
【概要】感染症指定医療機関に対する災害リスク情報の提供・支援について

【感染症指定医療機関に係る今出水期における当面の措置】
１． 浸水の恐れのある感染症指定医療機関の所在地情報を協議会において共有し、当該機関の管理者に対し想定
される浸水範囲や浸水深等の水害リスクの情報の提供を行う。

２． 大規模氾濫減災協議会の構成員である水防管理者及び市町村に対して、管理する区域内にある感染症指定医
療機関を把握し、水害発生時に適切な対処ができるようあらかじめ体制を検討しておくよう要請する。

３． 避難確保計画を作成していない感染症指定医療機関に対して、水害発生時に対処ができるようあらかじめ体制
を検討しておくよう要請し、あわせて検討に当たって参考になる資料※について情報提供する。

※参考になる資料
「要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集」
（平成31 年3 月 内閣府（防災担当）・消防庁・厚生労働省・国土交通省・気象庁）
（URL:http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/pdf/hinanjireishu.pdf）

資料－２

【関川・姫川 浸水想定区域内にある感染症指定医療機関リスト】
（想定 大規模降雨による河川が氾濫した場合に浸水が想定される感染症指定医療機関）

■新潟県立中央病院（浸水深3～5m） 新潟県上越市新南町205番 第二種感染症指定医療機関

【本省水管理・国土保全局通知】感染症指定医療機関に係る今出水期における当面の措置として、貴局管内河川の
浸水想定区域内に当該機関が存する場合には、大規模氾濫減災協議会等を活用し、下記のとおり取組んでいただ
きたい。なお、感染症指定医療機関の管理者から水害リスク等に関する問い合わせがあった場合は、国管理河川に
ついては整備局等の河川事務所に設置されている「災害情報普及支援室」から助言を得ていただきたい。
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国水 環防第７号  

令和２年５月 22 日 

 

 北陸地方整備局 河川部長 殿 

 

水管理・国土保全局 

河川環境課水防企画室長 

（公印省略） 

 

感染症指定医療機関に対する災害リスク情報の提供・支援について（依頼） 

 

平成 29 年に水防法の一部が改正され、市町村の地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設につ

いては、避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務づけされた。また、要配慮者利用施設における避難確

保計画作成及び避難訓練実施に関しては、「水防法第 15 条の 9 及び第 15 条の 10 に基づく「大規模氾濫

減災協議会」の運用について」（平成 31年 3月 29 日）において、その進捗状況の確認、取組を促すため

の支援策の検討調整を行っていただくようお願いしているところである。 

この度、「令和 2年出水期を迎えるにあたっての「大規模氾濫減災協議会」の運用について」（令和 2年

4月 30 日）で新型コロナウィルス感染症への対応を鑑みた協議会の運用について示したところであるが、

感染症指定医療機関に係る今出水期における当面の措置として、貴局管内河川の浸水想定区域内に当該

機関が存する場合には、当該河川の大規模氾濫減災協議会等を活用し、下記のとおり取り組まれたい。 

なお、感染症指定医療機関の管理者から水害リスク等に関する問い合わせがあった場合は、国管理河川

については整備局等の河川事務所に設置されている「災害情報普及支援室」から助言を行われたい。 

 

記 

１． 浸水の恐れのある感染症指定医療機関の所在地情報を協議会において共有し、当該機関の管理者に

対し想定される浸水範囲や浸水深等の水害リスクの情報の提供を行う。 

 

２． 大規模氾濫減災協議会の構成員である水防管理者及び市町村に対して、管理する区域内にある前項

の感染症指定医療機関を把握し、水害発生時に適切な対処ができるようあらかじめ体制を検討して

おくよう要請する。 

 

３． 避難確保計画を作成していない感染症指定医療機関に対して、水害発生時に対処ができるようあら

かじめ体制を検討しておくよう要請し、あわせて検討に当たって参考になる資料※について情報提

供する。 
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※参考になる資料 

・「要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集」 

（平成 31年 3月 内閣府（防災担当）・消防庁・厚生労働省・国土交通省・気象庁） 

（URL:http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/pdf/hinanjireishu.pdf） 

 ・非常災害対策計画の作成のポイント（P4） 

・病院の事例：今井整形外科医院（P81～105）、鷺沼産婦人科医院（P106～126） 

 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室 

課長補佐 三村 恭則（内線 35439） 

津波水防係長 太田 克久（内線 35457） 

ＴＥＬ：03-5253-8111（代表） ＦＡＸ：03-5253-1603 
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第二種感染症指定医療機関の指定状況（平成31年4月1日現在）

第二種感染症指定医療機関の指定状況（平成31年4月1日現在）

○第二種感染症指定医療機関  

・感染症病床を有する指定医療機関 351医療機関（1,758床）

・結核病床（稼働病床）を有する指定医療機関 184医療機関（3,502床）

【参考】結核患者収容モデル事業を実施する指定医療機関（※） 　99医療機関（436床）

※高度な合併症を有する結核患者又は入院を要する精神病患者である結核患者に対して、一般病床又は精神病床におい

て収容治療するためのモデル事業であり、第二種感染症指定医療機関又は結核指定医療機関の指定を受けている医療

機関

※病院名は、医療法（昭和23年法律第205号）第7条第1項に基づく病院開設許可申請書に記載された名称を掲載

No. 病院名

病床数

所在地
感染症病床

結核病床 
(稼働病床)

一般病床又は 
精神病床

1 市立函館病院 6床 10床 北海道

2 独立行政法人国立病院機構 函館病院 5床 10床 北海道

3 北海道立江差病院 4床 北海道

4 八雲総合病院 4床 北海道

5 市立札幌病院 6床 北海道

6 独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター 50床 42床 北海道

7 札幌医科大学附属病院 北海道

8 独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 10床 北海道

9 小樽市立病院 2床 4床 北海道

10 ＪＡ北海道厚生連　倶知安厚生病院 2床 北海道

11 岩見沢市立総合病院 4床 北海道

12 砂川市立病院 4床 6床 北海道

13 深川市立病院 4床 北海道

14 市立室蘭総合病院 4床 24床 北海道

15 苫小牧市立病院 4床 北海道

16 総合病院浦河赤十字病院 4床 北海道

17 市立旭川病院 6床 北海道

18 独立行政法人国立病院機構　旭川医療センター 20床 10床 北海道

19 名寄市立総合病院 4床 北海道

20 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院 4床 北海道

21 留萌市立病院 4床 北海道

22 市立稚内病院 4床 北海道

23 ＪＡ北海道厚生連　網走厚生病院 2床 10床 北海道

24 北見赤十字病院 2床 北海道

25 広域紋別病院 2床 北海道

26 ＪＡ北海道厚生連　遠軽厚生病院 2床 北海道

27 ＪＡ北海道厚生連　帯広厚生病院 6床 北海道

28 独立行政法人国立病院機構帯広病院 14床 6床 北海道

29 市立釧路総合病院 4床 10床 北海道

30 市立根室病院 4床 北海道

31 弘前大学医学部附属病院 6床 青森県

32 八戸市立市民病院 6床 青森県

33 青森県立中央病院 4床 青森県

34 独立行政法人国立病院機構　青森病院 33床 青森県

35 つがる西北五広域連合　つがる総合病院 4床 青森県

36 十和田市立中央病院 4床 青森県

37 むつ総合病院 4床 青森県

38 盛岡市立病院 6床 岩手県

39 独立行政法人国立病院機構　盛岡医療センター 10床 岩手県

40 盛岡つなぎ温泉病院 2床 岩手県

41 岩手県立中部病院 20床 岩手県

42 社会福祉法人恩賜財団済生会　北上済生会病院 4床 岩手県

43 岩手県立遠野病院 2床 岩手県
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No. 病院名

病床数

所在地
感染症病床

結核病床 
(稼働病床)

一般病床又は 
精神病床

175 公益財団法人結核予防会　新山手病院 8床 東京都

176 東京慈恵会医科大学附属第三病院 27床 東京都

177 公益財団法人結核予防会　複十字病院 60床 東京都

178 社会福祉法人上宮会　清瀬リハビリテーション病院 48床 東京都

179 独立行政法人国立病院機構　東京病院 100床 東京都

180 東京都立多摩総合医療センター 48床 東京都

181 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター病院 22床 東京都

182 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 8床 東京都

183 ＪＲ東京総合病院 2床 東京都

184 日本大学医学部附属板橋病院 12床 東京都

185 東京都立小児総合医療センター 12床 東京都

186 医療法人伯鳳会　東京曳舟病院 2床 東京都

187 社会医療法人社団健友会　中野共立病院 1床 東京都

188 学校法人聖路加国際大学　聖路加国際病院 15床 東京都

189 日本赤十字医療センター 3床 東京都

190 城南福祉医療協会　大田病院 1床 東京都

191 河北総合病院分院 1床 東京都

192 日本医科大学付属病院 2床 東京都

193 慶應義塾大学病院 2床 東京都

194 東京都立松沢病院 18床 東京都

195 横浜市立市民病院 24床 神奈川県

196 川崎市立川崎病院 12床 神奈川県

197 横須賀市立市民病院 6床 神奈川県

198 厚木市立病院 6床 神奈川県

199 藤沢市民病院 6床 神奈川県

200 神奈川県立足柄上病院 6床 神奈川県

201 平塚市民病院 6床 神奈川県

202 神奈川県厚生農業協同組合連合会　相模原協同病院 6床 神奈川県

203 独立行政法人国立病院機構　神奈川病院 50床 神奈川県

204 公立大学法人　横浜市立大学附属病院 16床 神奈川県

205 川崎市立井田病院 40床 神奈川県

206 神奈川県立循環器呼吸器病センター 60床 神奈川県

207 新潟市民病院 6床 新潟県

208 新潟県立新発田病院 4床 新潟県

209 長岡赤十字病院 10床 8床 新潟県

210 新潟県地域医療推進機構　魚沼基幹病院 4床 新潟県

211 新潟県立中央病院 6床 2床 新潟県

212 独立行政法人国立病院機構　西新潟中央病院 30床 新潟県

213 医療法人責善会　村上はまなす病院 3床 新潟県

214 社会福祉法人新潟市社会事業協会　信楽園病院 2床 新潟県

215 新潟県厚生農業協同組合連合会 　柏崎総合医療センター 1床 新潟県

216 上越地域医療センター病院 12床 新潟県

217 新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 4床 7床 新潟県

218 富山県立中央病院 16床 富山県

219 黒部市民病院 4床 5床 富山県

220 独立行政法人国立病院機構　富山病院 30床 富山県

221 富山市民病院 6床 富山県

222 射水市民病院 4床 富山県

223 高岡市民病院 6床 12床 富山県

224 金沢医科大学氷見市民病院 5床 富山県

225 市立砺波総合病院 4床 5床 富山県

226 国民健康保険小松市民病院 4床 10床 石川県

227 金沢市立病院 6床 15床 石川県

228 独立行政法人国立病院機構　七尾病院 - 15床 石川県

229 市立輪島病院 4床 石川県

230 石川県立中央病院 - 2床 石川県

231 社会医療法人財団松原愛育会 松原病院 - 1床 石川県

232 公立能登総合病院 4床 石川県

233 珠洲市総合病院 - 7床 石川県

234 福井県立病院 2床 6床 福井県

235 福井赤十字病院 4床 10床 福井県

236 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　福井県済生会病院 4床 福井県

237 独立行政法人地域医療機能推進機構　福井勝山総合病院 4床 福井県

238 公立丹南病院 4床 福井県

239 市立敦賀病院 2床 福井県

240 独立行政法人国立病院機構　敦賀医療センター 福井県
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番号 病院名 浸水深 都道府県 所在地 指定種類
1 市立札幌病院 5m以上 北海道 北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1 第一種感染症指定医療機関
2 砂川市立病院 5m以上 北海道 北海道砂川市西4条北3丁目1−1 第二種感染症指定医療機関
3 岩見沢市立総合病院 3～5m 北海道 北海道岩見沢市9条西7丁目2 第二種感染症指定医療機関
4 ＪＡ北海道厚生連　倶知安厚生病院 2～3m 北海道 北海道虻田郡倶知安町北4条東1丁目2 第二種感染症指定医療機関
5 深川市立病院 2～3m 北海道 北海道深川市6条6番1号 第二種感染症指定医療機関
6 市立旭川病院 2～3m 北海道 北海道旭川市金星町1丁目1−65 第二種感染症指定医療機関
7 名寄市立総合病院 2～3m 北海道 北海道名寄市西7条南8丁目 1番地 第二種感染症指定医療機関
8 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院 2～3m 北海道 北海道富良野市住吉町1−30 第二種感染症指定医療機関
9 ＪＡ北海道厚生連　遠軽厚生病院 2～3m 北海道 北海道紋別郡遠軽町大通北3丁目1−5 第二種感染症指定医療機関
10 つがる西北五広域連合　つがる総合病院 2～3m 青森県 青森県五所川原市字岩木町12番地3 第二種感染症指定医療機関
11 仙台市立病院 2～3m 宮城県 宮城県仙台市太白区あすと長町1丁目1−1 第二種感染症指定医療機関
12 石巻赤十字病院 2～3m 宮城県 宮城県石巻市蛇田字西道下71番地 第二種感染症指定医療機関
13 栗原市立栗原中央病院 2～3m 宮城県 宮城県栗原市築館宮野中央3丁目1−1 第二種感染症指定医療機関
14 秋田県厚生農業協同組合連合会　大曲厚生医療センター 2～3m 秋田県 秋田県大仙市大曲通町8−65 第二種感染症指定医療機関
15 秋田県厚生農業協同組合連合会　由利組合総合病院 1m以下 秋田県 秋田県由利本荘市川口字家後38 第二種感染症指定医療機関
16 山形県立中央病院 2～3m 山形県 山形県山形市大字青柳1800番地 第一種感染症指定医療機関
17 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院 2～3m 山形県 山形県酒田市あきほ町30番地 第二種感染症指定医療機関
18 福島赤十字病院 1m以下 福島県 福島市八島町7番7号 第二種感染症指定医療機関
19 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院 1m以下 福島県 福島県会津若松市河東町谷沢字前田21番地2 第二種感染症指定医療機関
20 水戸赤十字病院 3～5m 茨城県 茨城県水戸市三の丸3丁目12−48 第二種感染症指定医療機関
21 古河赤十字病院 3～5m 茨城県 茨城県古河市下山町1150番地 第二種感染症指定医療機関
22 茨城西南医療センター病院 2～3m 茨城県 茨城県猿島郡境町2190 第二種感染症指定医療機関
23 ＪＡとりで総合医療センター 2～3m 茨木県 茨城県取手市本郷2丁目1−1 第一種感染症指定医療機関
24 芳賀赤十字病院 2～3m 栃木県 栃木県真岡市中郷271 第二種感染症指定医療機関
25 とちぎメディカルセンターしもつが 2～3m 栃木県 栃木県栃木市大平町川連420−1 第二種感染症指定医療機関
26 佐野厚生総合病院 2～3m 栃木県 栃木県佐野市堀米町1728 第二種感染症指定医療機関
27 桐生厚生総合病院 5m以上 群馬県 群馬県桐生市織姫町6番3号 第二種感染症指定医療機関
28 群馬大学医学部附属病院 1m以下 群馬県 群馬県前橋市昭和町3丁目39−15 第一種感染症指定医療機関
29 伊勢崎市民病院 1m以下 群馬県 群馬県伊勢崎市連取本町12−1 第二種感染症指定医療機関
30 公立藤岡総合病院 1m以下 群馬県 群馬県藤岡市中栗須813−1 第二種感染症指定医療機関
31 埼玉県済生会　栗橋病院 3～5m 埼玉県 埼玉県久喜市小右衛門714−6 第二種感染症指定医療機関
32 春日部市立医療センター 3～5m 埼玉県 埼玉県春日部市中央6丁目7番1 第二種感染症指定医療機関
33 本庄総合病院 1m以下 埼玉県 埼玉県本庄市北堀1780 第二種感染症指定医療機関
34 東京ベイ・浦安市川医療センター 2～3m 千葉県 千葉県浦安市当代島3丁目4−32 第二種感染症指定医療機関

35 南房総市立富山国保病院 2～3m 千葉県 千葉県南房総市平久里中1410−1 第二種感染症指定医療機関
36 いすみ医療センター 1m以下 千葉県 千葉県いすみ市苅谷1177 第二種感染症指定医療機関
37 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 2～3m 東京都 東京都新宿区戸山1丁目21−1 特定感染症指定医療機関
38 東京都立墨東病院 2～3m 東京都 東京都墨田区江東橋4丁目23−15 第一種感染症指定医療機関
39 自衛隊中央病院 1m以下 東京都 東京都世田谷区池尻1丁目2−24 第一種感染症指定医療機関
40 平塚市民病院 3～5m 神奈川県 神奈川県平塚市南原1丁目19−1 第二種感染症指定医療機関
41 川崎市立川崎病院 2～3m 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区新川通12−1 第二種感染症指定医療機関

42 厚木市立病院 1m以下 神奈川県 神奈川県厚木市水引1丁目16−36 第二種感染症指定医療機関

43 藤沢市民病院 1m以下 神奈川県 神奈川県藤沢市藤沢2丁目6−1 第二種感染症指定医療機関
44 神奈川県立足柄上病院 1m以下 神奈川県 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領866−1 第二種感染症指定医療機関
45 新潟市民病院 3～5m 新潟県 新潟県新潟市中央区鐘木463ｰ7 第一種感染症指定医療機関
46 新潟県立中央病院 3～5m 新潟県 新潟県上越市新南町205番地 第二種感染症指定医療機関
47 長岡赤十字病院 2～3m 新潟県 新潟県長岡市千秋2丁目297−1 第二種感染症指定医療機関
48 高岡市民病院 3～5m 富山県 富山県高岡市宝町4番1号 第二種感染症指定医療機関
49 富山県立中央病院 2～3m 富山県 富山県富山市西長江2丁目2−78 第一種感染症指定医療機関
50 黒部市民病院 2～3m 富山県 富山県黒部市三日市1108−1 第二種感染症指定医療機関
51 富山市民病院 2～3m 富山県 富山県富山市今泉北部町2−1 第二種感染症指定医療機関
52 市立砺波総合病院 2～3m 富山県 富山県砺波市新富町1−61 第二種感染症指定医療機関
53 石川県立中央病院 2～3m 石川県 石川県金沢市鞍月東2丁目1 第一種感染症指定医療機関
54 国民健康保険小松市民病院 2～3m 石川県 石川県小松市向本折町ホ60番地 第二種感染症指定医療機関
55 福井県立病院 2～3m 福井県 福井県福井市四ﾂ井2丁目8−1 第一種感染症指定医療機関
56 福井赤十字病院 3～5m 福井県 福井県福井市月見2丁目4−1 第二種感染症指定医療機関
57 市立敦賀病院 2～3m 福井県 福井県敦賀市三島町1丁目6−60 第二種感染症指定医療機関
58 杉田玄白記念公立小浜病院 2～3m 福井県 福井県小浜市大手町2−2 第二種感染症指定医療機関
59 峡南医療センター企業団　富士川病院 5m以上 山梨県 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢340−1 第二種感染症指定医療機関
60 地方独立行政法人山梨県立病院機構　山梨県立中央病院 2～3m 山梨県 山梨県甲府市富士見1丁目1−1 第一種感染症指定医療機関
61 市立甲府病院 2～3m 山梨県 山梨県甲府市 増坪町366番地 第二種感染症指定医療機関
62 公益財団法人山梨厚生会　山梨厚生病院 2～3m 山梨県 山梨県山梨市落合860 第二種感染症指定医療機関
63 長野県厚生農業協同組合連合会　長野松代総合病院 5m以上 長野県 長野県長野市松代町松代183 第二種感染症指定医療機関
64 長野県立木曽病院 1m以下 長野県 長野県木曽郡木曽町福島6613−4 第二種感染症指定医療機関
65 長野県厚生農業協同組合連合会　北信総合病院 1m以下 長野県 長野県中野市西1-5-63 第二種感染症指定医療機関
66 大垣市民病院 5m以上 岐阜県 岐阜県大垣市南頬町4丁目86番地 第二種感染症指定医療機関
67 岐阜県立多治見病院 5m以上 岐阜県 岐阜県多治見市前畑町5丁目161 第二種感染症指定医療機関
68 岐阜赤十字病院 3～5m 岐阜県 岐阜県岐阜市岩倉町3丁目36 第一種感染症指定医療機関
69 岐阜県厚生農業協同組合連合会　中濃厚生病院 1m以下 岐阜県 岐阜県関市若草通5丁目1 第二種感染症指定医療機関
70 富士市立中央病院 2～3m 静岡県 静岡県富士市高島町50 第二種感染症指定医療機関
71 市立島田市民病院 1m以下 静岡県 静岡県島田市野田1200番地5 第二種感染症指定医療機関
72 一宮市立市民病院 3～5m 愛知県 愛知県一宮市文京2丁目2−22 第二種感染症指定医療機関
73 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院 2～3m 愛知県 愛知県弥富市前ｹ須町南本田396 第二種感染症指定医療機関
74 伊勢赤十字病院 2～3m 三重県 三重県伊勢市船江1丁目471番2 第一種感染症指定医療機関
75 市立四日市病院 1m以下 三重県 三重県四日市市芝田2丁目2−37 第二種感染症指定医療機関
76 松阪市民病院 1m以下 三重県 三重県松阪市殿町1550 第二種感染症指定医療機関
77 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 2～3m 滋賀県 滋賀県栗東市大橋2丁目4−1 第二種感染症指定医療機関
78 彦根市立病院 2～3m 滋賀県 滋賀県彦根市八坂町1882 第二種感染症指定医療機関
79 高島市民病院 2～3m 滋賀県 滋賀県高島市勝野1667 第二種感染症指定医療機関
80 近江八幡市立総合医療センター 1m以下 滋賀県 滋賀県近江八幡市土田町1379 第二種感染症指定医療機関
81 長浜赤十字病院 1m以下 滋賀県 滋賀県長浜市宮前町14−7 第二種感染症指定医療機関
82 市立福知山市民病院 5m以上 京都府 京都府福知山市厚中町231番地 第二種感染症指定医療機関

浸水想定区域内にある感染症指定医療機関リスト（抜粋）
（想定最大規模降雨による河川が氾濫した場合に浸水が想定される感染症指定医療機関）
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