩室 適宜 

・委託業者の休憩スペースとして、適所に適当数を

配置する。 

・給湯設備を設置する。 

・自動販売機コーナーを設置可能な仕様とする。（２

機程度／室） 

・飲食ができるように、テーブルやいすを設置する

スペースを確保する。 

・冷蔵庫、電子レンジ等を設置するスペースを確保

する。 

・手洗いを設置する。 



４ 

スタッフ 

エリア 

職員更衣室 適宜 

・適所に適当数を配置する。 

・男女別に、職員（非常勤、臨時職員等を含む。）

全員分（１，０００人程度）のロッカーを設置す

るスペースを確保する。 

・職員用出入口からのアクセスに配慮して配置する。 

・ハンガー納品ができるスペースを確保する。 

・室内に洗面台を設置する。 

・姿見を設置する。 

学生・教員更衣

室 
適宜 

・男女別に設置する。 

・医学生８人程度、看護学生等（教員含む）１００

人程度（男性用：２５人程度 女性用：７５人程

度）が利用できるロッカースペースを確保する。 

・室内に洗面台を設置する。 

委託業者更衣室 適宜 

・委託業者用の更衣室として、適所に適当数を配置

する。 

・男女別に設置する。 

・室内に洗面台を設置する。 

・姿見を設置する。 

多目的ホール

（講堂） 
１ 

・災害時にはトリアージスペースとして使用する。 

・３００席程度の可動式の座席などを設置すること

により、フラットなスペースを確保できる構造と

する。 

・付随の控室を２～３室程度設置する。 

・多目的ホール（講堂）で使用する備品等の収納に

使用する器具庫を併設する。 

・１階に配置する。 

・電子カルテ端末及びインターネット環境を整備す

る。 

・スクリーンやプロジェクターを整備する。 

大会議室（災害

対策室） 
１ 

・通常時は大会議室（２５０㎡程度）として使用す

る。ただし、可動間仕切りで２～３室に区分可能

とすること。 

・災害時に衛星電話、衛星ネットワークを受信でき

る構造とする。 

・電子カルテ端末及びインターネット環境を整備す

る。 

・スクリーンやプロジェクターを整備する。 

中会議室 ２ 

・５０人程度が使用可能な会議室とする。 

・可動間仕切り等で２室に区分して利用できるよう

にする。 

・災害時にはＤＭＡＴの専用室として使用することが

できるように考慮する。 

・電子カルテ端末及びインターネット環境を整備す

る。 

・スクリーンやプロジェクターを整備する。 



５ 

スタッフ 

エリア 

ＯＡルーム １ 

・ＰＣが使用可能な会議室とする。 

・各机で院内ＬＡＮに接続できるようにする。 

・最大５０人程度が利用する。 

・電子カルテ端末及びインターネット環境を整備す

る。 

・スクリーンやプロジェクターを整備する。 

会議室 ６ 

・それぞれ２５人程度が使用可能な会議室とする。 

・電子カルテ端末及びインターネット環境を整備す

る。 

・スクリーンやプロジェクター等が使用できるよう

に考慮する。 

・会議室は基本的に壁がホワイトボードとして使用

できるように設置する。 

図書室 １ 

・５台以上の学習用端末を設置できるスペースを確

保する。 

・書架は、可能な限り集密書架とする。 

・２４時間使用可能なエリアとする。 

・電子カルテ端末及びインターネット環境を整備す

る。 

・研修医室に近接して配置する。 

集密書庫 適宜 

・各局が書類等を長期保存するための集密書庫を設

置する。 

・出入口はセキュリティ管理する。 

その他  

・スタッフステーションや外来バックヤード等看護

師が業務を行う場所には、清潔、不潔２つのシン

クを設置する。 

・手洗いシンクは水はねが少なく、手首まで十分に

洗える大きさで、オーバーフローは不要とする。

電源不要な自己発電式自動水栓又はペダル式水栓

とする。 

・各部署及び廊下に、手洗設備を設置し、周囲にペ

ーパータオルや石鹸、ごみ箱を設置するスペース

を確保する。 

保育施設 

院内保育所 １ 

・現在と同規模の院内保育所を設置する。 

・対象児の年齢は０～３歳とし、定員は３０人程度

を想定している。 

・給食を提供するために必要な諸室を配置する。 

・病児保育室を設置し、空気感染対策を行うことが

できる陰圧室とする。室内に洗面台、トイレを設

置する。 

病児保育所 １ 

・半田市幼児保育課所管の病児保育施設を併設する。 

（１２０㎡程度） 

・設備等は現在と同等とする 

 

  



６ 

(２) エントランス・外来診察・中央診療エリア 

１) 患者サポートセンター 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

受付エリア 受付・待合 １ 

・患者サポートセンターとして集約し、メインエント

ランス付近に配置する。 

・入退院支援／医療相談／がん相談支援センター／持

参薬確認コーナー／医療安全のそれぞれについて

の窓口を設置する。 

・総合案内の受付機能を一角に設ける。 

(総合案内の受付は、正面出入口から認識しやすい

位置に設置する。) 

・通路幅等は車いすでの入室を考慮する。 

・紹介状受付窓口を設置する。 

患者相談エ

リア 

患者相談室 １０ 

・入退院支援相談、医療相談、医事相談、地域連携相

談及びがん相談支援センターでの共用とする。（医

療安全部門の相談室は別途整備する。） 

・原則として、職員用の出入口と患者・家族用の出入

口を区分する。（出入口は２か所必要。） 

・車いすでの入室を考慮する。 

・隣接する事務室への緊急呼び出しブザー（防犯用）

を設置する。 

・認識しやすい場所にあり、医療安全に関わることも

扱っていることを明示する。 

・１０人用の個室（がん相談室としても利用する。）

を１室と６人用の個室を５室、４人用の個室を４室

設置するものとする。（それぞれ、テーブル、椅子、

電子カルテ端末及びプリンター書類棚を設置す

る。） 

 ※上記にはがん相談室２室を含む。ただし、そのう

ち１室は気密性のある部屋で出入口は１か所と

する。 

・１室は、ストレッチャー１台が入るスペースを確保

する。 

・６人が入れる個室は車いす利用者の使用を考慮す

る。 

・インターネットに接続したパソコンを設置する。 

服薬指導室 １ 

・おくすり相談室、治験説明室及び内服抗がん剤の指

導室としても使用する。 

・車いすの患者も想定し、２組同時に指導可能なスペ

ースを確保する。（机２台、棚１台、可動式パーテ

ーション） 

・資材収納スペースを確保する。 

・患者が通路（廊下）から直接入れる構造とする。（出

入口は患者用と薬剤師用の２か所必要） 

  

持参薬確認コーナ

ー 
１    



７ 

患者相談エ

リア 
栄養相談・指導室 ５ 

・５室については、パーテーション等で区分する。 

・内科外来の付近に設置する。 

・扉はスリガラス状とする。 

・それぞれの室には、事務室を経由して出入りする配

置とする。 

・１室あたり患者２～３人＋スタッフ１人が使用する

ことを想定する。（２×３ｍ程度） 

・車いすでも出入りができやすい空間とする。 

  

 
患者情報コーナー １ 

・４０人＋車いすも入れるスペースが必要。 

・他の医療機関の情報提供ができるスペースを確保す

る。 

・インターネットに接続したパソコンを設置する。 

管理エリア 

事務室 １ 

・受付に隣接配置し、速やかに対応できるようにする。 

・５０人程度が執務可能なスペースを確保する。 

（担当ごとに机の配置ができるようにする。） 

・相談室に直接出入りできるようにする。 

・がん相談支援センターの事務室を兼用する。 

・４～５人の看護学生の受け入れを想定しているた

め、必要時に実習用の机等を設置できるスペースを

確保する。 

 

地域連携登録医研

究室 
１ 

・開業医（地域連携登録医）の研究室として整備する。

（地域医療支援病院として必要） 

・がん相談の外部担当者の使用を想定する。（１～２

回／月程度） 

・６人程度のスペースを確保する。 

※電子カルテ、モニターが使用できるようにする。 

カンファレンスでも使用する。 

 

 

２) 外来 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

エントラン

ス 

エントランスホー

ル 
１ 

・災害時に使用できるように、医療ガス設備を設置

する。 

総合受付・待合ロビ

ー 
１ 

・初診・再来受付、紹介受付、計算・会計計算受付、

文書受付等を設置する。 

再来受付機コーナ

ー 
― ・総合受付又は総合案内と近接した配置とする。 

自動精算機コーナ

ー 
― ・総合受付又は総合案内と近接した配置とする。 

院外処方箋ＦＡＸ

コーナー 
－ 

・人員の配置は想定せず、ＦＡＸの設置スペースの

みを確保する。 



８ 

外来診療エ

リア 

共通  

・１ブロックは６診療室（３科）程度を考えている。 

・すべての診察室が、ベッド・車いすで入れるよう

なスペースを確保する。また、診察ユニットを固

定する診療科（例えば耳鼻いんこう科、歯科・歯

科口腔外科）は、ユニットの配置と患者の動線が

重ならないよう、診察室の入口の位置を考慮する

こと。 

・適所に血圧計コーナーを設置するスペースを確保

する。 

・外来全体、各診療室に電子カルテ以外にインター

ネットを使える環境を整備する。 

・問診をすることができるような、プライバシーに

配慮したスペースを確保する。 

・外来患者動線とスタッフ動線を分離するために、

バックヤードを作る。 

・各診察室は、バックヤードでスタッフが往来でき、

かつ患者のプライバシーに配慮した配置とする。 

・処置室の中には、薬品ミキシングブースや衛生材

料保管庫、車いす等保管スペースを確保する。 

・在宅管理用に患者に渡している衛生材料を処置室

で対応する場合、患者に説明するためのスペース

を確保する。 

ブロック受付・待合 － 

・関連する診療科を集約したブロックごとに、受付・

待合を設置する。 

・十分な広さの待合スペースを確保する。 

 

看護管理室 1 ・外来看護管理室（看護管理者）が必要。 

ブロック処置室 適宜 

・各ブロックにベッド２～４台程度の処置室を設置

する。 

・処置や検査をしたり、家族が付き添えるよう、ベ

ッド間のスペースを確保する。また、少ない看護

師数でも対応できるように、原則として、コの字

型のベッド配置とすること。 

・使用済みのリネンやゴミを一時的に保管する。 

ブロック面談室 適宜 ・１ブロックにつき２室程度設置する。 

管理用通路 － 

・診察室や処置室のバックヤードに、器材や薬剤の

保管スペース、汚物処理スペース及び職員トイレ

を確保する。 

各科諸室 
 

・特殊な診療科を除き、診察室を標準化し、共用を

図る。 

・各診察室にＭＡ（メディカルアシスタント）用の

業務スペースを確保する。 

  総合内科 
  

 

    診察室 １ 
・研修医が指導医とともに診察できる診察室とする。 

・電子カルテ端末、インターネット環境を整備する。 
 



９ 

 
  循環器内科 

 

・心臓外科、心臓リハビリテーション室及び心肺運

動負荷試験（ＣＰＸ）機能を集約的に配置すること

により、心臓病センターとして機能させる。 

・内科系診療科と連携しやすい配置（内科としての

集約的配置）との両立が必要。 

・生理検査部門に近接配置する。 

  

 
    診察室 ３ 

 
  

外来診療エ

リア 

  消化器内科 
 

・消化器内視鏡センターとの近接配置とする。 

・内科系診療科と連携しやすい配置とする。（集約 

 的配置） 

・超音波検査エリアと近接配置とする。 

  

    診察室 ３ 
 

  

  呼吸器内科 
 

・内科系診療科と連携しやすい配置とする。（集約

的配置） 

・消化器内視鏡センターとの近接配置とする。 

・血液内科との隣接を避けて配置する。 

・１室は前室のある陰圧管理ができる室を設置する。

（ベッドで入れるスペースを確保する。） 

  

    診察室 ３ 
 

  

  神経内科 
 

・内科系診療科と連携しやすい配置とする。（集約

的配置） 

・原則として、脳神経外科との近接配置とする。 

・インターネットが接続できる環境を確保する。 

・書棚、脳波判読、ＰＣスペースを確保する。 

  

    診察室 ２ 

・車いす患者のアクセス、診察に配慮する。 

・歩行させたり、体全体を大きく動かしたりできる

ようなスペースを確保する。 

 

  血液内科 
 

・呼吸器内科や小児科とは隣接を避けて配置する。 

・中央処置・点滴室へ医師が移動しやすい配置とす

る。 

 

    診察室 １ 
 

 

  膠原病科 
 

・中央処置・点滴室へ医師が移動しやすい配置とす

る。 
 

    診察室 １ 
 

 

  腎臓内科 
 

・内科系診療科と連携しやすい配置とする。（集約

的配置） 

・原則として、泌尿器科との近接配置とする。 

・体重計（車いすでも対応可）や身長計を設置する

スペースを確保する。 

 



１０ 

 
    診察室 ２ ・超音波検査エリアと近接する。   

外来診療エ

リア 

  
糖尿病・内分泌内

科  

・併診が多いため、腎臓内科との近接配置とする。 

・内科系診療科と連携しやすい配置とする。（集約

的配置） 

・フットケア看護外来と近接配置とする。 

  

    診察室 ２ 
 

  

  

外科（呼吸器外

科・血管外科を含

む） 
 

・マンモグラフィーや超音波検査エリアとの近接配

置とする。 

・化学療法センターへの動線に配慮する。 

・呼吸器外科は小児科との隣接を避けて配置する。 

  

    診察室 ５ 
 

 

    処置室 １ 
・配置によってはブロック処置室に集約してもよ 

い。 

   

マンモグラフ

ィー読影スペ

ース 

１ ・マンモグラフィー読影スペース 

  指導室 １  

  脳神経外科 
 

・神経内科との近接配置とする。  

    診察室 ３ 
 

 

    処置室 １ ・配置によってはブロック処置室に集約してもよい。 

  心臓外科 
 

・循環器内科、心臓リハビリテーション室及び心肺

運動負荷試験（ＣＰＸ）機能を集約的に配置するこ

とにより、心臓病センターとして機能させる。 

 

    診察室 １ 
 

 

  小児科 
 

・精神科、血液内科及び化学療法センターとの近接

を避けた配置とする。 

・耳鼻いんこう科と近接する。 

・鎮静／麻酔下での検査が多いため、生理検査部門、

ＣＴ・ＭＲＩ等へのスムーズなアクセスを確保する。 

 

    診察室 ３ 
 

 

    感染症診察室 １ 

・待合を隔離する。 

・小児科エリアに配置する。 

・前室を有する陰圧管理可能な室とする。 

・子供が遊ばないための工夫をした手洗い場を設置

する。 

・ごみ箱を設置する。 

・専用トイレを設置する。 

 



１１ 

 
    処置室 １ 

・昇降式処置台１台 

・吸入スペースを確保する。 

外来診療エ

リア 

 

 

点滴・観察室 １ 
・ストレッチャー１台 

・小児用ベッド１台 

 
計測室（スペー

ス） 
－ 

・身長計、体重計及び小児用計測ベッドを設置する

スペースを確保する。 

 心理室 １  

 授乳室兼暗室 １ 
・洗面台、折り畳み式おむつ交換台、小児用ストレ

ッチャー１台を設置する。 

 実習指導室 １ ・実習生に対して使用する室。 

  産婦人科 
 

・呼吸器内科や小児科と動線を分離する。 

・外来エリアの端部等、プライバシーに配慮した配

置とする。 

 

    診察室 ３ 

・３室を連続して配置する。 

・各室に昇降式処置台、又はストレッチャー１台を

設置する。 

 

    内診室 ３ ・診察室に併設する。 

  指導室 １ ・電子カルテ端末を整備する。 

    
助産師外来用

診察室 
１ 

・処置台１台を設置する。 

・リクライニングチェア１台を設置する。 

・流し台を設置する。 

    実習指導室 １ ・実習生に対して使用する室。 

  処置室 １ ・ベッドを２台配置できるスペースを確保する。  

  
整形外科・リウマ

チ科  

・放射線部門、リハビリ部門へのスムーズな動線を

確保する。 
  

    診察室 ６ 

・診察室はベッドと車いすが同時に入ることができ

る広さを確保する。 

・各診察室には上下昇降と移動も可能な電動ベッド

を診察台として配置する。 

・診察室とは別に、臨時診察室に利用できるスペー

スを確保する。 

      処置室 １ ・創部の簡単な縫合処置ができるようにする。 

    ギプス室 １ 

・足洗い場（シャワー付き）は、清潔を保ちやすい

構造とする。 

・ストレッチャー１台 

・防音設備が必要。 

・床の汚染への対応が容易な構造とする。 

・２０㎡程度のスペースを確保する。 



１２ 

外来診療エ

リア 

  皮膚科 
 

・前室のある陰圧管理ができる室を設置する。   

    診察室 ２ ・形成外科の診察室としても利用する。 

  

    処置室 １ 

・車いす患者の処置にも対応する。 

・足洗い場（シャワー付き）を共用で１か所設置す

る。 

・流し台（洗面用、シャワーヘッド付）を設置する。 

・昇降式処置台、ストレッチャーを各１台（外来手

術にも対応）設置する。 

  泌尿器科 
 

・検査部門の採尿用トイレへのアクセスに配慮する。 

・洗浄室との動線を極力短くすること。 

・超音波検査機器の設置スペースを確保する。 

  

    診察室 ３ 
・昇降式処置台を各１台設置する。ただし、１室は

ストレッチャーでも可とする。 

  

    処置室 ２ 
 

  
内視鏡洗浄ス

ペース 
－ 

・水回りと排気(換気)設備を整備する。 

・高水準消毒を使用し、蒸気が呼吸器系を刺激して

しまうため、強制排気口の設置は低い位置又は洗

浄装置のふた付近に設置する。（高水準消毒薬の蒸

気は空気より重いため。） 

・有効な空気の気流ができるように、送風口から送

り出された空気が強制排気口に排気されるような

空気の流れを作ること。 

    
尿流測定検査

室 
１ 

・尿流量検査、尿流動態検査を実施する。 

・検査科の近くに配置する。 

・採尿用トイレの近くに設置する。 

・検査器、流し台を設置する。 

・ベッド搬入ができるようにする。 

・ベッド１台を設置するスペースを確保する。 

    膀胱鏡検査室 １ ・更衣室を付設する。 

  採尿用トイレ ２ 
・中央採血室との隣接配置が可能であれば、共用ト

イレとすることも可とする。 

  耳鼻いんこう科 
 

・洗浄室との動線を極力短くすること。 

・診察ユニットの配置と患者の動線が重ならないよ

う診察室の入口の位置を考慮すること。 

 

    診察室 ３ 

・耳鼻科診察用ユニット、電子スコープ及びストレ

ッチャー、又はベッドを設置する。 

・ユニットの配置と患者の動線が重ならないよう入

口を考慮する。 

・ユニット買換え時に、自動排水システムが入れる

ような床とすること。 

 

    処置室 １ 
・ストレッチャー２台が入って、検査・処置のでき

るスペースが必要。（２０㎡程度） 



１３ 

外来診療エ

リア 

  吸入スペース １ 
・３人同時に吸入できるスペースを確保する。（５

㎡程度） 

  
検査室共通事

項 
 

・原則として、診察室の奥に配置する。ただし、診

察室との並びに配置する場合は、診察室と処置室

との間に配置すること。 

・ストレッチャーや車いすでの出入りを配慮したス

ペースを確保する。 

・レーザー等大型の機械が収納できる場所を確保す

る。 

  

前庭等検査室

兼 

各種眼振検査 

１ 
・暗室にできること。 

・２５㎡程度必要。 

  聴力検査室 １ 

・他の検査室から独立して配置する。 

・２０㎡以上を確保する。 

・前室を設置する。（４㎡程度） 

・防音基準に準拠して計画する。 

・ストレッチャーや車いすでの利用を考慮する。 

    
内視鏡洗浄ス

ペース 
－ 

・水回りと排気(換気)設備を整備する。 

・高水準消毒を使用し、蒸気が呼吸器系を刺激して

しまうため、強制排気口の設置は低い位置又は洗

浄装置のふた付近に設置する。（高水準消毒薬の蒸

気は空気より重いため。） 

・有効な空気の気流ができるように、送風口から送

り出された空気が強制排気口に排気されるような

空気の流れを作ること。 

・自動洗浄機３台、内視鏡保管庫及び洗浄関連物品

の保管ユニットを設置する。 

  眼科 
 

・１階への配置が望ましい。 

・皮膚科・耳鼻いんこう科と近接配置する。 
 

    診察室 ４ 

・３室は暗室とし、医師の手元で照明のオン・オフ

ができるようにする。 

・明室１室は、感染症患者用の診察室として使用す

る。 

・プライバシーを確保するため、全室個室とする。 

・直接目に触れるため、手洗いは自動水栓とする。 

・窓は設置しない。 

 

    視力検査室 １ 

・視力検査のため、５ｍ以上の奥行きを確保する。 

・機械設置スペース（約７台）を確保する。 

・洗面台を設置する。 

・窓は設置しない。 

・明るい室とし、処置室とは壁で仕切る。 

    
処置室兼外来

手術室 
１ 

・外来手術用で昇降式処置台又はストレッチャーを

設置する。 

・顕微鏡を常設する。 

・洗面台を設置する。 

・薬品棚を設置する。 



１４ 

外来診療エ

リア 

    レーザー室 １ 

・マルチカラーレーザー、ＹＡＧレーザーを各１台設

置する。 

・装置間はカーテンで仕切る。 

・車いすのスペースに配慮する。 

・窓は設置しない。 

・暗室とする。 

    カメラ室 １ 

・診察室に隣接する。 

・眼底カメラ、ＯＣＴを各１台設置する。 

・装置間はカーテンで仕切る。 

・車いすのスペースに配慮する。 

・窓は設置しない。 

・暗室とする。 

    視野検査室 ２ 

・ゴールドマン検査機器、ハンフリー検査機器を各

１台設置する。 

・窓のない暗室とする。 

・車いすのスペースに配慮する。 

・緊急連絡ボタンを設置する。 

・洗面台を設置する。 

    絶対暗室 １ 

・視力検査室と隣接する。 

・処置台を１台設置する。 

・ヘス検査室としても使用する。 

・窓は設置しない。 

  精神科 
 

・他科となるべく動線が交錯しない位置に配置する。 

・明るい開放感のある配置が望ましい。 
 

  受付 １  

 

    診察室 ２ 
 

    処置室 １ ・ベッドを１台設置する。 

    心理療法室 １ ・遮音に配慮する。 

  麻酔科 
  

 

    診察室 １ ・ベッドを１台設置する。   

  
歯科・歯科口腔外

科  

・水回り、汚物処理設備等に配慮する。 

・感染物汚染廃棄物の廃棄時の動線に配慮する。 

・中央配管としての酸素、吸引等を、全診療ブース、

処置室及び他のスペースにも適当な間隔で配置す

る。 

・室温管理について、原則として独立空調とする。 

  

 
    

歯科・歯科口腔

外科受付 
１ 

 
  



１５ 

外来診療エ

リア 

  診察室 ５ 

・診療チェアを５台設置する。（診療チェア４台＋

口腔衛生指導(洗口、歯磨き等)用チェア１台の設

置を想定している。） 

・電子カルテ用と画像用のＰＣ画面を各診察室に設

置する。 

・各診療チェアは、固定パーテーションで仕切る等、

プライバシーに配慮した構造とする。個室化が望

ましい。 

・ストレッチャーやベッドでの入室に配慮する。 

・車いすを置くスペースを確保する。 

・ストレッチャー、ベッドでの処置にも対応可能な

スペースを確保する。 

・放射線科での画像撮影や点滴のうえでの処置が高

頻度で発生するため、放射線科及び処置室までの

患者の院内動線に配慮する。 

・診療のための機械（コンプレッサー、セントラル

吸引、口腔外バキューム装置などの地下施設、配

管）等を配置する。 

・エコーやモニター類を配置できるスペースを確保

する。 

・腫瘍等の腐敗臭、感染症の異臭に接する機会が多

いので、換気環境及び強制換気について配慮する。 

 

    処置室 １ 

・点滴や小手術後の回復に使用する。 

・安静用ベッドを設置する。 

・ストレッチャー、ベッドでの入退室に配慮する。 

・放射線科での画像撮影や点滴のうえでの処置が高

頻度であるため、放射線科及び処置室までの患者

の院内動線に配慮する。 

    歯科技工室 １ 

・動線計画に配慮する。 

(不潔物の持ち込みルート、処理、技工スペース、

診察室等の移動) 

・歯科技工時の粉じんや薬品刺激臭等の対策として

換気環境及び強制換気について配慮する。 

・スタッフルームとしても使用する。 

  器具準備室 １ 

・外来登録の機材（麻酔モニター、モニター、点滴

台、足台等）、院内訪問用カート等の保管場所を

確保する。 

・洗浄物処理や水回りに配慮する。 

・複数人の動線交差があるので、動線計画に配慮す

る。 

・換気、強制換気設備を設置する。 

 

  
患者対応スペ

ース 
３ 

・診察室内に看護師、歯科衛生士による追加説明、

予約調整などのコメディカルの患者対応スペース

を確保する。 

・ＰＣ設置スペースを確保する。 

 

  ※放射線科、リハビリテーション科は当該部門に診察室などを設置  



１６ 

看護外来 

エリア 

準備・説明室 ２ ・外科、皮膚科に近接して設置することが望ましい。  

診療室 ４ 

・２室には、処置用スペースを確保する。 

・ストレッチャー、洗浄ユニットを確保する。 

・洗面台・流し台を設置し、給湯設備を整備する。 

・収納（物品棚等）を確保する。 

・臭気に配慮した換気設備を整備する。 

 

検査・処置 

エリア 

 

受付・待合 １ 

・採血自動受付機を２～３台設置する。 

・６０～７０人程度の待合スペースを確保する。 

・事務職員を配置して受付業務を行うためのスペー

スを確保する。 

 中央採血室 １ 

・陰圧管理ができる室を設置する。 

・採痰ブースを設置する。 

・採血管等の備品保管及び採血管作成機スペースを

確保する。 

・洗面台を２か所設置する。 

・ピロリ菌検査用ベッドを１台設置する。 

・採血ブースを７台設置する。（小児・車いす患者

用を含む） 

・検査科との間に検体輸送機を設置する。 

・院内輸送機を設置する。 

・血液ガス設置場所を確保する。 

・廊下から室内が見えないようにカーテンで目隠し

程度の仕切りをする。 

・本棚１ 

・中央検査室と離れた場合、個人ロッカーを設置す

る。 

・外来患者動線に配慮した場所に配置する。 

・血糖自己測定器（ＳＭＢＧ）、特続血糖測定器（Ｃ

ＧＭ）等を解析するシステム、スペースを確保す

る。 

・ウォーターサーバーを設置するスペースを確保す

る。（検査薬内服用） 

・車いすで処置ができるスペースを確保する。 

検査説明室 １ 
・ＳＭＢＧ説明などに使用する。 

・備品棚１ 

備品庫 １ ・検査用備品を収納する。（１０㎡程度） 

採尿用トイレ ３ 

・男性用（小便器２＋洋式１）、女性用(洋式３）、

多目的１をそれぞれ設置する。 

・各トイレにパスボックスを設置する。 

・パスボックス受取り側に、流し台を設置する。 

・検体提出用のパスボックスは、トイレ内のプライ

バシーを配慮した位置に設置する。 

・採尿トイレのバックヤードに、尿検体の受け取り・

処理スペースを設ける。1 人の技師で対応可能な

配置とし、場所は検査科への検体搬送機の近くに

置く。 

・実験台、流し及び汚物処理槽を設置する。 

 



１７ 

検査・処置 

エリア 
中央処置・点滴室 １ 

・中央採血室に隣接して配置する。 

・薬局との動線を考慮した配置とする。 

・カウンターを設置する。 

・ベッド数は１５～２０台程度とする。 

・点滴準備スペースを設置する。 

・各科処置室で実施されている処置や点滴業務等の

集約化を図る。 

・ベッド間のスペースを広くとる。縦長ではなくコ

の字でベッド配置できるとよい。 

・薬品ミキシングブースや衛生材料保管庫、車いす

等保管スペースを確保する。 

・ユニバーサルシートを有した多目的トイレを設置

する。 

 

 
自己血採血室 １ 

・各科で実施されている自己血採血業務の集約化を

図る。 

・ベッドを２台設置し、両端に採血装置が配置でき

るスペースを確保する。 

・将来的なアフェレーシス治療を想定し、病棟ベッ

ドは、ゆとりをもって配置できる程度のやや広め

のスペースを確保する。 

 

化学療法セ

ンター 

スタッフステーシ

ョン 
１ 

・事務職員が１人程度常駐し、患者受付も実施する。 

・患者の急変に対応するため、室内の一角に休憩ス

ペースを設置する。 

・スタッフ用のロッカーを設置するスペースを確保

する。 

・パンフレットの保管棚（Ｗ１２００×１台程度）

を設置するスペースを確保する。 

・看護師の作業スペースを確保する。（端末２～３

台） 

・薬剤師の作業スペースを確保する。（端末２～３

台） 

（インターネット接続の端末を１台） 

点滴準備室 １ ・スタッフステーションの付近に設置する。 

待合 １ 

・患者の待合スペースを確保する。 

・患者用ロッカー（約４０人分）を設置するスペー

スを確保する。 



１８ 

化学療法セ

ンター 

化学療法室 １ 

・ベッド１０台及びリクライニングチェア１５台程

度を設置する。（ベッド・チェア間は開閉式(可動

式)のパーテーションを設置し、間隔に余裕を持た

せた配置とする。 

・将来的な拡張スペース（全４０台程度）の確保に

配慮する。 

・スタッフステーションから全体を見渡せるように

配置する。 

・長時間の点滴や嘔吐に対応するため、多目的トイ

レに隣接する。 

・外の景色が見られる場所とする。 

・吐しゃ物を処理できる流しを設置する。 

・化学療法室のベッドは、化学療法以外のベッドと

しては使用不可とする。 

緊急処置室（診察

室） 
 

・化学療法室と隣接する。 

・プライバシーに配慮した構造とする。 

・処置スペース以外に１人分の作業スペース（机・

椅子）を確保する。 

面談室 １ 

・服薬指導、患者への説明等に使用する。 

・かつらなどの物品保管スペースを確保する。 

・ＰＣ端末１台 

抗がん剤調製室 １ 

・安全キャビネット（アイソレーション式）を２人 

で作業できるスペースを確保する。 

・排気設備が必要なため、窓の近くが望ましい。 

・化学療法室に隣接して、パスボックスを設置する。 

・排気設備（全外排気）、ダクトが必要 

・洗面台を設置する。 

監査室（前室） １ 

・棚、ロッカーが設置できるスペースを確保する。 

・薬品保管スペース、備品保管棚、書棚を設置する

スペースを確保する。 

・監査端末、プリンターを設置するスペースを確保

する。 

器材庫 １ 
・充電用コンセント（４０台が同時使用）を設置す

る。 

リネン庫 １  

 
患者用トイレ ３ 

・男性用、女性用（広いブースも１か所ずつは設置

する。多目的トイレ（オストメイト対応）をそれ

ぞれ設置する。 

共用施設 

公衆電話・携帯電話

エリア 
－ 

 

授乳室・おむつ交換

室 
適宜 

・産婦人科、小児科から利用しやすい位置に配置す

る。 

車いす設置スペー

ス 
－ 

・必要時に利用できる車いすを３０台程度保管する

スペースを確保する。（休診時間帯に患者が勝手

に利用できないような工夫が必要） 



１９ 

３) 薬剤 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

 

外来エリア 

投薬窓口 １ 

・エントランス付近に設置する。 

・シャッターなどの防犯設備を付設する。 

・調剤室に隣接する。 

夜間救急用投薬窓

口 
１ 

・調剤室と救急外来に隣接する。 

・救急以外は院外処方がほとんどであるため、投薬窓

口は１か所に統一して設置してもよい。 

・患者が認識しやすい場所に配置する。 

 

病棟エリア 

混注調製薬品保管

スペース 
１ 

・各病棟に１か所設置する。 

・薬剤の搬送設備との動線を考慮した配置とする。 

・ミキシングスペースを設置する。（調製台設置） 

・注射台車収納スペースを確保する。（各病棟２台） 

・清潔エリアを確保する。 

・ストック棚を設置するスペースを確保する。 
 

業務コーナー － 

・スタッフステーション内に設置する。 

・薬剤師が使用するＰＣ端末の設置スペースを確保す  

る。（机２台、棚１台） 

調剤エリア 

調剤室 １ 

・外来、救急外来と近接配置する。 

・注射調剤室、麻薬管理室、医薬品倉庫と隣接配置す

る。 

・直近の半年分の処方せんを、すぐに調べられる場所

に保管するためのスペースを確保する。 

・薬品棚や調剤台には薬塵除去装置を設置する。 

・薬品供給エリアを調剤エリアにも設ける。また、入

退室システムを導入し、パスワードで入退室認証を

行う方式とする。（病棟ごとにキャビネットを設置

する。） 

・処方せん（２年分）や薬袋の保管場所を別室に確保

すること。 

・自動錠剤分包機１台、散薬調剤台１台、散薬分包機

１台、水薬調剤台１台、薬袋作成機２台、錠剤棚６

台、予備薬品保管棚７台、冷蔵庫２台、検薬台２台、

備品保管棚４台を設置するスペースを確保する。 

・手洗い場を２か所設置する。 

 

麻薬管理室 １ 

・麻薬金庫を設置する。 

・２人分の作業スペースを確保する。 

・１０㎡程度のスペースを確保する。 

・書類の保管スペースを確保する。 

製剤エリア 製剤室 １ 

・蒸留水製造機１台、冷蔵庫１台、作業台１台、備品

保管棚２台を設置する。 

・手洗い場を設置する。 

・室内にクリーンベンチを設置する。 

・無菌エリアと合わせて４０㎡程度のスペースを確保

する。 



２０ 

注射エリア 注射調剤室 １ 

・室内にアンプルピッカーを設置する。 

・薬品供給エリアを設ける。 

・作業台２台、検薬台２台を設置する。 

管理エリア 

薬務室 １ 

・休憩コーナーを設置する。 

・個人で使用する机は不要。 

・個人ごとに業務に必要な書類等を保管するスペース

と事務作業も可能なスペースを確保する。 

・薬局長スペースを一角に配置する。 

・個人ロッカー３６人分（職員、パート、実習生）を

設置するスペースを確保する。 

待機室 １ ・洗面台を設置する。 

ＤＩ室（医薬品情報

室） 
１ 

・治験管理室と隣接する。 

・机４台、棚４台、ＰＣ８台、インターネット環境を

整備する。 

・資料・資材保管スペースを設置する。 

治験管理室 １ ・ＤＩ室と隣接する。 

薬品供給ホール １ 

・病棟分の台車が置けるスペースを確保する。 

・空ケース台１２台分を保管するスペースを確保す

る。 

・病棟、オペ、ＥＲ、放射線に各１台の台車を想定し

ている。 

台車収納スペース １ 

・注射エリアに隣接する。 

・病棟数×２台＋外来２台＋化学療法センター１台の

台車を収納するスペースを確保する。 

薬品管理コーナー １ 
・患者説明資材や、特定生物由来管理スペースを設置

する。 

実習指導室 １ 

・５人程度の学生の実習を想定する。 

・個室ではなく、薬務室内にコーナーとしての設置も

可とする。 

・机５台、インターネット環境を整備する。 

医薬品倉庫 １ 

・注射調剤室に隣接する。 

・検収室を併設し、机３台、棚２台を設置する。 

・検収室は屋外に面し、納品車が横付けできる配置と 

する。（横付けのスペースには屋根を設置） 

・一角に冷蔵室を設置するスペース（３ｍ×４ｍ程度）

を確保する。 

・薬品棚７台、机２台を設置する。 

・ＳＰＤが医薬品を扱う場合は、ＳＰＤ倉庫と近接する。 

災害時用医薬品備

蓄倉庫 
１ ・他の物資との中央化も可とする。 

 

 

 



２１ 

４) 生理検査 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

共通 共通  

・各室独立空調及び独立照明設備とする。 

・使用する水は水道水とする。 

・原則として、各室の出入口は引戸とし、ベッドと検

査機器が通る幅を確保する。 

・外来患者動線に配慮した場所に配置する。 

・中央検査室と離れた場合、個人用ロッカーを配置す

る。 

受付エリア 受付・待合 １ 

・放射線部門や中央採血室の受付との共用も可とす

る。 

・待合、中待合等を適宜設置する。 

・外来患者と入院患者（ベッド患者）との出入口を分

離配置する。 

・部門内にベッド患者の待機場所を確保する。 

・部門内に廃液流し台を設置する。 

・その他、部門内に４か所の流し台を設置する。 

生理検査 

エリア 

心電図検査室 ３ 
・照度調整機能付照明を設置する。 

・１室はベッドでの入室に配慮する。 

ＡＢＩ検査室 1 ・室外に本棚２を設置するスペースを確保する。 

 

ＳＰＰ検査室 １  

肺機能検査室 １ 

・音の反響を防止する構造とする。 

・検査装置、手洗い、電子カルテ端末等を設置する。 

・手洗いは、衛生用と器具洗浄用の２か所設置する。 

・ベッドでの検査を考慮する。 

・冷蔵庫を設置する。 

 

脳波検査室 １ 

・段差のないシールド設備を設置する。 

・生理検査部門の奥のスペースに配置する。 

・ベッドでの入室に配慮する。 

・ベッド、ビデオカメラ、検査装置等を設置する。 

・洗髪室を隣接する。 

脳波記録・判読室 １ 
・脳波検査室の前室を兼用する。 

・流し台、検査装置の設置可能スペースを確保する。 

授乳室 １ 
・流し台とソファーを設置する。 

・施錠可能とする。 

洗髪室 １ 
・洗面台を設置する。 

・車いす対応、すべり止め。 

神経検査室 １ 

・段差のないシールド設備を設置する。 

・生理検査部門の奥のスペースに配置する。 

・ベッドでの入室に配慮する。 

・本棚１ 



２２ 

生理検査 

エリア 

解析作業室・管理用

通路 
１ 

・生理検査室のバックヤードとして、各生理検査室・

受付に隣接して設置する。 

・電子カルテ端末、部門システム端末、作業端末、各

種解析・測定装置、手洗い・流し台等を設置する。 

・４人が同時に作業できるスペースを確保する。 

（１５㎡程度） 
 

作業室 １ 

・ＥＣＧ確認・スキャナー取込み等に使用する。 

・本棚１ 

・１５㎡程度のスペースを確保する。 

検査機器・備品保管

スペース 
１ 

・呼気ガス分析装置、その他検査機器・備品等を設置

する。 

超音波検査

エリア 

エコー検査室 ６ 
・３室は検査用ベッドと患者用ベッドの両方が入るス

ペースを確保する。 
 

特殊エコー室 １ 

・酸素などガス配管設備と、リモコン照度調整機能付

照明を設置する。 

・ベッド、車いすでの入室が可能なスペースを確保す

る。 

・検査用ベッドを置くことができるスペースを確保す

る。 

・各種処置が可能なスペースを確保する。 

・各処置のために必要な物品と作業可能なスペースを

確保する。  

・２０㎡程度のスペースを確保する。 

 

 

画像モニター及び

報告書作成室 
１ 

・レポート端末、電子カルテ端末、手洗い・流し、判

読用ディスプレイ等を設置する。 

・本棚４ 

・４人が同時に作業できるスペースを確保する。（１

５㎡程度） 
 

その他 外部倉庫 １ 
・標本や伝票類を保管するための外部倉庫を設置す

る。（長期保存や永久保存対応） 

 

５) 放射線 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

受付エリア 総合受付・待合 － 
・放射線技術科画像診断エリアの総合受付 

・ＣＴ/ＭＲＩ用の受付は別で設ける。 

管理エリア 

放射線技術科 

スタッフルーム 
１ 

・最大３０人程度の収容スペースを確保する。（放射

線技術科会議、カンファレンスなどで使用） 

・一角に技師長スペースを設置する。（ローパーテシ

ョンにて区画する。） 

・流し台を設置する。 

・個別で空調管理ができるようにする。 

待機室 １ 

・ＥＲに隣接する一般撮影室に近接して設置する。 

・洗面台を設置する。 

・個別で空調管理ができるようにする。 



２３ 

管理エリア 倉庫 １ 
・保管書類の管理 

・４ｍ×４ｍ程度のスペースを確保する。 

処置・読影

エリア 
画像診断室 １ 

・放射線科医以外の医師が読影するために使用する。 

・画像診断エリアと隣接する。 

・２～３人で利用する。 

・個別で空調管理ができるようにする。 

画像診断エ

リア 

中央操作室    ２ 

・一般撮影、歯科・歯科口腔外科、乳房撮影用として

１室、ＣＴ/ＭＲＩ用として１室を想定している。 

・各撮影室へ直接入室可能な配置とする。 

・複数台のＰＣなどが置けるスペースと画像取込み・

出力業務を行うスペースを確保する。 

・特に、ＣＴとＭＲＩの操作室は同一であることを優先

する。 

・可能な限り各モダリティの操作室を共有する。 

・洗面台を２台設置する。 

・個別で空調管理ができるようにする。 

一般撮影室 ４ 

・３室を並列に配置する。（７ｍ×７ｍ程度） 

・１室は救命救急センターに隣接する。（８ｍ×８ｍ

程度） 

・各撮影室内に更衣スペースを設置する。（車いす対

応） 

・洗面台を設置する。 

・すべて個別空調とする。 

待合スペース（一般

撮影用） 
１ 

・３０人程度が利用するスペースを確保する。 

・透視室用待合スペースと共用してもよい。 

 

更衣室（一般撮影室

用） 
２ 

・待合スペースの一角に設ける。 

・男女別のロッカー（各５人分程度）を設置する。 

一般撮影患者トイ

レ 
３ 

・男性用、女性用、多目的トイレを整備する。 

・一般撮影エリアに配置する。 

歯科・歯科口腔外科

専用撮影室 
１ 

・オルソパノラマ撮影装置ＦＰＤタイプ 

・デンタル撮影装置 

・洗面台を設置する。 

・個別空調とする。 

・６ｍ×６ｍ程度のスペースを確保する。 

骨塩定量測定室 １ 

・病棟ベッドが横付けできるようにし、更衣室を内部

に設置する。 

・７ｍ×７ｍ程度のスペースを確保する。 

・骨密度計測器を設置するスペースを確保する。 

画像検像スペース １ 

・画像診断エリアに検像スペースを設置する。 

・画像連携装置を設置し、作業スペースを確保する。 

・中央操作ホールに含めてもよい。 

・６ｍ×６ｍ程度のスペースを確保する。 

一般撮影用倉庫 １ 

・一般撮影室に近接して設置する。 

・補助具等を管理する。 

・６ｍ×４ｍ程度のスペースを確保する。 



２４ 

画像診断エ

リア 

乳房撮影室 １ 

・乳腺超音波の検査室と隣接又は同一区画に配置し、

女性検査エリアのようなゾーニングとする。 

・女性検査エリアとしての更衣室や待合を設置する。 

・バイオプシー可能なスペースを確保する。 

・洗面台を設置する。 

・検査科乳腺エコー室のみ、他のエコー室と分離する

ことは業務上問題がある。 

・室内に中央操作ホールから直接入室可能な操作スペ

ースを確保する。 

・室内に更衣スペースを確保する。 

・６ｍ×５ｍ程度のスペースを確保する。 

診断用Ｘ線前室 １ 

・ベッドからベッドに移動するため２台を並べて作業

できる広さを確保する。 

・洗面台を設置する。 

 

診断用Ｘ線透視室

（３台分） 
３ 

・消化器内視鏡センターのＸ線透視室と集約的に配置

する。 

・泌尿器科用として１室（排液用の下水設備が必要） 

（汎用透視装置に泌尿器用のオプションをつけるた

め広い室） 

・外科・整形外科・他科用として１室 

・呼吸器内科用１室（感染患者に使用する検査室のた

め、陰圧室、処置室、病理用スペースが必須。患者

の動線を分ける配慮が必要） 

・７ｍ×７ｍ程度のスペースを確保する。 

・すべて個別で空調管理ができるようにする。 

・排気設備が設置されていること。 

 

診断用Ｘ線透視操

作室 
１ ・流し台を設置する。  

更衣室（透視室用） ２ 
・男女別に設置する。（車いすで利用が可能であるこ

と。） 

待合スペース（透視

室用） 
１ 

・１０人程度が利用するスペースを確保する。 

・一般撮影用と共用してもよい。 

 

透視室患者用トイ

レ 
１ 

・車いす対応とする。 

・注腸等の検査が行われるため、透視室近くに設置す

る。 

ＣＴ/ＭＲＩ用受付 １ 

・ＣＴ/ＭＲＩ検査患者用 

※診断エリアの総合受付とは別に設けること。（共

通は不可） 

ＣＴ室 ３ 

・各ＣＴ室を隣接させ、ロングテーブル縦置き、備品

棚、病棟ベッド（呼吸器、IABP 等の機器を含む）等

の収容に加え、将来拡張性も考慮した面積とする。 

・1室は救命救急センターに隣接する。 

・６ｍ×８.５ｍ程度の室を２室と、７ｍ×８.５ｍ程

度の室を１室設置する。 

画像処理コーナー

(ＣＴ／ＭＲＩ室隣接) 
１ ・ＣＴ/ＭＲＩ検査のワークステーションエリア 



２５ 

画像診断エ

リア 

機械室（ＣＴ室用） ３ 
・装置用の機械室（常時空調管理が必須） 

・４ｍ×３ｍ程度のスペースを確保する。 

ＭＲＩ前室 １ 
・全ＭＲＩ室につながっていて、ベッドに移動するため、

ベッドを２台並べて作業できる広さを確保する。 

ＭＲＩ室 ３ 

・ＭＲＩ室の扉は室がクエンチで陽圧になることを考慮

して自動扉とする。 

・磁場の影響を考慮した配置で将来も見据え、すべて

３T装置の入る面積とする。（常時空調管理が必須） 

・６ｍ×８.５ｍ程度のスペースを確保する。 

機械室（ＭＲＩ室用） ３ 
・装置用の機械室（常時空調管理が必須） 

・４ｍ×３ｍ程度のスペースを確保する。 

待合スペース（ＣＴ

室・ＭＲＩ室用） 
１ ・４０人程度が利用するスペースを確保する。 

患者用更衣室（ＣＴ

室・ＭＲＩ室用） 
３ 

・更衣室数は、ＣＴ/ＭＲＩ室共有スペースに男女各１室

を確保して、ロッカーを各室に１０個程度用意す

る。また、複数の人が同時に更衣可能なスペースを

確保する。 

・更衣室内は、個人のプライバシーに配慮した作りに

する。 

・更衣室内には洗面台を設置する。 

・車いす患者用更衣室（男女兼用）を設置する。 

ＣＴ/ＭＲＩ用倉庫  １ 

・造影剤や物品を管理するためのもの。（処置・回復

室と隣接） 

・４ｍ×３ｍ程度のスペースを確保する。 

処置・回復室 

（ＣＴ/ＭＲＩ室で共

用） 

１ 

・ＣＴ/ＭＲＩ室の共有スペースに処置室を設置する。 

・プライバシーに配慮すること。 

・中央処置室へ機能集約化されてもＣＴ/ＭＲＩ室の共有

スペースとして必要。 

・ベッド２台とイス３脚を想定している。 

・洗面台を設置すること。 

ＣＴ/ＭＲＩ用トイレ ３ ・男性用、女性用、多目的トイレを設置する。 

結石破砕室 １ ・泌尿器科の診断用Ｘ線透視室に隣接して設置する。  

呼吸器内視鏡室 

※透視・陰圧室付内

視鏡室 

１ 

・陰圧室とする。 

・陰圧室内では内視鏡検査が行え、患者待合と処置及

び病理検体を処置できるスペース、ベッドを置くス

ペースも確保する。 

・透視下内視鏡透視機器を設置する。（７ｍ×７ｍ程

度） 

・放射線を遮蔽できる構造とする。 

・流し台、機材庫を設置する。 

・透視下処置・治療にも利用する。 

・端末を設置する。 

・前室を設置する。 

 



２６ 

画像診断エ

リア 

呼吸器内視鏡操作

室 
１   

放射線治療

エリア 

受付エリア １ 
・放射線科用 

※診断エリア総合受付とは別に設置する。 

 

 

放射線治療室 １ 

・高精度放射線治療用 

・放射線治療装置搬入に必要なクレーンエリア・スペ

ース  を確保する。 

・放射化物の保管廃棄設備を室内に設置するため、２

ｍ×２ｍ程度のスペースを確保する。（法定） 

・線量計ケーブル等のピットを設置する。 

・放射線を遮蔽できる構造とする。 

・１３ｍ×１３ｍ程度のスペースを確保する。 

放射線治療ＣＴシミ

ュレーター室 
１ 

・放射線治療室とは別途確保する。 

・固定具作成用大型シンク（給湯付）を設置する。 

・６ｍ×８.５ｍ程度のスペースを確保する。 

放射線治療操作室

兼計画室兼ＣＴ操作

室 

１ 

・医師等４人程度が作業できるスペースを確保する。 

・１０人が打合せできるスペースを確保する。（８４

㎡程度） 

相談室兼処置補助

室 
２ ・患者家族面談用のためプライバシーの配慮が必要 

放射線治療工作

室・器具庫 
１ 

・工作機・測定用精密機器・スペアパーツの保管に使

用する。 

・空調・換気設備を設置する。 

・７ｍ×７ｍ程度のスペースを確保する。 

・流し台を設置すること。 

 

読影室 １ 

・放射線治療診察に隣接する。  

・放射線科治療医４～５人が同時に読影可能とする。 

（１端末ごとに左右パーテーション必要） 

放射線治療診察室 ２ 

・内診台の設置スペースを確保する。（２室で共用し

てもよい。） 

・診察ユニットを設置する。 

・処置スペースを確保する。１室はベッドが入るスペ

ースを確保する。 

放射線治療待合室 １ 

・２０人程度が利用できるスペースを確保する。 

・ベッドのすれ違いができるように配慮する。 

・患者動線とスタッフ動線、装置・部品搬入用出入口

を別途で確保する。 

・洗面台を設置すること。 

放射線治療更衣室 ３ 

・男女別にそれぞれ１室と車いす対応の更衣室を１室

設置する。 

・室内に鍵付ロッカーを設置する。（各５人分程度） 

 
患者用トイレ ２ ・男女別トイレ（車いす対応）を設置する。 

核医学エリ

ア 
受付エリア １ 

・核医学検査用 

※診断エリア総合受付とは別に設置する。 



２７ 

体外計測室 ２ 

・ＳＰＥＣＴ汎用機１台、ＳＰＥＣＴ専用機１台を設置する。 

・放射線を遮蔽できる構造とする。 

・２５㎡程度のスペースを確保する。 

核医学エリ

ア 

操作室 １ ・１５㎡程度のスペースを確保する。 

心臓負荷室 １ 

・負荷心筋検査時に前室として使用する。 

・体外計測室に隣接する。 

・１５㎡程度のスペースを確保する。 

待合室 １ 
・１０人程度が利用するスペースを確保する。 

・洗面台を設置すること。 

説明室 １ 
・患者への説明や予約の管理に使用する。 

・４人程度で使用可能なスペースを確保する。 

汚染検査室 １ 
・除染用シャワー室を設置する。 

・汚染者用更衣スペースを設置する。 

管理室 １ 

・薬品の発注や予約の管理、環境モニター管理に使用

する。 

・２５㎡程度のスペースを確保する。 

 

処置室（注射） １ 

・ＲＩを患者に注射するために使用する。 

・１５㎡程度のスペースを確保する。 

・洗面台を設置すること。 

準備室（調剤） １ 

・ＲＩの調剤に使用する。 

・安全キャビネットを設置する。 

・２５㎡程度のスペースを確保する。 

貯蔵庫 １ 
・使い切れなかったものを貯蔵するために使用する。 

・１５㎡程度のスペースを確保する。 

廃棄物庫 １ 
・放射性廃棄物を保管するために使用する。 

・２５㎡程度のスペースを確保する。 

ＲＩトイレ １ ・車いすの患者にも対応可能なスペースを確保する。 

患者更衣室（ＲＩ検

査） 
２ ・車いすの患者にも対応可能なスペースとする。 

貯留槽 １ ・廃液を貯留する。（放射性廃棄物） 

  ＲＩ倉庫 １ 
・保管書類の管理に使用する。 

・１５㎡程度のスペースを確保する。 

排気設備 １ 
・屋内最上階に配置する。 

・機械室に設置し、管理区域を設けること。 

 

６) 消化器内視鏡センター 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

受付エリア 受付 １ ・スタッフステーション 



２８ 

受付エリア 

待合 １ 

・待合ではオリエンテーションビデオを見せることを想

定している。 

・家族の待合としても利用する。 

・３０人程度が利用するスペースを確保する。 

面談室 ２ 
・結果説明、注意事項の説明に使用する。 

・ＰＣ端末を設置する。 

内視鏡エリ

ア 

超音波検査・特殊

エコー室 
１ 

・ＲＦＡ、肝生検、腫瘍生検、ドレナージ等を実施する。 

・透視機器を設置する。 

・放射線を遮蔽できる構造とする。 

・ＰＣ端末を設置するスペースを確保する。 

・生理検査室の超音波検査室に近接する。 

・各室独自に空調、照明が調整できるようにする。 

・ベッド２～３台が入室可能なスペースを確保する。 

・各室独自に空調、照明が調整できるようにする。 

診断用Ｘ線透視室

（内視鏡センター用 

２台分） 

２ 
・消化器内視鏡用２室 

・各室独自に空調、照明が調整できること。 

上部内視鏡用前処

置室 
１ 

・咽頭麻酔、禁忌確認に使用する。 

・洗面台を設置する。 

下部内視鏡用前処

置室 
１ 

・下部内視鏡用前処置室には、車いす利用者も使用可能

な広さを持つ男性用トイレ３、女性用トイレ３、浣腸

用ベッド付きトイレ１を設置する。 

・内服や浣腸処置が可能であるスペースを設置する。 

・内服は１人用机と椅子を３人分程度配置する。 

シャワー室 １ ・患者が使用する。   

更衣室 ２ 
・男女別に設置する。 

・各室内に９人分のロッカーを設置する。 

 

内視鏡室（消化器

内科） 
５ 

・上部内視鏡３室（その内、１室は広くする。）と下部

内視鏡２室を設置する。ただし、室としての区分は必

須ではなく、パーテーション等での区分けも可とす

る。 

・治療を行うためのスペースを確保する。 

・医療ガス（ＣＯ２、Ｏ２）の設備、中央配管は可能なら

ば各室、ベッド毎に配置する。 

・臭気対策として、換気に配慮する。 

・流し台、機材庫を設置する。バックヤードに設置して

もよい。 

・ストレッチャー及びベッドで入ることができる構造と

する。 

・ＰＣ端末を設置する。 

・嚥下内視鏡検査を実施する。 

カプセル内視鏡室 １ 

・機械セッティングや終了時の説明を実施するために、

診察室程度（ベッド１台分）のスペースを確保する。

（個室でなくてもよい。） 



２９ 

機材庫 １ 
・ファイバー予備、処置具、処置機器、車いす、ＳＰＤ

物品のための倉庫。 

倉庫 １ ・放射線部門の看護物品も保管する。 

内視鏡エリ

ア 

回復・前処置室 １ 

・リクライニングチェアとベッドで１０床程度を想定し

ている。それぞれカーテン等で仕切る。 

・待合と隣接配置とする。 

・ルート確保の実施も想定している。 

洗浄室 １ 

・患者と医療従事者の動線が交差しないレイアウトとす

る。 

・内視鏡エリア内の清汚動線に配慮し、機械洗浄音が患

者に聞こえにくい位置に配置する。 

・ファイバー洗浄機器を５台設置する。 

・シンク、洗い台、換気装置を設置する。 

・高水準消毒を使用し、蒸気が呼吸器系を刺激してしま

うため、強制排気口の設置は低い位置又は洗浄装置の

ふた付近に設置する。（高水準消毒薬の蒸気は空気よ

り重いため。） 

・有効な空気の気流ができるように、送風口から送り出

された空気が強制排気口に排気されるような空気の

流れを作る。 

・汚染物と清潔なものが混在しないように一方向に進め

るように配置する。 

・内視鏡洗浄シンクは、スコープが折れ曲がることなく、

ゆったりと洗浄できる十分な広さと、水はねがない深

さのあるものを設置する。 

・洗浄後の内視鏡は除湿機能付きの保管庫へ保管するた

め、保管庫の設置スペースを確保する。（保管庫はフ

ァイバー１０本保管できるものを４台設置予定） 

・ファイバー洗浄について、内視鏡部門以外に放射線部

門等とも共用を想定した配置する。 

管理用通路 １ 
・各内視鏡室のバックヤード、洗浄室との連絡通路とし

て設置する。 
  

物品倉庫 １ 
 

 

カンファレンスル

ーム 
１ ・１０人位の医師が使用できるスペースを確保する。 

 

管理エリア 

スタッフルーム １ ・ＰＣ端末を設置する。 

カテーテル・内視

鏡スタッフルーム 
１ 

・看護師用のスタッフルーム。最大３０人程度の収容ス

ペース（会議、カンファレンスなどで使用）、職員用

ロッカーを設置する。 

・一角に看護課長スペースを設置する。（ローパーテシ

ョンにて区画する。） 

・ＰＣ端末を設置する。 

器材庫 １  
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(３) 救急エリア 

１) 救急 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

エントラン

ス 

救急車寄せ １ 

・救急車が３～４台及びパトカー３台が駐車可能なスペ

ースを確保する。 

・うち２台は上部の雨除けにより救急搬送患者出入口の

目の前に駐車するものとする。 

・救急車の汚染資器材洗浄をするために、水道栓を設置

する。 

ドクターカー専

用車庫 
１ 

・救命救急センターに近接した場所に確保する。 

・ドクターカー１台とＤＭＡＴカー１台を収納する。 

・電動シャッター及び赤色灯を設置する。 

救急搬送患者出

入口・風除室 
１ 

・救急搬送患者の専用出入口を設置する。 

・風除室を併設する。 

自力来院患者出

入口（兼時間外出

入口） 

１ 

・自力来院患者等の出入口を救急搬送患者出入口とは別

に設置する。 

・風除室を設置する。 

洗体室 １ 

・床を防水加工とし、患者洗浄のシャワーエリアを設置

する。 

・床は水で流せる仕様とし、空調にも配慮する。 

・二次被害を防ぐことができる構造(二重扉等)とする。 

・農薬被ばくの患者の除染（胃洗浄）を実施する。 

・救急車両から直接患者を入室させられる構造とする。 

・洗体室と救命救急エリアとをつなぐ風除室等に、診察

ができるスペースを確保する。 

受付・待合 １ 

・自力来院患者の救急外来の受付や会計等を実施する。 

・待合は救命救急エリアとは区分して設置し、受付から

見渡せる構造とする。 

・自力来院患者等のトリアージスペースを設置する。 

・授乳室、オムツ交換スペースに近接して配置する。 

（救急部門内でなくても可） 

・発熱の有無により、空調管理又は分離できるスペース

を確保する。 

トイレ ２ 
・男女別に設置する。 

・車いす患者の利用に配慮する。 

救命救急エ

リア 
処置室 １ 

・救急搬送患者出入口・風除室からの直接搬入が可能な

配置とする。 

・重症患者対応ベッド１床（開胸・開腹に対応／セミ個

室）を確保し、その隣に初療室（オープンベッド３床

を確保する。 

・床は処置後、血液等を水で洗浄可能な仕様とする。 

・可能な限り放射線部門等への直線動線を確保する。 

・ＰＣ入力用の作業スペースを設置する。（ＰＣ４台分程

度） 

・各フロアへ移動できる直通エレベーターを設置する。 
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経過観察スペー

ス 
１ 

・経過観察ベッドを４台程度設置する。 

・スタッフステーションから見渡しやすい構造とする。 
 

救命救急エ

リア 

一般病床  ・８床を設置する。  

スタッフステー

ション 
１ 

・スタッフが救急外来エリアと往来しやすいように配慮

した配置とする。 

・救急隊(２～３人)の作業スペースを確保する。 

・ドクターカー運転手が待機する場所を確保する。 

・全体が観察できるように、カウンター式とする。 

・十分な収納スペース保管棚の設置スペースが必要 

  

薬品庫 １ ・医薬品等の準備を実施する。 

汚物処理室 １ 
 

家族控室・説明室 ２ ・重症患者用専用の個室を設置する。 

トイレ １ ・車いす患者の利用に配慮する。 

救急外来エ

リア 

診察室 ５ 

・耳鼻いんこう科、歯科・歯科口腔外科、産婦人科等の

専用ユニットを利用する診療科は、基本的に外来エリ

アの利用を想定する。 

・診察用ベッドの設置スペースを確保する。 

検査スペース １ ・血液ガス検査のためのスペースを確保する。 

コメディカル室 １ 

・薬剤師や検査技師の作業スペース 

・血液ガス 

・ポータブルＸ－Ｐを保管する。 

器材庫 １  

リネン庫 １ ・リネン庫を器材庫とは別に確保する。 

感染症対応

エリア 

感染症患者専用

待合室・トイレ 
１ ・他の患者の待合とは区分し、病院外から感染症対応エ

リアに直接入ることができる構造とする。 

・前室を設置する。 感染症患者専用

診察室 
１ 

スタッフエ

リア 

当直室 ５ ・すべて個室とする。 

スタッフルーム １ 

・医師５人程度と看護師７～８人の作業スペースを確保

する。 

・休憩スペースを兼ねる。 

・ソファー等の什器の設置スペースを考慮する。 

・救命救急エリアを見渡せるように配置する。 

・指導や勉強のため、カルテ端末やインターネット環境

を整備する。 

・患者エリアに近すぎない位置に配置する。 

職員トイレ － ・ＥＲ専用トイレを設置する。 
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スタッフエ

リア 

災害関連物品倉

庫 
１ ・災害関連、ＤＭＡＴ関連の資器材を集約して保管する。 

トリアージスペ

ース 
－ 

・病院敷地内に災害時の患者収容が可能なスペースを確

保する。(救命救急センターから短時間で移動可能な

配置) 
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(４) 栄養関連エリア 

１) 栄養 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

共通 共通  

・ＨＡＣＣＰの概念に基づく「大量調理施設衛生管理マニ

ュアル」にて衛生的に安全な食事を提供できる環境と

する。 

・厨房内の温度や室温管理が調整できる構造とする。 

・原則として、出入口は自動ドアとする。 

・原則として、床、壁の色は、汚染区域、非汚染区域ご

とに変えるものとする。 

食材検収・

保管エリア 

検収室 １ ・前室に、手洗い（自動水栓）と下駄箱を設置する。 

食品庫 ２ 
・米や乾物等の保管用と栄養剤等調理不要なもの用とで

２室設置する。 

冷蔵庫 ２ 
・下処理の必要なものと必要ないものとで２室設置す

る。 

冷凍庫 ２ 
・下処理の必要なものと必要ないものとで２室設置す

る。 

備品庫 １ 
・食品以外のラップ、手袋、未使用の什器用として使用

する。 

厨房エリア 

厨房前室 １ ・手洗い用流しは３人が一度に使用可能なものとする。 

下処理コーナー １ 
 

  

調理コーナー １ ・一般食と特別食コーナーを別々に設置する。 

盛付コーナー １ 
 

配膳車プール １ ・１病棟につき１台の配置スペースを想定する。 

配膳用エレベー

ター 
１  

炊飯コーナー １ 
 

器具洗浄室 １  

調乳エリア 

前室 １ 
・手洗い（自動水栓）を設置する。 

・ロッカーを設置するスペースを確保する。 

調乳室 １ 
・手洗い（自動水栓）を設置する。 

・調乳水製造装置を設置する。 

 

洗浄エリア 

食器洗浄室 １ 
 

食器保管庫 １ ・未使用の食器を保管するために使用する。 
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洗浄エリア 

食器消毒保管庫 １ 

・使用した食器を洗浄・消毒後に保管するために使用す

る。 

・厨房との境に設置する。 

  

前室 １ 
 

下膳車プール １ 
 

排出専用エレベ

ーター 
１ 

・厨房の出入口に隣接して設置する。 

・下膳用エレベーター 

カート洗浄室 １ 
 

病棟エリア 

食堂・デイルーム － 
・病棟ごとに設置する。 

・食堂加算の施設基準を満たすスペースを確保する。 

パントリー（エレ

ベーターホール） 
－ 

・食堂・デイルームに隣接して設置する。 

・手洗い、カウンターを設置する。 

・各階に設置する。 

・配膳車２台と下膳車等の保管スペース及び人の作業ス

ペースを確保する。 

・エレベーター付近で、出口は病室に近い位置に設置す

る。 

・配膳車２台が同時に出入り可能な構造とする。 

・個室とし、臭気対策のための換気設備を設置する。 

管理エリア 

事務室 １ 

・厨房に隣接し、厨房内を見渡すことができる構造とす

る。 

・４人程度の栄養士が作業できるスペースを確保する。 

・調理室内では厨房レイアウトが表示され、事故発生状

況が中央で確認できるようにする。 

・厨房内の温度、湿度、冷蔵庫、冷凍庫の機器検収時の

温度記録が集中管理できる機器を導入する。 

スタッフルーム １ ・エリア内に配置する。 

 
トイレ ２ ・男性用と女性用のトイレを設置する。 

更衣室 ２ 

・男女別の更衣室を設置する。 

・男性用６人分、女性用３０人分のロッカーを設置する

スペースを確保する。 

シャワー室 １   

非常食保管庫 １ 

・４日分の入院患者用及び４日分の職員（３００人）用

の水やフリーズドライの米・缶詰類を保管するスペー

スを確保する。 
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(５) その他中央診療部門（外来以外） 

１) 検査 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

共通 

 

 

・各室独立空調及び独立照明設備とする。 

・使用する水は水道水とする。 

・原則として、ＲＯ水装置は機械ごとではなく、一括管

理とする。 

・業務に必要なＰＣ等を設置するスペースを確保する。 

・業務に必要な実験台等を配置するスペースを確保す

る。 

・原則として、各室の出入口は引戸とし、ベッドと検査

機器が通る幅を確保する。 

中央検査室 

検
体
検
査
室 

検体検査室 １ 

・出入口近くに、血液ガス装置の配置スペースを確保す

る。 

・フリーアクセスフロア（ＯＡフロア）設置は、細菌検

査室、輸血エリアを含む。 

・用手法検査を行うスペースを確保する。 

・院内冷蔵庫温度管理システムを導入し、検査科内で一

元管理ができるように対応する。 

・一般検査、生化学検査、免疫検査、血液検査エリアを

同一フロアに配置する。 

・分析装置（一般用、血液検査用、生化学・免疫検査用）、

顕微鏡等を設置する。 

・検査機器のレイアウトが行いやすい形状とし、極力正

方形に近い形状とする。 

・分析器を２台連結させて配置できるスペースを確保す

る。 

・一般検査エリアに流し台を設置する。 

・新規納入機器やデモ機の検討、データ確認スペースを

設置する。 

・洗面台を出入口付近に６か所設置する。（汚物処理槽

を別途設置する。） 

・血液内科稼働に備えた分析器増設スペースを考慮す

る。 

・個室化された検鏡スペースを増設する。（血液内科医

用） 

・臨床検査部門エリア全体をフリーアクセスフロアとす

る。 

・大型機器が搬入可能な出入口及び通路を確保する。 

・各病棟と連絡するエアシューター及び採血室と連絡す

る検体搬送機 

・大型薬用ショーケース冷蔵庫４～５台と、冷蔵庫 2

台を設置するスペースを確保する。 

を設置する。 

・本棚 生化学部門１１、尿部門３、血液部門４ 

検体搬入、処

理スペース 
１ ・検体の受付及び処理スペースとして使用する。  
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中央検査室 

検

体

検

査

室 

外注検査処

理スペース 
１ 

・外注検査検体の受付及び処理スペースとして使用す

る。 

・作業台と検体保管用の冷蔵庫、冷凍庫を設置するスペ

ースを確保する。 

精度管理・デ

ータ処理室 
１ 

・精度管理（外注含む）及びデータ処理室として使用す

る。 

 

標本染色コ

ーナー 
１ ・流し台を設置する。 

薬品庫 １ 
・医薬用外劇物の保管、管理及び計量を実施するスペー

スを確保する。 

倉庫 １ 

・医療材料（消耗品）、部品等を保管する。 

・納品（物品の受取り）スペースとして使用する。 

・１５㎡程度のスペースを確保する。 

標本保管ス

ペース 
１ 

・血液像、マルク標本の保管スペースとして使用する。 

・１０㎡程度のスペースを確保する。 

検査備品洗

浄室 
１ 

・洗浄器、乾燥機を設置するスペースを確保する。 

・１５㎡程度のスペースを確保する。 

シャワー室 １ 
・検体検査室又は細菌検査室に簡易シャワー室を設置す

る。（薬品を浴びた場合等、非常時に使用する。） 

細
菌
検
査
室 

細菌検査室 １ 

・前室（錠付き）を設置する。 

・一般検査、抗酸菌検査を行う場所を設置する。 

・検体提出用のパスボックス（専用窓口）を設置する。 

・大型機器、遠心機、安全キャビネット等を設置する。 

・洗面台を出入口付近に設置する。 

・陰圧管理、専用の排気設備を設置する。 

・汚物処理槽を設置する。 

・床、壁、実験台は、消毒清掃が可能な仕様とする。 

・染色スペース（流し台）を確保する。 

・安全キャビネット２台、外部排気を設置する。 

・医療ガスではなく、通常の都市ガス配管を設置する。 

・顕微鏡（２台）設置スペースを確保する。 

・本棚２ 

培養室 １ 

・大型機器１台及び培養器５台設置するスペースを確保

する。 

・大型機器搬入に配慮した扉を設置する。 

・陰圧管理、専用の排気設備を設置する。 

 

遺伝子検査

室 
１ 

・前室を付設し、洗面台を設置する。 

・内部を３室に分けられるような構造（作業室／クリー

ンベンチ設置室／検査機器設置室）とする。 

・大型機器、遠心機を複数台、安全キャビネット及びク

リーンベンチを設置するスペースを確保する。 

・陰圧管理とし、専用の排気設備を設置する。 

・各室に流し台を設置する。 

・安全キャビネットは外部排気とする。 

・病理部門との共用は不可とする。 
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中央検査室 

データ処理

室 
１ 

・感染管理、精度管理、統計業務等のデータ処理に使用

する。 

・本棚２ 

・細菌しかデータ処理はしない。 

・４～５人が、作業できるスペースを確保する。 

 

保管室 １ 

・試薬・培地用と菌が発育した培地等を保管するバイオ

ハザード用のエリアを区別する。 

・バイオハザード用の大型冷蔵庫２台と大型冷凍庫１台

を設置する。 

・細菌検査室と共用としてもよい。 

・２０～２５㎡程度のスペースを確保する。 

  

倉庫 １ 

・医療材料（消耗品）、部品等を保管する。 

・棚などの設置スペースを確保する。 

・１５㎡程度のスペースを確保する。 

 

滅菌室 １ 

・滅菌機を３台設置する。 

・床から排水ができるようにする。 

・床は容易に洗浄可能な仕様とする。 

・流し台を設置する。 

・排水設備を設置する。 

・流し台は滅菌機への給水に使用できるようにするこ

と。（水栓は２口以上で、１口はホースが接続できる

ようにすること。 

・１５㎡程度のスペースを確保する。 

 

 

暗室 １ 

・蛍光法を実施するために使用する。 

・蛍光顕微鏡及び作業台を設置するスペースを確保す

る。 

・作業台近くに調光可能照明スイッチを配置する。 

・５㎡程度のスペースを確保する。 

 

輸
血
エ
リ
ア 

輸血管理室 １ 

・全自動輸血検査装置、血液製剤保管冷蔵庫、自己血専

用保管冷蔵庫、試薬、検体保管用の冷蔵庫等を設置し、

作業スペースを確保する。 

・冷蔵庫等は自家発電装置に接続する。 

 (日本輸血・細胞治療学会のＩ＆Ａ（輸血管理の安全

性認証）を満たすため) 

・廃液は病院の専用浄化槽に廃棄するよう計画する。 

・空調設備を整備する。 

・血漿分画製剤管理スペースを確保する。（冷蔵庫２台 

分程度） 

・流し台を設置する。 

・本棚３（そのほかに外部でも可のもの１１） 

・グロブリン製剤ではなくアルブミン製剤とする。 

・６０㎡程度のスペースを確保する。 

・検査エリアと血液製剤入出庫エリア（清潔エリア）に

分ける。 

・検査用机と製剤準備用作業台を設置する。 

倉庫 １ ・輸血関連の記録類を保管する。（２０年分） 



３８ 

管理エリア 

スタッフルーム １ 

・検査部長スペース、技師長スペースを一角に配置する。 

・執務室、休憩室として使用する。 

・４０人程度の収容を想定する。 

・流し台を設置する。 

・本棚４ 

・ロッカー（貴重品）の数は４０人分程度。検査室と離

れる場合は、各部署に設置する。 

・スタッフルームは清潔エリアとする。検査室に設置す

る場合は、検査室外との出入口も設けること。 

待機室 １ ・洗面台を設置する。 

相談室 １  

 

２) 透析 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

共通 共通  

・各室独立空調及び独立照明設備とする。 

・使用する水は、水道水とする。 

・原則として、各室の出入口は引戸とし、ベッドと検

査機器が通る幅を確保する。 

受付エリア 

更衣室 １ 
・３人分のロッカーの設置スペースを確保する。 

・男女共用可 

患者用多目的トイ

レ 
１ ・車いす利用患者に配慮すること。 

血液浄化エ

リア 

医師控室 １ 
 

多目的室 １ 

・患者への説明や診察を実施するスペース、ＣＡＰＤ患

者の診察及び処置スペース、学生指導等での利用を

想定している。 

血液浄化室 

オ
ー
プ
ン 

１ 

・透析ベッド１０床程度を設置するスペースを確保す

る。 

・ベッド間隔は、血液体液曝露の防止を考慮し、１ｍ

以上確保すること。また、ベッド間はカーテン等で

の区分を想定している。 

・病棟ベッド及び車いすの保管スペースを確保するこ

と。 

 
個

室 
１ 

・感染患者用として陰圧室を１室設置すること。 

・陰圧室への入口や動線を一般患者とは別に設置する。 

汚物処理室 １ 
 

薬剤準備室 １ 
 

管理エリア 技士室 １ ・血液浄化エリア内に設置する。 



３９ 

 
スタッフエリア － 

・血液浄化エリア内に配置する。 

・カウンター等で全体を見渡すことができる構造とす 

る。 

・１０台程度のモニターの設置を想定している。 

管理エリア 機械室 １ 

・ＲＯ 

水精製装置、透析液の供給装置及び関連周辺装置を設

置し、粉末溶解等の作業スペースを確保する。 

 
器材庫 １ 

・ダイアライザー等の透析機材を保管するスペースを

確保する。 

・血液浄化室に隣接する。 

・薬剤や看護物品の保管スペースを確保する。 

 
リネン庫 １ 

・清潔リネンと不潔リネンを区別して保管できるよう

にする。 

 

３) リハビリテーション 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

共通 共通  

・原則として、整形外科病棟、脳神経外科病棟と同じ階

に設置すること。 

・アース付コンセントを各室に多く設置すること。 

・屋外歩行訓練場を近接して設置すること。 

・脳血管疾患、運動器疾患、心大血管疾患、呼吸器疾患、

がん疾患、廃用症候群、それぞれに対応したリハビリ

テーションを実施する。 

・心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）、脳血管疾

患等リハビリテーション料（Ⅰ）、呼吸器リハビリテ

ーション料（Ⅰ）、運動器リハビリテーション料（Ⅰ）、

がんリハビリテーション料の施設基準を満たすこと。 

受付エリア 

受付・待合 １ 
 

患者用トイレ ２ 
・片麻痺の車いす患者に配慮し、右麻痺と左麻痺に対応

できる車いす対応型トイレを１か所ずつ設置する。 

病棟エリア 

機

能

訓

練

室 

診察スペー

ス 
１ ・車いすで入れる１０㎡程度のスペースを確保する。 

理学療法ス

ペース 
１ 

・訓練室の開放感を出すために、柱や壁の位置、素材に

配慮する。 

・医療ガス配管を設置する。 

・６分間歩行試験を行うため３０ｍの直線路を確保す

る。また、直線路には１ｍごとに目印を設置する。た

だし、直線路が専用である必要はなく、他用途でも使

用可能とする。   

作業療法ス

ペース 
１ 

・訓練室の開放感を出すために、柱や壁の位置、素材に

配慮する。 

・生活関連道具を設置して、ＡＤＬ指導を実施する。 

・水治療コーナーとして、洗面台等を設置して温水を使

用するスペースを確保する。 



４０ 

病棟エリア 

和室コーナ

ー 
１ 

・風呂等を設置して生活動作訓練を実施する。 

・手摺の設置位置等の指導も想定する。 

・１０㎡程度のスペースを確保する。 

 

言語訓練室 ３ 

・面積は内法による測定で８㎡以上／室とし、防音個室

とする。１室は１２㎡以上とする。 

・医療ガス、吸引装置を設置する。 

  心臓病セン

ターエリア

（外来エリ

アに配置を

想定） 

心臓リハビリテ

ーション室 
１ 

・心大血管専用の機能訓練室（内法による測定で３０㎡

以上。当該療法を実施する時間帯以外は、他の用途に

使用することは可能。）を確保すること。 

・心臓外科、循環器内科及び心肺運動負荷試験（ＣＰＸ）

機能を集約的に配置することにより、心臓病センター

として機能させる。 

・心電図モニター１台、エルゴメーター６台、治療ベッ

ド１台を設置する。 

・トレッドミル１台、レジスタンストレーニング５台を

設置する。 

・患者が外来トイレを利用しやすいように動線に配慮す

る。 

・患者用更衣室と隣接する。 

・全体で１００㎡程度のスペースを確保するものとし、

その内訳は次の通りとする。 

・ストレッチ及び体操のスペース(２５㎡程度)を確保す

る。 

・心電図モニター１台、エルゴメーター６台、治療ベッ

ド１台、トレッドミル１台…３５㎡ 

・レジスタンストレーニング５台…２０㎡ 

・診察スペース…１０㎡ 

・家族待合スペース…１０㎡ 

心肺運動負荷検

査室（ＣＰＸ） 
１ 

・心臓外科、循環器内科及び心臓リハビリテーション室

と集約的に配置することにより、心臓病センターとし

て機能させる。 

患者用更衣室 ２ 
・男女別に設置する。 

・１０㎡程度のスペースを確保する。 

管理エリア 

実習生室 １ ・４人程度で利用する。 

 
物品庫 １ ・車いす、歩行器を収納する。 

スタッフルーム １ 

・事務室（電子カルテ記録室）、休憩室として使用する。 

・一角に技師長スペースを配置する。 

・スタッフ用ロッカーを設置する。 

 

  



４１ 

(６) 手術・集中治療エリア 

１) 手術・中央材料 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

受付エリア 

前室ホール １ 

・患者（入院・外来）の出入口を設置する。 

・動線等の工夫により、患者のプライバシーを守る構造

とする。 

・患者ベッドが通るスペースを確保する。 

・セキュリティを確保する。 

スタッフステー

ション・受付 
１ 

・オープンカウンター形式とする。 

・スタッフステーションは、前室ホールにも手術ホール

にも出入りできるように配置する。 

・各手術室の確認用モニターの設置スペースを確保す

る。 

・事務職員の執務スペースを確保する。 

コメディカル室 １ 

・検査技師や放射線技師等のコメディカルが作業できる

スペースを確保する。（集中治療部門の検査スペース

との共用も可） 

・各種機器（外科用イメージ装置や画像処理装置、術中

モニタリング機器等）の収納スペースを確保する。 

・施錠ができる構造とすること。 

検査スペース １ ・血液ガス装置の収納スペースを確保する。 

待合 １ 
・外来手術患者が術前待機や術後の休憩等に利用する。 

・患者更衣室を隣接する。 

患者更衣室 ２ ・外来手術患者用の更衣室を男女別に設置する。 

患者トイレ ２ ・男女別に設置し、車いす利用者にも配慮する。 

説明室 ２ ・切出しスペースと隣接する。 

切出しスペース １ 

・病理標本を整理するために使用する。 

・病理等の写真を撮影する。 

・検体の検査科への動線に配慮する。 

家族控室 １ 

・手術部門付近に設置する。 

・ローパーテーションで仕切る。 

・説明室とは別の室とする。 

管理エリア 

前室 １ ・業者搬入用の出入口を設置する。 

麻酔科医室 １ 

・各手術室の確認用モニター、生体情報モニターを設置

し、各室の状況、各患者の状態を確認する。 

・１０人程度の医師が執務するスペースを確保する。 

・休憩室を兼用する。 

休憩室 ３ 

・麻酔科以外の医師用（１５㎡程度）と看護師用（３０

人程度）、コメディカル用（５～６人）の３室を確保

する。 



４２ 

管理エリア 

面談室 １ 
・スタッフの面談に使用する。 

・実習生の休憩室を兼用する。 

カンファレンス

ルーム 
１ ・最大１５人程度での使用を想定している。 

スタッフ更衣室 ２ 

・男女別に設置し、更衣ロッカー及び靴箱を設置するス

ペースを確保する。利用人数は、男性７０人程度、 

女性８０人程度とする。 

・室内にシャワー室を付設する。（男女各２ブース） 

・各室内にトイレを付設し、（男女各２）、シャワート

イレ、自動水栓とする。 

・出入口は患者出入口と離れた場所に配置する。 

トイレ ２ 

・男女別に設置する。 

・各手術室から利用しやすい場所に配置する。 

・手術エリアや中央材料エリアとの共用も可とする。 

倉庫 
１ 

以上 

・消耗品、診療材料、医療機器等を保管する。 

・各手術室からのアクセスが良い位置に配置すること。 

器材庫 
１ 

以上 

・固定具を置くスペースを確保する。 

・各手術室からのアクセスが良い位置に配置すること。 

リネン庫 
１ 

以上 
・各手術室からのアクセスが良い位置に配置すること。 

手術エリア 

手術ホール － 

・ベッドや準備器材が十分に余裕をもってすれ違うこと

が可能なスペースを確保する。 

・各手術室付近（中央ホール）に、ＭＥ機器・手術器材・

ベッドの各置場を配置し、患者から見えないように配

慮する。 

・周囲への水跳ねに配慮した手洗いコーナーを設置す

る。 

手術室 

(以下、内訳) 
１０ 

・手術室の空気清浄度は、ＮＡＳＡ規格に基づき、バイ

オクリーン手術室１室をクラス１００、その他の手術

室をクラス１０，０００と設定する。 

・空調、排水設備、各種電源、余剰ガス排出設備、通信、

インターホン及びモニターカメラ(術場・術野)を設置

する。 

・すべての手術室を内視鏡手術対応とし、内視鏡手術が

可能なシーリングや医療ガス配管を設置する。 

・各手術室に輸血製剤用冷蔵庫の設置スペースを確保す

る。 

・透析の実施が想定される手術室には、透析用の水道設

備を整備する。 

・輸液を温めるための保管庫を設置する。 

・各室に緊急ブザーを設置する。 

・病院空調設備の設計管理指針の清浄度クラスと環境条

件に合わせる。（現在ＮＡＳＡ規格は用いない。） 

・陰圧に切り替えられる手術室を１室設置する。 

・すべての手術室はハイブリット手術室並みの広さとす

る。 



４３ 

手術エリア 

（一般手術室） （７） 

・感染症用の手術室として、陰圧・陽圧の切り替えがで

き、前室を確保した手術室を１室整備する。その他は

平圧・陽圧の切り替えができる設備とする。 

・心臓外科用の手術室は、体外循環に関する装置が設置

可能なスペースを確保する。 

・各手術室にビデオモニター(内視鏡やデータの確認等

に利用)を設置する。 

・術場、術野の映像を配信できる設備を設置する。（以

下同じ） 

（ハイブリッド

手術室） 
（１） 

・血管造影装置の設置が可能な構造とする。 

・放射線防護対応の設備を整備する。 

・血管造影室と隣接した配置とする。 

(血管造影室は、手術室と同一フロアを想定し、操作

室の共用を可能とする。) 

（ロボット手術

対応手術室） 
（１） 

・ロボット手術に対応可能な構造とする。 

・一般手術の実施時には、ロボット手術用機材を保管で

きるスペースを確保する。 

（バイオクリー

ン手術室） 
（１） 

・前室を設置する。 

・陰圧・陽圧の切り替え可能な設備を整備する。 

・物品受渡し用のパスボックスを設置する。 

 

回復エリア １ 

・４床程度のリカバリーベッドの設置を想定する。 

・ＧＩＣＵ看護師による管理を想定しているため、集中治

療部門とのアクセスを考慮した配置とする。 

・緊急ブザーを設置する。 

  
ごみ庫 ２ 

・感染ゴミと非感染ゴミを区別する。 

・それぞれコンテナ２台が置けるスペースを確保する。 

汚物処理室 ２ 
 

足洗い場 １ ・２～３人が同時に使用可能な設備とする。 

フラッシュ減菌

室 
１  

器材庫 
２～

３ 

・各手術室から器材を取りに行きやすい位置に配置す

る。 

 
中央材料エ

リア 

共通  
・汚染物と清潔なものが混在しないよう、一方向に進め

るよう配置する。 

受付・事務室 １ 
 

洗浄室 １ 

・手術部門と中央材料部門が直上下階の場合には、手術

室からの回収のための専用エレベーターと階段を設

置する。 

・７０㎡程度のスペースを確保する。 

・器具除染用洗浄機３台、減圧沸騰式超音波洗浄機１台、

ファイバー洗浄機１台、浸漬洗浄槽２台が置けるスペ

ースを確保する。 

・大型乾燥機（高温２台、低温２台）の設置スペースを

確保する。 



４４ 

中央材料エ

リア 

組立・滅菌室 １ 

・両開きオートクレーブ３台、ステラート滅菌３台、  

ＲＯ水装置１台を設置する。 

・１５０㎡程度のスペースを確保する。 

保管・払出室 １ 

・手術部門と中央材料部門が直上下階の場合には、専用

エレベーターの設置による供給も考慮する。 

・滅菌物は滅菌コンテナのシステムにて対応するよう計

画する。 

・手術室以外の部署への緊急供給に利用するパスボック

スを 1か所確保する。 

・１００㎡程度のスペースを確保する。 

スタッフ更衣室 ２ 

・男女別に設置する。 

・管理エリアのスタッフ更衣室との共用も可とする。 

・洗面台を設置する。 

休憩室 １ 
・中央材料職員用（８～１０人程度）として使用する。 

・管理エリアの休憩室と共用は不可とする。 

トイレ １  

器材庫 １ 
 

ごみ出し室 ２ ・感染ゴミ・非感染ゴミに分別する。 

汚物処理室 １ ・洗浄室内にスペースを設置する。 

器材準備エ

リア 

器材展開室 1 ・機械保管と共用で広めのスペースを確保する。 

ＭＥ管理室 １ 

・医療機器の修理・点検・保管、事務等のスペースとし

て、スタッフ１人分の作業スペースを確保する。  

・手術エリアを通らずに業者と機器を受渡しできるよう

な配置とする。 

・各手術室の確認用モニターの設置スペースを確保す

る。 

・ポンプ類を保管する。 

薬剤エリア 

調剤スペース 1 ・調剤スペースを確保する。 

薬品庫 １ 
・金庫での薬品管理をするため、施錠可能な構造とする。 

・施錠可能な冷蔵庫を設置するスペースを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４５ 

２) 病理 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

病理部門エ

リア 

切出し室 １ 

・換気装置付臓器撮影装置、パラフィン浸透装置及びク

リオスタッドを設置する。 

・室内はエアカーテン、陰圧等の換気装置設置、窓を設

置する。（※以下、ホルマリン対策が必要な室につい

ても同様とする。） 

・プッシュプル機能付き検体処理流し台を設置する。 

・プッシュプル機能付き収納棚を設置する。 

・ミクロトーム室と隣接とする。 

・検体受取りスペースを確保する。 

・ホルマリン液排水設備を整備する。 

ミクロトーム室 １ 

・包埋装置、薄切機械及び伸展器を設置するスペースを

確保する。 

・室温が高いとパラフィンが膨張するため、室内温度管

理に配慮する。 

・切出し室と隣接する。 

・都市ガスを整備する。 

・衝撃の少ない床材とする。 

 

染色・検体処理室 １ 

・染色装置、自動封入装置、自動免疫染色装置、細胞診

標本作成装置、ディープフリーザー、冷蔵庫、遠心機

等を設置するスペースを確保する。 

・有機溶剤を使用するため、換気に配慮する。 

・病理医室からも出入りできるように配置する。 

・試薬保管室と隣接する。 

・医療ガス配管を整備する。 

・外部排気安全キャビネットを設置する。 

・滅菌器を設置する。 

・衝撃の少ない床材とする。 

・医療ガス配管ではなく、通常の都市ガス設備を設置す

る。 

・本棚２ 

・緊急用シャワーを設置する。（共用可） 

・標本準備のためのスペースが必要。（８㎡程度） 

試薬保管室 １ 

・劇物を取り扱うため、施錠可能な室とする。 

・室内はエアカーテン、陰圧等の換気装置を設置する。 

・染色・検体処理室と隣接する。 

 

暗室 １ 
・蛍光顕微鏡、撮影装置を設置するスペースを確保する。 

・出入口は１か所のみとする。 

細胞診検鏡室 １ 

・衝撃の少ない床材とする。 

・ディスカッション顕微鏡（４人用）と顕微鏡４台を設

置するスペースを確保する。 

・本棚１ 

危険物保管室 １ ・アルコール等の消防法上の危険物を保管する。 



４６ 

病理部門エ

リア 

遺伝子検査室 １ 

・前室を付設する。 

・内部を３室（作業室／クリーンベンチ設置室／検査機

器設置室）に分けられるような構造にする。 

・出入口は１か所のみとする。 

・細菌検査部門との共用は不可とする。 

・本棚１ 

病理医室 ３ 

・医師用の執務室。 

・窓、本棚等を設置する。 

・各室に顕微鏡、病理端末、電子カルテ端末を設置する

スペースを確保する。。 

・病理医ディスカッション室と隣接する。 

（病理医・病理研

修）ディスカッシ

ョン室 

１ 

・病理医室と隣接して配置し、ディスカッション顕微鏡

（６人用）を使用しての検討スペースとする。 

・衝撃の少ない床材とする。 

・本棚１ 

標本保管室 １ 

・パラフィンブロック、標本を保管する。（現病院：約

９５㎡） 

・移動式の保管棚を設置する。 

・空調設備を整備する。 

・一部の標本（古い標本等）は部門外保管も可とする。 

・本棚２ 

廃液・臓器保管庫 １ 

・切出し室に隣接する。 

・切出し済み臓器を保管する。 

・ホルマリンや有機溶剤等の廃液を保管する。 

・ホルマリン等の特殊排水設備を整備する。 

・室内はエアカーテンや陰圧等の換気装置を設置する。 

・数か月間程度の１次保管場所として使用する。 

・外部に直接出入り可能な出入口を設ける。 

病理解剖エ

リア 

解剖室 １ 

・前室を設置する。 

・室内は陰圧とする。 

・ホルマリン等の特殊排水設備を整備する。 

・汚物用特殊排水設備を整備する。 

・解剖後の処置スペースを確保する。 

・プッシュプル換気装置付解剖台を設置する。 

・無影灯等高照明器具を設置する。 

・長靴洗浄機を設置する。 

・換気設備を整備する。 

・医療スタッフと家族の動線を別にする。  

シャワー付き更

衣室 
２ 

・男女別に更衣室を設置し、室内にシャワーブースを設

置する。（バスタブは不要。） 

・男性用３、女性用２のロッカーを設置する。 

臓器保管室 ２ 

・室内はエアカーテンや陰圧等の換気装置を設置する。 

・解剖室と隣接し、廊下からも出入り可能な配置とする。 

・保管用の移動棚を設置する。 

遺体保冷室 ２ ・遺体用冷蔵庫２台を設置する。 



４７ 

病理解剖エ

リア 

危険物保管室 １ ・アルコール等の消防法上の危険物を保管する。  

霊安室 ２ ・２家族の動線に配慮する。  

エンゼルケア専

用室 
１ 

・解剖室と霊安室との中間に配置する。 

・解剖室からエンゼルケア専用室及び霊安室への動線

は、廊下等を経由しないようにする。 

  

 

３) 集中治療 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

スタッフエ

リア 

スタッフステー

ション 
３ 

・オープンカウンターとし、ＥＩＣＵ用とＧＩＣＵ用、ＳＣＵ

用をそれぞれ配置する。 

・スタッフステーション間の連携がとりやすいように

配慮する。 

・十分な収納スペースや保管棚を確保する。 

・各室への動線の最短化とスタッフステーションから

各室の観察が容易にできる配置とする。 

・看護師以外の職種が執務可能なスペースを１～２席

確保する。 

・生体情報モニター、画像モニター、患者観察用モニ

ターを設置する。 

調剤スペース １ 
・ミキシングスペースを確保する。 

・薬剤の搬送設備との動線を考慮した配置とする。 

ＩＣＵ管理室 １ ・１５㎡程度とする。 

ＭＥ管理室 １ 

・臨床工学技士が作業するスペース及び機器収容が可

能なスペースを確保する。 

・ＲＯ水精製装置の給排水設備を設置する。 

カンファレンス

ルーム 
２ 

・最大１０人程度が使用する。 

・カルテ端末及びインターネット環境を整備する。 

・研修医・学生指導室としても使用する。 

スタッフルーム ２ ・医師用と看護師用のスタッフルームを整備する。 

病棟事務室 １ ・スタッフルームに近接して配置する。 

当直室 ３ ・ＧＩＣＵとＥＩＣＵ、ＳＣＵにそれぞれ配置する。 

 

職員トイレ ３ ・ＧＩＣＵとＥＩＣＵ、ＳＣＵにそれぞれ配置する。 



４８ 

病室エリア 

ＧＩＣＵ ６ 

・手術部門に隣接する。 

・ＥＩＣＵと隣接する。（集約化） 

・特定集中治療室管理料（Ⅰ、Ⅱは１床あたり２０㎡。

Ⅲ、Ⅳは１床あたり１５㎡。）の施設基準を満たし

たレイアウト、設備とする。 

・可能な限り各病床から窓が見えるように配慮する。 

・全病床で透析対応が可能な構造とする。 

・脳死判定測定が可能な室を１室確保し、透析対応が

できるようにする。（陰陽圧室とする。） 

・スタッフ用手洗いを設置する。 

・各室に手洗いを設置する。 

・個室は２室程度とする。 

救急病床 

（ＥＩＣＵ） 
１２ 

・ＧＩＣＵと隣接する。（集約化） 

・救命救急入院料１の施設基準を満たす病床を１２床

設置する。ただし、将来的拡張性を考慮した構造と

する。 

・２床分については個室とし、患者家族の面会が行い

やすいようにする等、治療室の構造や患者待機スペ

ースとの動線に配慮する。 

・２床のうち、結核等の感染患者の受入れを可能とす

るため、治療室の入口付近かつエレベーター付近に

陰圧室１室を確保する。 

・一部（半数程度）の室で透析対応ができるようにす

る。 

・個室を２室、セミオープンを１０床とする。 

・スタッフ用手洗いを設置する。 

・各室に手洗いを設置する。 

・ＥＲと位置が離れる場合は、ＥＲからの直通エレベータ

ーを設ける。 

ＳＣＵ 

（脳卒中ケアユ

ニット） 

６ 

・ＳＣＵ６床を設置し、オープンフロアとする。 

・ＳＣＵの運用により、脳卒中急性期に対する手厚い体

制を確保（ＥＩＣＵ・ＧＩＣＵとの一体的な運用）する。 

・ＳＣＵ内に収納スペースを設置する。 

・ＳＣＵの場所によっては、職員用トイレを設置する。 

検査スペース １ 

・血液ガス検査を実施する。 

・ＧＩＣＵとＥＩＣＵとで共有可とする。 

・輸血を冷やす。 

・換気ができる。ＢＦの洗浄 

・施設基準に合致したものとする。 

患者用トイレ ２ 
・ＥＩＣＵ、ＳＣＵに設置する。 

・多目的トイレを１か所設置する。 

患者・家族 

エリア 

家族控室 ４ 

・２室は１家族用の個室とする。 

・患者家族が２４時間待機できるように配慮する。 

・手術部門との共用は不可とする。 

・ロッカーを設置するスペースを確保する。 

説明室 ２ ・患者や患者家族に対する説明室を２室設置する。 



４９ 

その他 

器材庫 １ 
 

放射線機器保管

スペース 
１ 

・ポータブル撮影装置の保管スペースとする。 

・施錠可能な室であれば、他の倉庫や器材庫等と兼用

可とする。 

清潔リネン庫 １ 
・清潔リネンのみ保管する。（不潔リネンはエリア外

に保管する。） 

汚物処理室 １ 
 

ごみ出し室 １  

 

４) 臨床工学 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

管理エリア 

医療機器管理室 １ 

・「返却→点検→一時保管→貸出」の業務の流れに応

じ、パーテーション等で医療機器貸出室、医療機器

返却室、医療機器点検・修理室、点検済機器の一時

保管場所、機器のテストランニングスペースに区分

する。 

・貸出と返却の入口を区分する。 

・貸出室には充電・保管可能な専用棚を設置する。 

・無停電電源、非常用電源を設置する。 

・集中管理するため、広いスペースが必要。 

物品倉庫 １ ・高額物品を保管するため、施錠可能な独立室とする。 

保管倉庫 １ 

・修理中及びメーカー修理機器の架台や代替機器、廃

棄機器や各部署で不要になった機器で使用可能な機

器等を保管する。（一時、長期） 

執務室 １ 

・医療機器管理室に近接配置する。 

・パソコン２台 

・執務室の一角に、１０人程度で使用する打合せスペ

ースを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５０ 

５) 血管撮影 

血管撮影エ

リア 

血管造影室 ３ 

・前室を付設する。手術時手洗いができる設備を設置す

る。 

・清浄度を保てる設備とする。（手術室と同等の空調等：

陽圧、換気回数１５回／時間） 

・循環器用２台を設置する。 

・多目的用１台（バイプレーン）をハイブリッド手術室

ではないスペースに設置する。 

・血管造影室は集約的に配置する。 

・血管造影装置を導入可能なハイブリッド手術室との隣

接配置により、操作室は共用化を図る。(血管造影室

は手術室と同一フロア。)  

・室内に流し台を設置する。 

・９ｍ×７ｍ程度のスペースを確保する。 

機械室 ３ ・３ｍ×６ｍ程度のスペースを確保する。 

操作室 － ・５ｍ×６ｍ程度のスペースを確保する。 

物品倉庫 １ 
・機材類の管理に使用する。３室からアクセス可能で、

十分な広さを確保すること。 

前室（止血室） １ 

・３つの血管造影室からそれぞれアクセス可能であるこ

と。 

・ストレッチャーが２台は入れるような広さを確保す

る。（ベッドについては手術室と相談。） 

カンファレンス室 －  

手洗場 １ ・医師用の手洗い 

更衣室 ２ 

・医師が検査着に更衣するスペースとして、男女別に設

置する。 

・男性用２０人分、女性用５人分程度のロッカーを設置

するスペースを確保する。 

・配置によっては、手術・中材の管理エリアのスタッフ

更衣室と共用してもよい。 

説明室 ２ ・ベッドが入るスペースを確保する。 



５１ 

(７) 病棟エリア 

１) 一般病床（小児、周産期センター・婦人科以外）（室数は、病棟ごとの数とする） 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

共用 廊下等  

・セキュリティを充実し、離院者や不審者の侵入防

止を図る。 

・廊下に、埋め込み式のマグネット式の個人防護具

（マスク、エプロン、手袋）を入れるフォルダー

やアルコール消毒の配置が行える場所を確保す

る。 

・廊下の幅員は、ベッド２台がすれ違うことができ

るよう、ゆとりある幅員とする。 

スタッフ 

エリア 

スタッフステー

ション 
１ 

・オープンカウンターとする。 

・十分な収納スペースや保管棚を設置するスペース

を確保する。 

・各室への動線の最短化を図る配置とする。 

・看護師以外の職種が執務できるスペースを１～２

席確保する。 

・薬剤師専用のスペースを確保する。 

・次の諸室には医療用ガス配管の設置を想定する。 

全病室 

デイルーム 

スタッフステーション内のベッドを配置できる

スペース 

・食器洗浄乾燥機を導入する。 

・汚染物を洗浄できるシンクと手洗いシンクを設置

する。（オーバーフロー不要） 

・ベッドを収容可能なスペースを確保する。 

・オープンカウンターのため、騒音に考慮した配置

とする。 

・１０～１５人を収容できるスペースを確保する。 

・ＳＰＤ・診療材料等を置けるスペースを１フロアに

１か所集中配置する。 

・麻薬金庫を設置するスペースを設置する。 

調剤スペース １ 

・各病棟に１か所設置する。 

・ミキシングスペースを確保する。 

・薬剤の搬送設備との動線を考慮した配置とする。 

 

カンファレンス

ルーム 
１ 

・２０人程度で使用する。 

・フロアでの共用も可とする。 

・ベッドを収容可能なスペースを確保する。 

・分割できるようにする。 

 
実習指導室 １ 

・スタッフステーションに近接配置する。 

・最大１０人程度で使用する。 

・個人用ロッカーの設置スペースを確保する。 

スタッフルーム １ 
・スタッフ用の休憩室を設置する。 

・個人用ロッカーを設置する。 



５２ 

スタッフ 

エリア 

病棟事務室 １ ・各病棟に１室設置する。 

職員トイレ ２ ・男女別に設置する。 

病室 

共通  
・転倒転落に配慮した床材の仕様とする。 

・中央配管はすべてのベッドに設置すること。 

４床室 ６ 

・各病室が個室的なレイアウトとする。 

・洗面台、ロッカー等を設置する。 

・吸引を共用しないよう配管は個人用とする。 

・トイレは２室程度ごとに１か所設置するものとす

る。 

有料個室 ７ 

・洗面台、ロッカー、車いす用トイレ、シャワー等

を設置する。 

・内装を工夫する。 

・１床あたり６．４㎡以上とする。 

観察病室 ２ 

・４床室×２室程度を想定している。 

・各病棟のスタッフステーションに隣接配置する。 

・観察の対象は、術後等の重症者や認知症等の患者

とする。なお、認知症等の患者の観察を想定して、

防音等に配慮する。 

・吸引を共用しないよう、配管は個人用とする。 

・患者監視装置等を設置する。 

重症個室 ２ 

・各病棟のスタッフステーションに近接して配置す

る。 

・患者監視装置等を設置する。 

その他個室 

(必要な病棟の

み  数字 は内

数) 

（２） 

・呼吸器内科及び皮膚科が入る病棟には、スタッフ

ステーション付近に陰・陽圧管理可能な室を１室

設置する。 

・耳鼻いんこう科が入る病棟には、ＳＡＳ（睡眠時無

呼吸症候群）専用病室１室の設置を想定する。 

診察・処置 

エリア 

処置室 １ 

・処置ベッド１台を設置するスペースを確保する。 

・病棟用ベッドでの入室を考慮する。 

・病棟に配置される診療科の特性に合わせたレイア

ウトや設備とする。 

（例：小児病棟は防音に配慮、外科病棟、泌尿器

科病棟はストーマケアのためにトイレ・洗面台を

設置、腎臓内科は腹膜透析の指導・実施を兼ねる

等） 

診察ユニット 

(必要な病棟の

み) 

１ 

・耳鼻いんこう科、歯科・歯科口腔外科、眼科が配

置される病棟、周産期センターは、汎用の診察ユ

ニットの設置を想定する。 

・使用目的に合わせた十分なスペースを確保する。 



５３ 

患者・家族

エリア 

食堂・デイルー

ム 
－ 

・食事の取り違えがないように、１病棟に１か所配

置する。 

・スタッフステーション付近に設置する。 

・食堂加算の施設基準を満たすスペースを確保する。 

・配膳・下膳用のパントリーを付設する。 

・面会スペースを兼ねる。（眺望等に配慮する。） 

・デイルーム・洗面台は、車いすでも利用しやすい

ようにする。 

・吸引配管は壁設置を希望。 

・病棟単位で配置する。（脳神経外科・整形外科以外

はフロアでの共用が可能な配置も可とする。） 

・給食用専用エレベーターを設置する。 

説明室 ２ 

・患者や家族の面談室として使用する。 

・車いすでの利用に配慮する。 

・フロアでの共用が可能な配置も可とする。 

・中央配管が必要。 

・６～８人程度が利用できるスペースを確保する。 

トイレ 適宜 

・原則として、衛生器具は壁掛け型とし、自己発電

式センサー式水栓とする。 

・原則としてすべてのブース（便房）内及び小便器

横に非常ブザーをせっちする。 

・汚物処理室近くのトイレには蓄尿スペースを確保

する。 

・車いすでの利用も考慮した広さ、配置とする。 

・１か所はストレッチャーが入るスペースを確保す

る、又は簡易折り畳みベッドを設置する。（内科・

外科・消化器内科のみ） 

汚物処理室 １ 

・ポータブルトイレを保管可能なスペースを確保す

る。 

・スタッフ以外が入室できないように施錠可能なド

アを設置する。夜間の洗浄作業に配慮し、騒音防

止に配慮する。 

・臭気や飛び散りへの配慮を行い、壁掛け型器具と

する。 

・自己発電式センサー式水栓とする。 

・室内にベットパンウォッシャーを設置する。（給水、

給湯、排水を設ける。） 

シャワー室 ２ 

・車いす、ストレッチャーの患者の利用に配慮した

スペース及び動線とする。 

・１室は介助なしのシャワー室、もう１室はストレ

ッチャー対応のシャワー室とする。 

・浴槽は不要。 

・シャワー室と脱衣所には冷暖房設備を設置する。 

・室内及び室外の適切な位置にナースコールを設置

する。 

洗濯室 １ 

・１フロアに１室設置し、室内に洗濯機・乾燥機等

を設置する。（２～３台） 

・空調設備を整備する。（乾燥機使用により高温に

なるため、個別に対応できる空調を設置する） 



５４ 

その他 

器材庫 ２ 

・その他、壁や廊下にも適宜収納スペースを確保す

る。 

（壁面が廊下側に張り出さないように配慮する。） 

・１室については、ＳＰＤ管理の看護物品等を収納す

る器材庫とする。1 フロアで１室の共用も可とす

る。 

・車いす・歩行器等の物品の収納場所とする。（数

か所に分けて収納できるようにする。） 

・書類やレクリエーション用の備品等を入れる収納

場所を確保する。 

放射線機器保管

スペース 
１ 

・ポータブル撮影装置の保管スペースとする。 

・施錠可能な室であれば、他の倉庫や器材庫等と兼

用可とする。 

・フロアでの共用が可能な配置も可とする。 

リネン庫 ２ ・清潔・不潔別に設置する。 

清掃カートの収

納場所 
１ ・１ｍ×１ｍ程度のスペースを確保する。 

設置型液体酸素

充填室 
１ 

・呼吸器内科が配置される病棟の付近に設置する。 

・患者指導・説明室、器材庫を兼ねる。 

ごみ出し室 １ 
 

 

２) 小児（下記以外は、一般病床と同様の構成を想定） 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

一般病室 

共通  
・空気感染対策のため、２室程度を陰圧室とする。 

・全室に中央配管で圧縮空気を利用できるようにする。 

有料個室 ６ ・洗面台、ロッカー、トイレ等を設置する。 

２床室 ５ ・洗面台、ロッカー、トイレ等を設置する。 

その他（個室） ４ ・重症個室×１室、観察・隔離用個室×３室を想定 

 
診察・処置

エリア 
処置室 １ 

・処置室は乳幼児用の処置台と処置用ベッド（ストレッ

チャー）が置けるスペースを確保する。 

・病棟でエコーを実施できるように処置室を分割利用で

きるようにすることを検討する。（暗室にする。） 

・子どもの声が室外に漏れないように配慮する。 

患者・家族

エリア 
プレイルーム １ 

・小児入院医療加算料に係る加算の施設基準に定めるプ

レイルーム（３０㎡）の要件を満たすスペースを確保

する。 
 

 

 

 

 



５５ 

３) 周産期センター・婦人科（下記以外は、一般病床と同様の構成を想定） 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

共通 トイレ  ・男性用トイレも設置する。 

スタッフエリ

ア 
当直室 ２ 

・分娩室に隣接して設置する。 

・産婦人科医用当直室１室のほか、小児科医用当直室

１室を確保し、ＮＩＣＵに近接配置する。 

新生児室 新生児室 １ 

・ベビーコット１０～１５台を設置する。 

・退院時指導のためのスペースとして、沐浴槽２セッ

ト分のスペースを確保する。 

・陽圧管理とする。 

・廊下に面した配置とし、カーテン等を設置する。（家

族との面会に配慮する。） 

新生児集中 

治療病室 

ＮＩＣＵ １ 

・４床分の設置スペースを確保する。 

（※開院時は３床での稼働を想定している。） 

・新生児特定集中治療室管理料の施設基準を満たした

レイアウト・設備を整備する。 

・ＮＩＣＵ・ＧＣＵはスタッフステーションから見渡しや

すい構造とする。 

・ＮＩＣＵと分娩室は隣接配置とする。隣接配置が難しい

場合は、分娩室に蘇生室（処置スペース）を確保す

る。 

・感染症発生時の隔離スペースを確保する。 

・個室化を検討する。（ロールカーテンの設置等、プ

ライバシーに配慮する。） 

・廊下に面した配置とする。（家族との面会に配慮す

る。） 

・陰陽圧管理とする。 

・手術室への直通エレベーターか、動線を配慮する。 

・１床あたり７㎡以上。バイオクリーンルーム。 

暗室 １   

検査スペース １ 
・血液ガス検査のためのスペースを確保する。 

・２㎡程度のスペースを確保する。 

 

ＧＣＵ １ 

・８床分の設置スペースを確保する。 

（※開院時は６床での稼働を想定している。） 

・新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準を満た

したレイアウト・設備とする。 

・感染症発生時の隔離スペースを確保する。 

・陽圧管理とする。 

・感染症発生時の隔離スペースは陰陽圧とする。 

・ＧＣＵのための授乳室を設置する。 

隔離室 １ 

・２床程度の処置スペースを想定する。 

・中央配管を設置する。 

・陰陽圧管理とする。 

・室内に専用の沐浴槽１セット分のスペースを確保す

る。 



５６ 

新生児集中 

治療病室 

沐浴スペース １ 
・クリーンエリア内でなくても可。 

・沐浴槽１セット分のスペースを確保する。 

倉庫 １ 
・保育器・人工呼吸器等を保管する。 

・２０㎡程度のスペースを確保する。 

診察・処置エ

リア 

分娩室 ２ ・手術室への動線に配慮する。 

・陣痛室にはトイレ、シャワー、浴槽を設置する。 

・中央配管を設置する。 陣痛室 ２ 

処置室 １ 
・ユニットを設置する。 

・ベッド２台が入るスペースを確保する。 

調乳室 １  

倉庫 １ 
・ＮＳＴ（ノンストレステスト）モニターを保管する。 

・１０㎡程度の広さを確保する。 

一般病

室 

産

科 

エ

リ

ア 

２床室 ３ 
・個室的なレイアウトとする。 

・洗面台、ロッカー、トイレ等を設置する。 

 

１床室 ６ 
・母児同室を促進する。 

・１室は両親とベビーの宿泊を想定している。 

婦

人

科 

エ

リ

ア 

４床室 １ 
・個室的なレイアウトとする。 

・洗面台、ロッカー等を設置する。 

１床室 ５ 
 

重症個室 ２ 
・各病棟のスタッフステーションに近接して配置する。 

・患者監視装置等を設置する。 

観察病室 １ 
・４床程度を設置する。 

・スタッフステーションに隣接設置する。 

患者・家族エ

リア 

指導室 １ 

・集団指導に使用する。（５人程度） 

・病棟内にスペースが確保できない場合は、別フロア

でも可とする。 

授乳室 １ ・面会室とは別途で設置する。 

面会室 １  

 



５７ 

(８) 管理エリア 

１) 医療情報・診療情報管理 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

医療情報 

システム室 

サーバー室 １ 

・ラック１５台分以上のスペースを確保する。また、シ

ステム更新時にサーバーを設置するスペースを確保

する。 

・サーバー設置部分の免震性を確保する。 

・医療情報管理室に隣接する。 

・セキュリティ対策のため、入室者を限定できる構造・

配置とする。 

・物品搬送のために、エレベーターへの動線に考慮する。 

・中層階（最上階以外）に配置する。 

・２４時間空調が必要である。 

・床はフリーアクセスフロアとする。 

資機材倉庫 １ 
・予備機等の機器保管スペースを確保する。（４０㎡程

度） 

医療情報管理室 １ 

・医療情報システム担当職員(５人程度)、診療録担当職

員(８人程度)の執務スペースを確保する。 

※監視端末、データ出力端末(５台)以外に、作業でき

るスペースを確保する。 

・サーバー室に隣接する。 

・システム関係者等との打合せスペースを確保する。 

・トラブルへの対応を迅速に行うために、外来へのアク

セスを考慮する。 

・手洗い場所を設置する。 

・床はフリーアクセスフロアとする。 

書類庫 １ 

・電子カルテ関連書類２年分（段ボール４００箱程度で、

以後は減少）を保管する。（タイムスタンプ運用を想

定） 

・紙カルテを保管する。（１，０００ファイルメーター程

度） 

・各部門の書類庫などを集約化する。(保管年限のある

書類等の保管を想定) 

・カルテ開示に対応しやすい場所に配置する。 

  

スキャンセンタ

ー 
１ 

・スキャナー、ＰＣ２～３台、フイルムスキャナー及び

ＣＤ－Ｒ作成装置各１台を設置する。 

・患者サポートセンター近くのバックヤードに配置す

る。 

オペレーション

ルーム 

（システム及び

ベンダールーム） 

１ 

・端末３５台程度での作業スペースを確保する。 

・レセプト用プリンター２台の設置を想定する。 

・システム更新時に、開発・機器保管ができるスペース

を確保する。 

・床はフリーアクセスフロアとする。 

 



５８ 

２) 医療安全 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

受付エリア 受付・待合 — 
 

管理エリア 

相談室 １ 

・患者サポートセンターの相談室とは別に確保する。 

・医療安全管理室と隣接する。 

・１０人程度での利用を想定する。 

・車いす患者の利用に配慮する。 

・クレームや職員からの相談に対応すること等を想定し

て、防音性に配慮する。 

・ビデオカメラや防犯ブザーを設置する。 

・患者用と職員用の出入口をそれぞれ設置し、職員用出

入口は事務室と接続する。 

・電子カルテ端末を設置するスペースを確保する。 

医療安全管理室

（事務室） 
１ 

・感染管理部門と連携を取りやすい位置に配置する。 

・外来や病棟と連携しやすい位置に配置する。 

・感染管理部門や事務管理部門と事務室を共用すること

も可とする。 

・５人が業務できるスペースを確保する。 

・ラック（９０×１８０㎝）が４個入れるスペースを確

保する。 

 

３) 感染管理 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

管理エリア 

感染対策室 

（事務室） 
１ 

・６人程度が業務できるスペースを確保する。 

・医療安全管理部門との同室も可とする。（業務スペー

スは別途で確保） 

・検査部門と隣接する。 

・インターネット環境、ＰＣ、カラープリンターの設置

を想定する。 

器材庫 １ 

・感染関連の物品（新興感染への全身防護具や災害時の

備蓄物品を含む）や書類保管のスペースを確保する。 

・他部門との共用も可とする。（ただし、感染関連の物

品は嵩が大きい点を配慮すること。） 

・器材庫は事務室に近接して配置する。 

・幅９４㎝×高さ：天井までのラック１０個程度の設置

を想定する。 

 

 

 

 

 

 



５９ 

４) 事務（教育研修含む） 

エリア 諸室名称 数 要件・備考 

患者エリア

（アメニテ

ィ関連） 

売店 １ 

・コピー機、ＡＴＭ等を設置する。 

・売店付近にイートインコーナーを設置する。 

・車いす利用者等を考慮し、１５０㎡程度のスペース

を確保する。（倉庫・事務スペースを含む。） 

・宅配便やクリーニングの取次ぎスペースの設置を考

慮する。 

・屋外からの出入口を設置する。 

・屋外へのイートインコーナーの設置を検討する。 

自動販売機コー

ナー 
適宜 

・適宜適所に配置する。 

・ペットボトルや缶飲料のほかに、日用品、食品、カ

ップ式の飲料の設置にも配慮した設備を整える。 

・テーブルやいすを設置するスペースを確保する。（売

店のイートインコーナーと兼用してもよい。） 

職員エリア 

医務局長室 １ 
 

医局 １ 

・事務エリアの事務室と隣接又は同一室内に事務スペ

ースを確保することでもよい。 

・デスク間は間仕切りで区分する。 

面談コーナー １ 

・医師が病院外部者と談話できるコーナーとする。 

・複数ブースに区分する。 

・医局に併設する。 

研修医室 １ 

・臨床研修指定病院として必要な室であり、医局と近

接する。 

・電子カルテ端末やインターネット端末を設置するス

ペースを確保する。 

・トレーニングルームへのアクセスを考慮する。 

・救命救急センターや病棟へのアクセスに考慮する。 

・研修医室又は研修医カンファレンスルームの内部か

近傍に研修センター事務室を設置する。 

・図書室やスキルラボに近接して配置する。 

研修医カンファ

レンスルーム 
１ 

・研修医用カンファレンスルームとして、研修医室と

隣接して配置する。 

・プロジェクター、スクリーン及び机を設置する。 

・２５人程度が一緒に使用可能なスペースを確保する。 

・電子カルテ端末を設置するスペースを確保する。 

医学生実習室 １ 

・医学生用の実習室とし、８人程度が使用できるスペ

ースを確保する。 

・研修医室と隣接する。 

・机などが設置できるスペースとする。 

教育研修センタ

ー事務室 
１ 

・４～５人程度が執務可能なスペースを確保する。 

・面談ができるスペースを確保する。 

・収納できる棚を設置する。 



６０ 

職員エリア 

院外ＤＭＡＴ待機

室 
 

・複数のチームが待機、宿泊できるスペースを確保す

る。（１０人程度が待機・宿泊できるようにする。） 

・平時は他用途に使用するできるように考慮すること。 

ボランティア控

室 
１ 

・１０人程度が使用できるスペースを確保する。 

・貴重品ロッカー、机、イス等を設置する。 

・簡易的な仕切りで２室に区分できるようにする。 

職員用レストラ

ン 
１ 

・座席数は現状（６２席）より多くする。 

・手洗い場を設置する。 

・厨房は共用ならば６０㎡は確保する。 

・ホールスペースは１５０㎡程度確保する。 

職員組合室 １ ・組合事務所を設置する。 

事務エリア 

理事長室 １ 

・通路からは、事務エリアの事務室を通過して入室す

る配置を想定している。 

・執務スペースと応接スペース及び打合せスペースを

確保する。（５０㎡程度） 

院長室 １ 

・通路からは、事務エリアの事務室を通過して入室す

る配置を想定している。 

・執務スペースと応接スペースを確保する。（３５㎡

程度） 

応接室 １ 

・来客用会議室としても使用する。 

・理事長室及び院長室の付近に配置する。 

・理事長室や院長室と同程度のスペースを確保する。 

副院長室 ４ ・現状（１５㎡/室）以上のスペースを確保する。 

看護局長室 １ ・看護局事務室（現状３４㎡）内の設置でも可とする。 

看護局事務室 １ ・看護局スタッフ数人分の執務スペースを確保する。 

看護局相談室 １ 
・６人程度で面談できるスペースを確保する。 

・防音に対して配慮する。 

認定看護師室 １ 
・認定看護師２０人程度の執務スペースを確保する。 

・地域連携部門又は外来部門の付近に設置する。 

事務局長室 １ ・１５㎡程度 

事務室 １ 

・事務部門の執務スペース（総務担当・経理担当・業

務担当・医事担当等で共用）を確保する。 

・職員数（委託職員等を含む）は６０～７０人程度を

想定している。 

・集約配置が難しい場合は、分散配置も可とする。 

・担当によっては、総合受付の受付カウンターや患者

サポートセンターと連携しやすいように分散・近接

配置する。 

・患者が安易に中に入れないように配慮する。 



６１ 

事務エリア 

印刷室 １ 

・大量印刷に対応できるように、コピー機や印刷機、

丁合機、コピー用紙等を設置・保管するスペースを

確保する。 

管理部門会議室 １ 
・事務室に隣接し、直接行き来できるように配置する。 

・間仕切りで室を区分する。 

レセプト作業室 １ 

・通常は会議室として利用可能な構造とする。 

・外来から離れた場所でも可とする。 

・医局、医療情報の近隣配置が良い。 

・５０㎡程度のスペースを確保する。 

休養室 ２ 
・男性用、女性用に区別して設置する。（仮眠室とし

て利用しても良い。） 

電話交換室 １ 

・病院全体の電話交換業務を行う。 

・交換機の騒音や発熱に十分考慮する。 

・交換手の休憩スペースを確保する。 

・現状（２６㎡）と同規模以上のスペースを確保する。 

管理エリア 

守衛室 １ 

・時間外出入口付近に設置する。 

・仮眠室を付設する。 

・患者の忘れ物や一時預かり物を保管する。 

中央監視室 １ 

・仮眠室を付設する。 

・中央監視盤を設置する。 

・防災盤を設置する。 

防災倉庫 １ 
・防災用具、備蓄を配備する。 

・中央監視室に近接配置する。 

倉庫 適宜 
・資材、器材、書類、什器などを保管する。 

・適宜設置する。 

中央リネン庫 ２ 

・清潔と不潔別に設置する。 

・現状（清潔２８㎡、不潔６㎡＋屋外）の２倍以上の

スペースを確保する。 

洗濯室 １ 
・カーテンやシーツ等の一部を洗濯するために使用す

る。 

修理依頼品保管

倉庫 
１ 

・修理依頼物品の保管スペースとする。 

・ＳＰＤ事務室と隣接する。 

消火ボンベ保管

庫 
１ ・消火ボンベを保管する。 

ごみ出しスペー

ス 
－ 

・外来には数か所程度、病棟・各部門にはそれぞれ１

か所程度設置する。（独立した室又は、仕切りなど

で区分） 



６２ 

管理エリア 

廃棄物保管スペ

ース 
１ 

・一般廃棄物、産業廃棄物、引火性廃油、感染性廃棄

物に区分する。 

・収集車の動線・停車位置に配慮する。 

・雨風を防ぐことができれば、屋外でも可とする。 

・安全性を考慮する。 

・産業廃棄物、感染はドラム缶圧縮方式のため、現状

の面積で対応可能だが、圧縮は良くない。他の方式

だと３倍の面積が必要。 

廃品保管スペー

ス 
１ 

・廃棄予定の医療機器や什器を保管する。 

・雨風を防ぐことができれば、屋外でも可とする。 

 

教育研修セ

ンター 

トレーニングル

ーム(模擬病室を

含む) 

１ 

・研修医室に近接して配置する。 

・全体で１５０㎡程度のスペースを確保する。 

・研修時には最大５０人が同時に使用する。 

・病院全体の研修に必要な各種シミュレーターやダミ

ーのほか、ビデオ・プロジェクター設備を設置する。 

・技術演習（静脈注射実技・導尿カテーテル挿入・吸

引等）、ＭＥ機器操作（輸液ポンプ・シリンジポンプ

等）の訓練を実施する。 

・一角に病棟の２～４床室と同様の模擬病室を設置し、

ベッドサイドの訓練を実施する。（簡易的なスタッフ

ステーションを設置） 

・シミュレーターの収納スペースを確保する。 

・同時に複数の用途での利用を可能とするために、可

動間仕切り等で区画できるような仕様とする。 

・洗面台を２つ設置する。 

・ＡＣＬＳ等を収納する倉庫を設置する。 

・酸素口を１つ設置する。 

ＳＰＤエリア 

ＳＰＤ事務室 １ 

・ＳＰＤスタッフ用の執務スペース 

・職員５人の事務スペースを確保する。 

・電子カルテ端末及びインターネット環境を整備する。 

検収室 １ 

・搬入口は薬剤部門等と共通設置も可とする。 

・検収室に直接入室できるように、トラックの駐車待

機場所を設置する。 

・５０㎡程度のスペースを確保する。 

ＳＰＤ倉庫 １ 

・ＳＰＤスタッフによる物品搬送が想定される部署（薬

局、医療機器管理部門、中央材料部門など）との近

接配置が望ましい。 

・院外に倉庫棟を設置する場合であっても、院内にＳＰ

Ｄ倉庫を設置する。 

・２５０㎡程度のスペースを確保する。 

機械室 
医療ガス等機械

室 
－ 

・災害拠点病院としての役割を果たすため、日常診療

に使用する場所に限らず、エントランス・待合・講

堂等にも医療ガスアウトレットを設置する。 

・医療ガス機械室として４０㎡程度、ボンベ室として

３０㎡程度のスペースを確保する。 



６３ 

機械室 

電気室 － 

・安全性・継続性を高めるため、２回線受電とする。 

・受変電設備は主変電設備とサブ変電設備を設置する。 

・商用電源・発電機電源・ＵＰＳ電源の相互バックアッ

プ体制により、災害等の非常時にも機能を維持する

構造とする。 

熱源機械室 － 
・熱源は震災時にも信頼性の高い中圧ガス及び電力を

利用する。 

空調機械室 － 
・都市ガス・電力でエネルギーを二重化し、災害等の

非常時にも機能を維持する。 

その他 適宜 ・必要に応じてスペースを確保すること。 

 


