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Ⅲ 施設整備編 （２）広尾病院及び新設職員宿舎棟 

 基本的事項 

 

基本計画に基づき、次の考え方により施設を整備する。 

 

災害医療機能の強化 

・基幹災害拠点病院として他の災害拠点病院等へ教育･研修を行う役割を担える施設を整備する。 

・大都市における災害医療のリーディングホスピタルとして、いつでも、どのような状況にも即

応できる施設を整備する。 

・施設、人材及び組織体制の整備、関係機関との連携・協働及び日常的な教育訓練等により、実

践的な災害的オペレーションができる施設とする。 

 

日常診療体制・機能の重点化 

・災害時はもとより、平時においても行政的医療を確実に提供できる施設を整備する。 

・広尾病院がこれまで培ってきたノウハウ及び機能等を「強み」として最大限に生かせるよう、

効果的かつ効率的な総合診療基盤施設として整備する。 

 

地域医療へのさらなる貢献 

・少子高齢化が進行する中、地域に求められる役割を担い、地域医療機関への支援を強化できる

施設整備に配慮する。 

・地域における新たな連携・協働システムの構築をサポートする取組をモデル的に実施できる施

設整備に配慮する。 

 

持続可能な病院運営の実現 

・基幹災害拠点病院としての役割や行政的医療を、将来にわたり安定的に提供していくため、ス

リムで強靭な病院施設を実現する。 

・省エネルギーや環境負荷の低減等ライフサイクルコストに配慮する。 

 

良好な療養環境 

・誰にでも使いやすく、わかりやすいユニバーサルデザインを採用する。 

・患者のプライバシーの確保等の観点から一床室を充実させる。 
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広尾病院の施設整備に関する共通の基本的要件 

・周辺環境と調和し、やすらぎのある医療環境の形成に配慮した計画とすること。 

・来院者及び病院職員等が気軽に利用できるよう、明るく、親しみやすいものとすること。 

・来院者のプライバシーとアメニティを重視するとともに、アメニティの高い執務空間にも配慮

し、治療に専念できる環境が確保された計画とすること。 

 

・来院者及び病院職員等の利便性や機動性を考慮し、機能的かつ効率的な施設計画とすること。 

・明快な部門配置及び動線計画とし、来院者及び病院職員等にとってわかりやすい施設計画とす

ること。 

・障がい者やＬＧＢＴＱ等、様々な利用者が使いやすくユニバーサルデザインに配慮した施設計

画とすること。 

・現在取得している第三者認証等は事業期間中も維持することを前提に計画すること。 

・医療施設認定合同機構(Joint Commission International)の認定を受けられるような施設とし

て整備すること。 

・広尾病院が現在適用している診療報酬上の施設基準及び加算等を継続して取得可能な計画とす

ることを念頭に置きつつ、より上位の加算や新たな加算を目指す際の拡張性及び柔軟性にも配

慮した計画とすること。 

 

・来院者及び病院職員等にとって安全で清潔な環境が確保される計画とすること。 

・大規模な災害に対する安全性が高く、災害への対応力が高い計画とすること。 

・放射線を取り扱う診療科については、放射線管理区域を明確にするとともに、来院者及び病院

職員等への影響を及ぼさないように計画すること。 

・防犯のための建築上及び設備上の配慮がなされていること。 

・転落や転倒、衝突その他の事故の防止や自殺の防止等のための建築上及び設備上の配慮がなさ

れていること。 

・整備する施設は国土交通省及び都の公共建築物標準仕様と同等の品質と安全性を有するもので

あること。 

 

・これからの医療を取り巻く環境の変化に伴う病院の変化や、時勢と共に変化する医療技術、運

営のあり方及び医療機器や情報システムの進歩等に対応可能な柔軟性と拡張性をもたせた計画

とすること。  

・広尾病院や新設職員宿舎棟、広尾看護専門学校を含めた計画の提案を求めるが、事業契約後、

工事完了まで相応期間を要する段階整備のため、ゆとりのある工期確保や計画に柔軟性を確保

すること。  
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・将来の室用途の変更に対応できるよう、建物内の倉庫等は余裕を持った面積を確保し計画する

こと。 

 

・維持管理費、機能更新費等総合的な観点でライフサイクルコストの低減を考慮した計画とする

こと。 

・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（平成 27年７月８日法律第 53号）に基づ

いて省エネルギー化を検討すること。 

・「省エネ・再生エネ東京仕様」（令和２年６月改正 東京都財務局）に基づいて省エネルギー化

を検討すること。 

・建築や設備、外構等の計画に当たり、省エネルギー化について多面的に検討すること。 

・環境負荷の低減に努めた施設計画とすること。 

・事業者の提案により、公共建築標準仕様外の工法や材料を用いる場合は、標準仕様と同等の性

能を有することについて説明を行い、都の承認を得ること。 

 

・「東京都災害拠点病院設置運営要綱」（昭和 61年１月 17日 60衛医対第 815号）に定める基準を

満たす機能・設備を整備すること。 

・「災害拠点病院指定要件の一部改正について」（令和元年７月 17日医政発 0717第８号）に定め

る基幹災害拠点病院の機能を有すること。 

・地震や集中豪雨等の自然災害発生時にも医療機能を維持できる施設として計画すること。 

・整備後の広尾病院と広尾看護専門学校は平時のみならず、災害時の連携が可能な施設を整備す

ること。 

 

・新型インフルエンザ等のパンデミックに対して、救急部門及び病棟部門において迅速な対応が

できる施設として整備すること。 

・新型インフルエンザ等の患者を収容する病室は陰圧切替え可能となるように整備すること。 

・施設に埃が溜まりにくく、除菌及び清掃を実施しやすい環境づくりに整備すること。 

・施設内に手洗い器等の衛生設備を設け、衛生的に施設が使用できるように整備すること。 

 

新設職員宿舎棟の施設整備に係る共通の基本的要素 

・利用者のプライバシーに配慮した施設とすること。 

・島しょ地域の患者及び家族用の宿泊ができる施設とすること。 

・地域住民が利用しやすく、安全な病児・病後児保育施設を整備すること。 
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本事業における施設整備の対象は、新設病院等、看護学校渡り廊下、外構等、立体駐車場及び仮設

棟等である。広尾看護専門学校に関しては、「要求水準書 Ⅲ施設設備編 （３）広尾看護専門学校」

を参考とすること。 

 

広尾病院 

・新設病院（新設病院熱源・機械棟を含む新設病院、ドクターカー車庫、マニホールド棟、看護

学校渡り廊下の合計を対象とする。）の延床面積は 46,200㎡以上とする。 

・上記延床面積には、吹きさらしの部分（バルコニーやポーチ、ピロティ、吹きさらしの廊下

等）等の部分は含まない。 

・提案により、配管及び配線スペースとしての設備階（ＩＳＳ：インタースティシャルスペー

ス）を設ける場合も、上記延べ床面積には含まない。 

・基幹災害拠点病院としての機能に配慮して病院を整備する。 

・下記の規模をもとに病院を整備する。 

外来規模 入院規模 

850 人程度/日 407 床 

 

新設職員宿舎棟 

・新設職員宿舎棟の延床面積は 1,900㎡以上とする。 

・上記延床面積には、吹きさらしの部分（バルコニーやポーチ、ピロティ、吹きさらしの廊下

等）、外構等は含まない。 

 

部門名称 構成 

保育部門 病児・病後児保育室、院内保育室、安静室、事務室、調理室等 

宿泊部門 患者家族宿泊室 ７室以上 

宿舎部門 職員宿舎 39 室以上 
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 施設計画に関する要求水準 

 

平面計画 

・機能的で明快な平面計画及び階層構成により、安全でわかりやすい計画とすること。 

・日照や眺望等に配慮した建物形状となるような計画とすること。地下階へ居室に相当する室を

配置する場合は、特に採光に留意すること。 

・近隣の環境や日影、プライバシーにも配慮した計画とすること。 

・屋上ヘリポートの騒音に対して、良好な療養環境を維持する計画とすること。 

・防災行政無線の電波障害の防止に配慮すること。 

・「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成 18年６月 21日 法律第 91 

号）の建築物移動等円滑化誘導基準を遵守すること。その他の関係法令や施設基準等について

も遵守した上で、限られた敷地を最大限有効に活用できるような計画とすること。 

・病棟においては病棟部分と共用部を防火区画により水平避難を可能とすること。 

・手術、集中治療室においては避難困難患者のために防火区画による籠城区画を形成すること。 

・将来的な機能拡張や機器更新の際の動線や余剰スペースを確保した計画とすること。 

 

内部動線計画・出入口 

・来院者の利便性及び安全性向上と運営の効率化のため、来院者、病院職員等及び物流の動線を

できる限り分離して計画すること。 

・緊急時に来院者、病院職員等や物品の移動が迅速に行えることを考慮した動線を確保するこ

と。 

・外来部門及び中央診療部門の受付は、待合スペースが見通せる位置に出来る限り配置するこ

と。 

・外来部門及び中央診療部門は、職員通路を設ける等、来院者と病院職員等の交錯をしない計画

とすること。 

・手術部門は、医療の安全が確保できるよう計画すること。 

・医療機器の更新時も含めた搬入経路の検討をすること。 

・救急用エレベーターは、ヘリポートと救急部門、手術部門及びＩＣＵを結び患者搬送が出来る

ように整備すること。 

・各部門の主要動線の幅員は、以下の数値を基本とし、利用の目的を考慮した適切な幅員を確保

すること。 

分類 動線の種類 幅員 

外来 エントランスホール及びエレベーターホールから

各受付及び各待合に繋がる動線 

4.0ｍ以上 

病棟 病室が面する廊下 2.4ｍ以上 

管理 目安として６室程度以上の室が面し通行量が集中

する可能性がある廊下 

2.2ｍ以上 
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・以下の出入口をそれぞれ設けること。 

・なお、建物形状及び配置計画に応じて、下記以外の出入口を適宜設けることも可とする。 

新設病院 新設職員宿舎棟 

・メインエントランス（主玄関） 

・病院職員等通用口（時間外を含む。） 

・感染外来出入口 

・時間外出入口（在宅療養中の容体急変患者の受入れ等） 

・救命救急センター出入口 

・物品等搬入・搬出口 

・院内保育 

・病児、病後児保育 

・職員宿舎 

・患者家族用宿泊 

 

・来院者が利用するメインエントランス及び時間外出入口には、外気が建物内に直接流入しない

よう、ゆとりのある風除室を設けること。 

・雨天時の出入に配慮し、庇又は屋根を設けること。 

・出入口の計画に当たっては、将来の設備機器及び医療機器等の搬入、搬出及びメンテナンス等

にも配慮すること。 

・メインエントランスは、車寄せや駐車場に近接させるとともに、視認性や移動のしやすさに配

慮すること。また、前面道路から容易にアプローチできるレベルとすること。 

・時間外出入口に近接した場所に、車からの一時乗降スペースを確保すること。 

・霊安室からのご遺体の搬送経路及び搬出口は、遺体及び車両が見えないようにする等、故人の

尊厳や関係者の心情等に適切に配慮した計画とすること。 

・新型インフルエンザ等の感染症患者の専用出入口を設け、他の利用者との交差を避けるような

動線計画とすること。 

・運用に合わせたセキュリティの確保が可能な計画とすること。 

 

装飾、色彩及びサイン計画 

・装飾、色彩及びサイン計画は、敷地にある施設全体のサインとの統一感を持たせた計画とする

こと。 

・多摩産材の利用を積極的に検討すること。 

 

・敷地内の建築物は色彩に対する調和を図ること。 

・敷地内の中核的な建物となる施設づくりを行うこと。 

・歩行者の視線に配慮して圧迫感が低減される色彩計画とすること。 

・耐久性及び耐候性の高い材料を選択するとともに、メンテナンス性も考慮した選定を行うこ

と。 

 

・心身ともにリラックスできる内装計画及び色彩計画とすること。また、その内装の維持管理や

運用面にも配慮した計画とすること。 
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・各室の用途及び特性、利用者の特性並びにメンテナンス性等に配慮し、明るく清潔なイメージ

の実現に寄与する材料を選定すること。 

・病棟や部門ごとに色彩及びサインカラーを選択し、色で部門が分かる等の工夫をすること。 

・都とも調整の上、床や壁、家具類、サインを含めたトータルコーディネートを行うこと。 

・各スペースの内装や色彩は、そのスペースが有する機能を十分考慮した上で計画すること。 

・無線装置に影響を与えない内外装材を選定すること。 

・家具及び什器は、設置場所と利用人数を適切に想定し、品格や快適性・機能性等を兼ね備えた

メンテナンスしやすいものとすること。 

 

・サイン計画は、様々な視覚的要素を取り入れる等の工夫をし、利用者が円滑かつ確実に目的地

へたどり着けるよう計画すること。なお、高齢者や視覚障がい者、車いす利用者等に十分配慮

すること。 

・歩行者動線及び車両動線に対し、適切な誘導サインを計画すること。また、敷地の主要出入口

には、敷地の総合案内図を計画すること。 

・総合案内板の他、各階案内板、室名、共用部室名、各種誘導（注意）板、案内表示板、掲示板

等のサインを必要な箇所へ適切に設けること。 

・文字や図を大きくし、また、色の効果的な使い分けにより分かりやすいものとすること。 

・外国人患者受入れ医療機関認証（ＪＭＩＰ）の更新や、さらなる国際化の進展に対応するた

め、来院者が使用する範囲においては、原則として、日本語及び英語の２言語以上の表記とす

ること。また、総合案内等の主要な案内については、日本語、英語、韓国語及び中国語の４言

語以上の表記とすること。 

・国際ピクトグラムの使用に努めること。 

・変更頻度の高いサインは、視認性やデザイン性、クオリティの統一性等を損なうことなく手軽

に表示等を変更することができる計画すること。 

・施設や室等の呼称については都と協議の上、決定すること。 

・アートワークの設置や壁面装飾等を適宜計画し、来院者がリラックスできる環境を形成するこ

と。 

・館銘板を設置すること。 

・主要な出入口付近や、総合案内及び外来受付までの動線上に、案内用のデジタルサイネージを

設置すること。また、備え付けてある案内用のサインと組み合わせて、初めて来院した方でも

目的の診療部門等まで誘導できるように設置すること。 

 

 

セキュリティ等 

・都民に開かれた施設であるとともに、全ての施設利用者の安全を確保できるセキュリティシス

テムを構築すること。 
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・明解でシンプルなセキュリティエリアを設定することで、移動の効率化と入退管理の徹底を可

能にすること。 

・以下に示す部門及び室は、ＩＣカード等の個人認証で解錠が可能な電気錠等を設置し、セキュ

リティを確保すること。 

セキュリティの分類 部門・諸室名 

特定の病院職員等以外の出

入りを 24 時間制限する部

分 

栄養部門／薬剤部門／検査部門／管理部門／中央診療部門／

医局／その他個人情報を取扱う室及び安全上必要と考えられ

る室 

特定の病院職員等及び入院

患者以外の出入りを 24 時

間制限する部分 

病棟 

 

夜間及び休日の不特定多数

の出入りを制限する部門 

救急部門 

病院職員等以外の出入りを

常時制限する部分 

病院スタッフ用ＥＶホール／給食用ＥＶ／栄養科搬入用ＥＶ

／救急用ＥＶ／サービス用ＥＶ／スタッフ用階段／病棟階階

段室（主階段を除く）／看護学校渡り廊下 

  

・上記各部門内を通過しなければ他の部門へアプローチすることができないような計画とならな

いよう配慮すること。 

・上記各部門への来院者の受付方法は、部門出入口にインターホン等を設置し、来院者からの呼

出しに対し部門内各室の内線電話等で応答出来るシステムとすること。 

・ＩＣカード等の個人認証による電気錠のシステムは、権限の設定及び変更が容易に出来る仕様

とすること。また、入退室状況の記録及びデータ活用が可能なシステムとし、ＩＣカードに関

しては事業者側が調達すること。 

・病院職員等用及び入院患者及び見舞客用カードは、ＩＣカード方式又はＩＣカードと同等の機

能を有する方式等を提案すること。 

・病院職員等用カードは、予備用カードも含めた適切な枚数を見込むこと。 

・広尾病院の入院患者及び見舞客用カードの枚数については、同規模程度の類似病院を参考に、

事業者が提案するセキュリティ方式に応じた必要枚数を見込むこと。 

・来院者等が使用する外来用エレベーターは、テンキー操作等により、容易に停止階制限を設定

できるものとすること。 

・病棟のセキュリティは、停止階制限及び各病棟の出入口で確保すること。 

・夜間及び休日の来院者の入退館チェックは、時間外出入口及び病院職員通用口にて警備員が対

応するため、カウンターや窓口等を適切に計画すること。 

・サーバ室等、特に高度な情報保護が必要なエリアについては、二重でセキュリティ管理を行う

ものとし、それぞれ異なったタイプの個人認証システムを採用すること。 

・医事部門や外来部門は時間外のセキュリティに配慮し、受付等はシャッター等で施錠できるよ

うにすること。 
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・マスターキーシステムとすること。なお、新設職員宿舎棟は、広尾病院のマスターキーグルー

プに組み込むこと。 

・広尾病院は、独自のグランドマスターキーを作成すること。 

・避難経路や排煙に要する窓等に電気錠を設ける場合は、火災及び地震等緊急事態の発生を想定

して、煙感知連動開錠システムやスタッフステーションや、防災センター等で一斉解錠ができ

るシステムを採用すること。 

・施設の保守管理系統と病院機能（部門別）系統に分けたキーシステムとすること。なお、都が

調達するＩＣカード（フェリカ方式）と連携可能とすること。 

 

防災安全計画  

・災害時には、入院患者は通常の２倍、外来患者は通常時の５倍程度の受入れができる施設とす

ること。 

・大地震や集中豪雨などの自然災害発生時においても病院機能を維持するため、ライフラインの

供給を継続できる施設を整備すること。 

・ＮＢＣ災害時においては、収容患者の除染を行う施設を整備すること。除染用施設は、ＮＢＣ

災害発生時の迅速に設置可能なものとし、専用の給水設備を常設で整備すること。 

 

・災害時、発電機による稼働エリア・運用等は、下記を想定するが、常時の安全性も含め、詳細

は設計段階にて綿密に協議・決定を行うものとすること。 

・災害時のトリアージエリアや治療エリア及び増床エリアに建築的な設え、非常用電源及び医療

ガス配管を設けること。 

・災害対応室及び備蓄倉庫を設けること。 

場所 災害時に継続させる主な施設機能 

広尾病院 外来部門、救急部門、病棟部門、各スタッフステーション、放射線部門、検査部

門、手術部門、人工透析部門、霊安・解剖部門、薬剤部門、栄養部門、災害対策

本部・医療対策拠点、応援医療チーム参集拠点、ヘリポート 

外構 ・災害時にゲートコントロールができるように整備する。 

・ＮＢＣ災害発生時、迅速に設営可能な除染テント（徒歩男女別２レーン、スト

レッチャー１レーン）等を設置できるように整備する。 

 

・新設病院の屋上に、東京消防庁監修の「予防事務審査・検査基準」（令和２年９月改訂）及びそ

の他関係法令に準拠して緊急離着陸場を整備すること。 

・使用目的は医療活動及び消防防災用とし、主な利用者は東京都ドクターヘリ及び東京消防庁航

空隊と想定する。 

・想定するヘリコプターの機種は、東京消防庁航空隊のＥＣ225ＬＰ型（ゆりかもめ、こうのと

り、はくちょう）とし、離着陸帯は 24ｍ×24ｍの広さを確保すること。 
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・ヘリポートレベルは、既存ヘリポートと同一レベル（1ＦＬ+40ｍ）とすること。 

・強度は、全備重量 11ｔの荷重に耐える強度とし、衝撃係数 2.25倍とすること。 

・原則として東入り及び西出を想定するが、天候等の諸条件によって東京消防庁航空隊の判断に

よりルートを適宜対応できるようにすること。 

・ヘリコプターの想定航路上の近隣建築物及び新設病院（光庭・工作物）等に対して、騒音及び

ダウンウォッシュによる影響が出ない設えとすること。 

・屋上周辺及び敷地周辺の障害物に進入表面、転移表面に抵触しないように計画すること。 

・ヘリポート付帯施設を計画すること。（スロープ、脱落防止施設、燃料の流出防止施設、夜間照

明設備、消火設備、電源設備及び監視カメラ等） 

 

その他 

・利便施設の内容は提案によるが、「要求水準書 Ⅳ維持管理・運営業務編 （２）広尾病院及び

新設職員宿舎棟 第３ その他業務に係る個別事項」における利便サービスの要求水準を参照

し、使いやすく快適な施設とすること。 

 

・自動販売機の設置場所は事業者の提案によるが、新設病院の外来フロア、病棟フロア及び医局

フロア、新設職員宿舎棟に各１台以上を設置するスペースを設けること。 

・通路に自動販売機が突出しないよう設けること。 

・「要求水準書 Ⅳ維持管理・運営業務編 （２）広尾病院及び新設職員宿舎棟 第３その他業務

に係る個別事項」で示す業務を行うために必要な設備を備えた自動販売機置場を計画するこ

と。 

 

公衆電話設置 

スペース  

・災害対応のために各階１か所以上計画すること。 

・来院者の通行や待合に供する主たる部分に設置するスペースを設けること。 

・エントランスホール付近、時間外出入口付近に１か所ずつ、ＩＣＵ付近、Ｈ

ＣＵ付近、手術室及び病棟に１か所ずつ設けること。 

・携帯電話の通話も可能なスペースとして計画すること。 

・利用者の利便性を考慮し適切に配置すること。車いす利用者にも配慮し、計

画すること。 

・プライバシーの保護及び療養環境に配慮し、来院者が利用する際に話し声が

漏れない計画とすること。 

来院者用 

Ｗｉ－Ｆｉ 

スペース  

・新設病院のエントランスや外来の待合、各病棟のデイルームで来院者がＷｉ

－Ｆｉを利用できる計画とすること。 

・良好な電波の受信が可能となるよう計画すること。 
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・病棟、救急部門及び外来部門等の車いす患者の往来が見込まれる又は車いすの乗降が想定され

る箇所には、車いす保管スペースを設けること。なお、病棟にはストレッチャー保管スペース

を設けること。保管スペースについては都と協議の上決定すること。 

 

 

 

広尾病院 

・以下に掲げる各部門を整備する。 

分類 部門名 

外来 外来部門 

救命救急 救急部門 

病棟 病棟部門（一般病棟、ＩＣＵ、ＨＣＵ等） 

中央診療 放射線部門（核医学・治療・放射線画像診断） 

検査部門（生理検査、検体検査） 

内視鏡部門 

化学療法部門、人工透析部門 

手術部門、心臓カテーテル部門 

リハビリテーション部門 

霊安・解剖部門 

供給 薬剤部門、栄養部門、 

物品管理部門（ＳＰＤ、リネン等）、中央材料部門、機械室 

管理 医事課、医局、看護部、事務局、災害対応センター、厚生部、利便施設、管

理諸室 

共用 共用部門 

 

・階層構成は、「別紙 図 1参考資料５ 参考計画図（新設病院）」を参照すること。なお、参考計

画図（新設病院）は、基本計画をベースに本要求水準書をまとめるに当たり、病院が求める機

能を踏まえ想定したものである。事業者はこれを参考とした上で、要求水準を満たす独自の提

案を行うこと。 

階数 部門 

９ 病棟部門 

８ 病棟部門 

７ 病棟部門 

６ 病棟部門 

５ 病棟部門、リハビリテーション部門 

４ 手術部門、心臓カテーテル部門、人工透析部門、管理部門 等 

３ 外来部門、検査部門、中央材料部門、内視鏡部門 等 

２ 外来部門、放射線部門、検査部門 等 

１ 救急部門、管理部門 等 

Ｂ１ 放射線部門、薬剤部門、栄養部門、物品管理部門、霊安・解剖部門、機械室 等 
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① 外来部門 

 基本方針 

・都民の要望及び医療需要に的確に応えることのできる外来診療を実施する。 

・患者のプライバシーに十分配慮したつくりとする。 

・来院者や病院職員等の往来に配慮した計画とする。 

・外来診療体制を中心に各診療活動が付帯すべき諸機能を安全かつ効率的に遂行可能な設備

とする。なお、これら諸機能には、チーム医療、診察準備、診療後整理、簡易検体検査

（鏡検等）、書類作成、教育、治療・臨床研究、情報集約と収集・提供及びこれらに必要な

物品の配置や格納を含むものとする。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

小分類 諸室名 

各科外来 診察室（内科・歯科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・眼科・呼

吸器科・外科・消化器内科・消化器外科・脳外科・小児科・形成外科・産婦

人科・循環器科・神経科）、処置室 等 

共通 ブロック受付、スタッフ休憩室 等 

感染救急外来 検体採取室、前室（診察室）、診察室、処置室、ＷＣ 等 

（ＥＲ）救急

外来 

診察室、スタッフステーション、処置エリア、観察エリア、器材庫 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

 一般外来 

・患者の利便性を考慮し、短く効率的な動線や分かりやすいゾーニング、プライバシーの確

保、明確なサイン等を計画することで、患者が安心して受診できる環境を整備すること。 

・外来部門は、来院者の検査部門及び内視鏡部門との移動負担を軽減するよう配置するこ

と。 

・外来諸室は、患者及び病院職員等が二方向から入れるよう出入口を設けるよう努力するこ

と。 

・各診療科の特性に応じ、診療室及び処置室出入口は、ベッドや車いすの出入りが容易な幅

を確保すること。 

・全ての診察室や処置室は、車いすを使用する患者やベッドごと移動する患者の受診に配慮

した計画とすること。また、医師事務作業補助者の室内配置にも対応した計画とするこ

と。 
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・診察室同士が向かい合う配置の場合、同時に扉が開いた際に互いの室内が見通せてしまう

こと等のないように配慮すること。 

・一部診療科の診察室は、診療科間で共同利用可能なフリーアドレス方式とすること。 

・内科は中央処置室に隣接させること。 

・消化器内科及び消化器外科は内視鏡部門に隣接させること。 

・小児科に感染診察室を設けること。 

・患者のプライバシーを保つ必要のある産婦人科及び神経科に関しては、待合室間に間仕切

り等の設置や端部配置とすること。 

 その他 

・受付はブロック受付方式を採用した機能的な計画とすること。 

 感染救急外来 

・病院職員等の移動の効率化と患者動線との交錯を避けるため、ブロック内の各診察室や検

査室の間には職員通路を設けること。また、職員通路には、器材や薬剤の一時保管スペー

スや汚物処理スペース等を適宜確保すること。 

 ・感染救急外来は他の患者との動線交錯を避け、別の出入り口を設け、診察室に直結する

こと。ＥＲ救急外来 

・患者の受け入れについては、時間外出入口から患者を受け入れ、ＥＲ救急外来で対応が行

えるように計画すること。 

・廊下で救命救急センター側から搬送された患者の待機スペースを確保すること。 

 

② 救急部門 

 基本方針 

・365日 24時間、様々な症状の救急患者に適切に対応できる総合的な救急診療体制を整備

し、軽症から重篤な患者まで、迅速な救急処置ができる施設とする。 

・救命救急センターでは、全ての重篤な救急患者に対して、高度な救命救急医療を提供出来

る仕様とする。 

・救急診療科では、一次・二次救急患者に対応するため、救急外来及び観察や処置等ができ

るスペースを整備する。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

小分類 諸室名 

救命救急センター 救急隊事務室、救急医局、スタッフ休憩室、ＤＭＡＴ室、患者洗浄

室、水治療室、初寮室、スタッフステーション、器材庫、カンファレ

ンス室、医師控室、当直室 等 

放射線診断（救急） 撮影室（Ｘ－Ｐ、ＣＴ、ＩＶＲ－ＣＴ）、操作室、機械室 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 
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 計画上の条件及び配慮事項  

 共通事項 

・救急部門からＩＣＵ・手術室等の他部門にすぐ搬送できるよう、動線に配慮すること。 

・専用の自動精算機を設置すること。 

 救命救急センター 

・救命救急センターは救急病棟と一体的に運用できるように配慮すること。 

・救急病棟の病床数に関しては医療法上の許可病床である 20床を確保すること。 

・救急搬送用風除室に隣接して外部から直接入れる患者洗浄室を設けること。 

・地域や在宅移行患者の急変時の受入れに備え、救急出入口付近で、かつ救急病棟へ搬送し

やすい場所に初療室を整備すること。 

 放射線診断（救急） 

・Ｘ－Ｐ、ＣＴ、ＩＶＲ―ＣＴの並びで放射線診断撮影室を設けること。 

・操作室からＩＶＲ―ＣＴ室を観察する窓は大きく整備すること。 

・救急病棟からすぐに患者搬送ができるように配置すること。 

 

③ 病棟部門 

 基本方針 

・アメニティやプライバシーに配慮し、発症時から急性期の治療まで、一人一人の状態に合

わせた高度かつ専門的な医療の提供に必要な病床を整備する。 

・病床については、感染管理の必要性から、陰圧切替え可能な病床を整備する。 

・病院職員等の移動負担を最小限に抑える効率的なレイアウトとする。 

・将来の病棟構成の変化に対応できるような計画とする。 

 

 病床数 

・事業者は病床数について、下記の表を参考に要求水準を満たす独自の提案を行うこと。た

だし、病棟名に「（※）」とある病棟は記載のとおりの病床数とすること。また、病棟数そ

のものの変更は認めない。 

 

病棟名 

（仮称） 

１床室 
２床室 ４床室 その他 合計 

一般 回復 

第１一般病棟 ４床 ２床  32 床  38 床 

第２一般病棟 ４床 １床  32 床  37 床 

第３一般病棟 12 床 １床  28 床  41 床 

第４一般病棟 12 床 １床  28 床  41 床 

第５一般病棟 12 床 １床  28 床  41 床 

第６一般病棟 12 床 １床  28 床  41 床 

第７一般病棟 12 床 １床  28 床  41 床 

産科病棟（※） 12 床 ２床  ８床 ５床 27 床 
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病棟名 

（仮称） 

１床室 
２床室 ４床室 その他 合計 

一般 回復 

小児科病棟（※） 16 床 ２床  12 床  30 床 

精神科病棟（※） ６床  ２床 20 床 ２床 30 床 

ＩＣＵ（※） ８床     ８床 

ＨＣＵ（※） 12 床     12 床 

救急病棟（※） 20 床     20 床 

合計 142 床 12 床 ２床 244 床 ７床 407 床 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

 共通事項 

・看護体制は、急性期病棟は７：１とするが、今後の医療環境の変化等に対応した見直しが

可能となるよう計画すること。 

・病棟は、スタッフステーションからの視認性を考慮した計画とすること。 

病棟名 諸室名 

一般病棟 １床室（ＷＣ及びシャワー付）、４床室（ＷＣ付）、病室（回復）、処置室、

リネン庫、汚物処理室、シャワー室、１床室（無菌）、デイルーム、説明室、

コインランドリー、スタッフステーション、カンファレンス室、仮眠室、スタ

ッフ休憩室、器材庫、倉庫、家族控室 等 

産科病棟 １床室（ＷＣ及びシャワー付）、４床室（ＷＣ付）、病室（回復）、陣痛室、

分娩室、分娩・手術室、授乳室、新生児室、未熟児室（隔離室有）、デイルー

ム、説明室、コインランドリー、スタッフステーション、カンファレンス室、

仮眠室、スタッフ休憩室、処置・計測室、シャワー室、診察・処置室、汚物処

理室、医師当直室、災害備蓄倉庫 等 

小児科病棟 １床室（ＷＣ及びシャワー付）、４床室（ＷＣ付）、病室（回復）、処置室、

デイルーム、説明室、コインランドリー、スタッフステーション、カンファレ

ンス室、仮眠室、スタッフ休憩室、家族控室、汚物処理室、リネン庫、災害対

応室、器材庫、倉庫、プレイルーム 等 

精神科病棟 １床室（ＷＣ付）、４床室（ＷＣ付）、２床室、デイルーム、保護室、処置室、

説明室、コインランドリー、スタッフステーション、カンファレンス室、仮眠

室、スタッフ休憩室、家族控室、汚物処理室、災害対応室、器材庫、倉庫、診

察室、シャワー室 等 

ＩＣＵ ＩＣＵ、スタッフ休憩室、当直室、仮眠室 等 

ＨＣＵ ＨＣＵ、カンファレンス室、スタッフ休憩室、面談室、倉庫、器材庫、リネン

庫、汚物処理室 等 
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・スタッフステーションの近くに重症患者用の１床室を配置すること。配置に当たっては、

患者の容態を観察しやすいよう視認性を確保すること。また、人工呼吸器等の医療機器の

使用にも考慮した計画とすること。 

・カンファレンス室は、それぞれの用途や特徴を踏まえ、その室を使用する医師や看護師等

が円滑に業務等を行うことができるよう、適切に計画すること。 

・１床室は入院患者が使いやすいＷＣ及びシャワーを病室内に計画すること。 

・２床室及び４床室は家具等で準個室化させることが可能な計画とすること。 

・４床室は入院患者が使いやすいようＷＣ及び洗面台を病室内に計画すること。 

・病室内及び入口付近に手洗いを設けること。 

・感染症の大規模な流行が発生した際の院内動線の分離等が可能な計画とすること。 

・各病室の壁面に医療物品等が収納できる収納棚を設置すること。 

・入院患者への薬剤指導のスペースを病棟に設けること。 

・エレベーターホールは十分な広さを確保して、各種車いすやベッド等の円滑な出入りが可

能な計画とすること。 

・配膳用エレベーターにて各病棟に配膳を行うため、各フロアにパントリーを設けること。 

 小児科病棟 

・産科病棟と同一フロアに配置すること。 

・小児入院医療管理料の算定要件を満たすプレイルームを確保すること。 

 産科病棟 

・小児科病棟と同一フロアに配置すること。 

・陣痛、分娩、回復のスムーズな動線が確保できるように整備すること。 

 精神科病棟 

・精神科の患者のプライバシーに配慮した諸室計画とすること。 

・外部と繋がる出入口やスタッフステーション等に施錠管理を行うこと。 

・精神科病棟のデイルームを単独配置し、スタッフステーションからの視認性を確保するこ

と。 

 ＩＣＵ 

・ＩＣＵは手術部門に隣接し、直接患者を搬送できるようにすること。 

・心臓カテーテル部門に近接すること。 

・スタッフステーションはオープンカウンターとし、患者の管理しやすい位置に配置とする

こと。 

・救急用エレベーターから、動線が短く安全に患者を搬送できる計画とすること。 

 ＨＣＵ 

・スタッフステーションはオープンカウンターとし、患者を管理しやすい配置とすること。 

 

④ 放射線部門 

 基本方針 

・正確な確定診断に必要な機器として、高精度画像診断機器（ＭＲＩ等）を設置する。 
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・震災等の大規模災害時において、周辺地域の基幹災害拠点病院としての役割を担うことが

できる施設、設備等を整備する。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

小分類 諸室名 

核医学 モニタリング室、ガンマカメラ室、操作室、汚染検査室、ＲＩ廃棄物保管庫、

ＲＩ貯蔵室 等 

治療 リニアック室、リニアック操作室、シミュレーション室、治療計画室、患者説

明室、更衣室 等 

放射線画像

診断 

撮影室（マンモグラフィ・歯科Ｘ線パノラマ・Ｘ線ＴＶ/骨塩・血管造影・一般・

ＣＴ・ＭＲＩ）、操作室、読影室、技師長室 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

 共通事項 

・将来の大型機器の新設等に備え、柔軟に対応できる構造とし、機器搬入経路を考慮した配

置とすること。 

・放射線部門は配線数が多いことから、操作室及び読影室等必要に応じてフリーアクセスフ

ロアとすること。 

・使用する放射線同位元素に準じた放射線防護を行うこと。 

 放射線（核医学） 

・ＲＩ管理区域として整備すること。 

・核医学からの排気については、近隣へ配慮した仕様とすること。 

・核医学に関しては、下部の免震ピット部分に排水タンクを設置する計画とすること。 

 放射線（治療） 

・放射線治療室（リニアック）に関しては免震のエリアから外し、耐震構造として計画する

ことを想定しているが、事業者は要求水準を満たす独自の提案も可とする。 

・ストレッチャーや車いすによる移動患者がそのまま撮影（検査）室その他の各室に入室で

きるよう、各室の入口や広さ、廊下の幅を確保すること。 

 放射線（診断） 

・一般撮影室及びマンモグラフィ撮影室、血管造影撮影室、ＣＴ室、ＭＲＩ室等の各室を集

約した上で、効率的な配置とすること。 

・操作室から血管造影撮影室を観察する窓は大きく設置すること。 

・患者のプライバシーを考慮し、患者の更衣室は全て個室化すること。 

 

⑤ 検査部門 

 基本方針 
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・基幹災害拠点病院の機能及び重点医療課題へ的確に対応するため、臨床検査業務を充実す

る。採血・採尿、検体検査、生理検査、輸血検査、細菌検査、病理検査、24 時間緊急検

査、検査相談・指導業務を行う施設を整備する。 

・精度管理に裏付けされた信頼性の高い検査データを迅速に提供するとともに、検体検査等

の業務の効率化を推進する。 

・365日、24時間、迅速な検査体制の確立を目指す。 

・各検査のシステム化により迅速に結果を報告できる検査体制を整備する。 

・医療技術の進歩に伴う、最先端検査機器への更新及び導入が可能な構造及び配置を計画す

る。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

小分類 諸室名 

生理検査 検査室（心電図・エコー・呼吸機能・超音波・負荷心電・筋電・脳波・神経・

眼底・視力・聴力）、カンファレンス室、スタッフ記録室、操作室、技師休憩

室 等 

検体検査 検査室（一般検査・血液・生化学・病理・細菌・遺伝子）、冷蔵室、血液保存

室、洗浄室、採血・採尿室、検査科長室 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

 共通事項 

・車いす利用者及びストレッチャー搬送への対応可能な計画とすること。 

 生理検査 

・生理検査部門は外来部門と同一フロアに設け、隣接または近接させること。 

・生理検査部門では、病院職員等と患者の出入口は別に設け、各検査室後方に職員通路及び

準備室を設けること。 

 検体検査 

・採血・採尿室は外来部門と隣接すること。なお検体検査部門は外来部門に隣接または近接

させること。 

・検体検査室（一般、生化学・血清、血液、輸血）及び細菌検査室を同一フロアに集約して

配置すること。 

・検体検査室の適切な位置に大口径気送管ステーションを設けること。 

・病理検査室は、感染検体の受渡しや術中検査への対応、病理診断医と臨床検査技師の効率

的な動線を確保すること。 

・血液保冷庫、薬用保冷庫の温度管理システムは２か所で監視するシステムとすること。 

・検体検査用保管庫を設ける提案とすること。 
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⑥ 内視鏡部門 

 基本方針 

・患者アメニティやプライバシー確保に配慮し、患者が安心して検査を受けられる環境を整

備する。 

・医療安全管理の視点から、機器の洗浄、消毒、滅菌等を確実に行える施設とする。 

・各診療科との密接な連携により、疾病の早期発見、早期治療を実現するとともに、医療設

備の効率的運用が行える施設とする。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

内視鏡部門 内視鏡検査室（小・大）、内視鏡Ｘ線ＴＶ撮影室、操作室、患者更衣室、前処

置室、リカバリー室、説明室、医師控室、作業室、洗浄室 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

・内視鏡部門は、外来部門（消化器内科・消化器外科）と同一フロアで隣接して計画するこ

と。 

・受付から検査・治療及び回復に至る一連の患者動線を考慮し、患者にとって負担の少ない

配置とすること。 

・効率的な職員動線を考慮した上で、検査・治療室や洗浄室を配置すること。 

・内視鏡検査室等は、ストレッチャーの転回が可能な広さを確保すること。 

・天井吊による機器を併用した内視鏡検査が可能な構造とすること。 

・各検査室、処置室は防音に考慮した構造とすること。 

・将来的にレイアウトの変更ができるような計画とすること。 

 

⑦ 化学療法部門 

 基本方針 

・患者が通常の日常生活、社会生活を送りながら治療ができることを可能にするために化学

療法を行う。 

・患者が長時間過ごすため、心地よく寛ぐことができる室内環境を整備する。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

化学療法部門 前室、化学療法室、診療室、準備室、スタッフ休憩室、ＷＣ 等 

 

 諸室の構成 
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「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項 

・化学療法部門は、外来部門と近接するように計画すること。 

・薬剤部門からの薬剤の供給用に小荷物昇降搬送設備を設置すること。 

・スタッフステーションから全体が見渡せ安全を確保したレイアウトとすること。 

・患者のプライバシーに配慮してベッドは、パーテーションまたはカーテン等で仕切られた

スペースとすること。 

・準備室は将来的に薬剤師が常駐して運用ができるよう、安全キャビネットを設置できるよ

うに整備すること。 

 

⑧ 手術部門 

 基本方針 

・高度、専門医療を提供し、感染防止及び医療安全管理を念頭においた、安全でかつ効率的

な手術室の運営を目指す。 

・手術室における治療環境の充実、患者家族への経過説明等、患者及び家族の不安や苦痛を

軽減する運営を心がけ、患者本位の医療サービスを提供する。 

・救命救急センターを有する医療機関として、緊急手術に迅速に対応できる体制を整備す

る。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

手術部門 ＯＰ室、手術ホール、滅菌コーナー、回収コーナー、器材展開室、スタッフス

テーション、麻酔医局、医師控・休憩室、看護師控・休憩室、更衣室、説明室、

家族控室 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

・ＩＣＵ及び心臓カテーテル部門に隣接して計画すること。 

・様々な手術機器を使用するため、床の耐荷重にも考慮すること。 

・将来的にロボット手術に対応のできるように整備すること。 

 

・OP室 1（ハイブリット）と心臓カテーテル室を隣接させ、効率的な機械室の整備及び円滑

に移動できるような配置計画とすること。 

・ＩＣＵ及び心臓カテーテル部門等の関係部門の連携を強化するため、効率的な動線計画と

すること。 
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・腹腔鏡関連機器搭載用シーリングペンダント（ＣＯ２ガスアウトレット付）を設置する手

術室を１室設けること。他の手術室のＣＯ２ガス供給は天井アウトレット及び天井レール

を併用し移動を考慮した仕様とすること。 

・手術エリアの出入口にはベッド搬送を考慮した広さの前室を設けること。 

・多様な医療機器が収納できるように十分な広さの器材庫を確保すること。 

・患者家族の動線と病院職員等の動線が交錯しない計画とすること。 

・麻酔科医が緊急時に迅速に対応できるよう、麻酔科医局を手術部門内に配置すること。 

 

⑨ 心臓カテーテル部門 

 基本方針 

・心臓カテーテル検査、冠動脈バイパス術等の心臓カテーテル治療を実施する。 

・急性心筋梗塞の患者の緊急検査や治療に対応する。 

・患者の検査や治療に対する不安を和らげる室内環境を整備する。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

心臓カテーテル

部門 

前室、心臓カテーテル室、読影・カンファレンス室・操作室、スタッフ休憩

室、機械室 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

・手術部門に隣接して計画すること。 

・ＩＣＵに近接させること。 

・救急用エレベーターから心臓カテーテル室へのアクセスがスムーズにできる配置とするこ

と。 

・OP室 1（ハイブリット）と心臓カテーテル室を隣接させ、効率的な機械室の整備及び円滑

に移動できるような配置計画とすること。 

・心臓カテーテル室の 1室は、IVR-CT装置を設置できる設えとすること。 

 

⑩ 人工透析部門 

 基本方針 

・透析部門は、緊急透析と入院透析を原則とする。 

・血液透析と腹膜透析の一本化を図り、統合的な治療及び看護を提供する。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 
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人工透析部門 透析室、診察室、スタッフ休憩室、器材庫、透析機械室、倉庫 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項 

・透析室は９床を整備すること。新型インフルエンザ等の感染症患者も収容できる個室を 1

床整備すること。 

・スタッフステーションはオープンカウンターとし、患者及び透析機械の管理しやすい位置

に配置とすること。 

・透析ベッド間に透析装置が入るため、十分な透析ベッド間の広さを確保すること。 

・透析中の心理的ストレスを和らげるため、快適な室内環境を整備すること。 

・災害時にも給排水機能が確保されるよう配慮すること。 

 

⑪ リハビリテーション部門 

 基本方針 

・患者等の身体の機能維持や著しい機能低下を防ぐため、高度で先進的な急性期リハビリ治

療を提供する。 

・脳卒中等の患者の円滑な地域移行を図るためのリハビリ治療を実施する。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

リハビリテーション

部門 

大訓練室、小訓練室、診察室、作業療法室、言語聴覚療法室、リハビリ科

長室、スタッフ記録室 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

・リハビリテーション部門は、整形外科病棟と同一フロアに設けること。 

・脳血管リハビリテーション（Ⅱ）、廃用症候群リハビリテーション（Ⅱ）、運動器リハビリ

テーション（Ⅰ）、呼吸器リハビリテーション（Ⅰ）の施設基準を確保すること。 

・患者へ高度で先進的なリハビリ治療を実施するための十分な広さを確保すること。 

・作業療法室等の訓練スペースは、採光が取れる外壁側に配置すること。 

・リハビリ機器を利用しやすい配置にできる設えとすること。なお、配置に関しては都と協

議の上決定すること。 

 

⑫ 霊安・解剖部門 

 基本方針 
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・臨床診断の妥当性、直接死因の解明、続発性の合併症や偶発病変の発見等を目的に系統的

な病理解剖を行う。 

・ご遺体の搬送、解剖の流れはプライバシーへの配慮とともに感染防止に十分配慮する。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

霊安・解剖部門 霊安室、解剖室、遺体冷蔵庫、臓器保管室、標本切出室、医師記録室 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

・霊安室は温かみのある設えとし、家族控室等のアメニティ面にも配慮した環境を整えるこ

と。 

・解剖室及び標本切出室は陰圧とし、バイオハザード対策を行うこと。 

・解剖室及び標本切出室は空気より重いホルマリンを使用するため、排気口は低い位置に設

置すること。 

・霊安室及び解剖室は、ご遺体の搬送のための動線や出入口はプライバシーに配慮するこ

と。 

 

⑬ 薬剤部門 

 基本方針 

・患者に安全かつ迅速に薬剤を提供するため、薬剤の効率的な収受、管理や外来及び病棟等

との連携を考慮した計画とする。 

・薬剤の有効性、安全性及び経済性を考慮しつつ、適正な薬品の供給と医薬品情報を患者に

提供する。また、院外処方を推進する。  

・調剤業務、薬品管理業務、製剤業務、医薬品情報管理業務（ＤＩ）、外来お薬相談業務、薬

剤管理指導業務、薬物血中濃度測定業務（ＴＤＭ）、治験に関する業務等に対応する。 

 

 主な機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

薬剤部門 調剤室、無菌調剤室、ＤＩ室、薬品倉庫、薬剤科長室 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

・薬剤部門内の病院職員等の動線及び搬送手段を確保すること。 
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・治験事務局を薬剤部門に近接して設置すること。また、外部関係者の出入りを考慮し、患

者動線と交錯しない配置とすること。 

・ＤＩ室や薬剤科長室等は、フリーアクセスフロアとすること。 

・救急などの薬剤の受渡しを行う薬局受付を、総合待合及び会計に隣接又は近接した位置に

設置すること。 

・薬局受付と調剤室が別フロアとなる場合には、連絡階段等を適切に設けること。 

 

⑭ 栄養部門 

 基本方針 

・患者個別の栄養状態を的確に評価、判定し、適切な栄養管理を行う。  

・ＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理点）に基づく衛生管理を行い、安全・安心で信頼される食

事を提供する。 

・適時・適温給食、行事食及び選択食を提供し、患者満足度の向上を目指す。 

・食物アレルギー等の厳格な栄養成分管理による食事提供を基本とし、きめ細かい個別対応

を重視する。 

・清潔区域と非清潔区域を明確に分ける計画とする。 

・衛生管理や感染予防を考慮し、可能な限り他部門と動線が交錯しないエリア配置とする。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

栄養部門 調理室、検収室、食品庫、栄養事務室、給食用エレベーター 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

・クックサーブ方式を基本とし、朝食のみクックチル方式を併用した調理方式に対応する諸

室を整備すること。 

・検収から配膳までの業務の流れに合わせた適切な動線とスペースを確保すること。 

・厨房と給食用エレベーターを直結させる配置とすること。 

・栄養事務室から厨房が見渡せる配置とすること。 

・災害時における入院患者用の水や食品等を保管するための備蓄倉庫を確保すること。 

 

⑮ 物品管理部門 

 基本方針 

・手術室、外来及び病棟を中心に各部門との連携を図る。 

・患者サービスの向上や医療の質の向上、経営の効率化、病院を取り巻く環境の変化への柔

軟な対応を可能にする計画とする。 

・物品管理部門は、効率的に物品等の受入、検収及び在庫管理ができるよう整備する。 
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 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

物品管理部門 洗濯リネン庫、ＳＰＤ室 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

・様々な部門との共同利用や物流等の効率化が可能に整備すること。 

・ベッド保管庫の設置を検討すること。 

 

⑯ 中央材料部門 

 基本方針 

・手術室、外来及び病棟を中心に各部門との連携を図る。 

・患者サービスの向上や医療の質の向上、経営の効率化、病院を取り巻く環境の変化への柔

軟な対応を可能にする計画とする。 

・使用済み医療材料の滅菌前処理に始まり滅菌後の保管から医療現場への供給に至るまで、

一連の医療材料管理システムを整備し、既滅菌物の無菌維持及び管理を行う。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

中央材料部門 回収・洗浄・組立・滅菌室、既滅菌物保管室、中央材料室（ＭＥ室） 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

・使用後の滅菌物の回収、一次洗浄・消毒、組立、滅菌及び払出しの一連の作業を安全かつ

円滑に行うため、ワンウェイの動線を可能とするエリア構成とすること。 

・回収・洗浄・組立・滅菌室には十分な手術器材の収納ができる広さを確保すること。 

・手術部門の間で、既滅菌物搬送及び回収専用の搬送設備を設けること。 

・ＭＥ室は患者と動線が交錯しないようにすること。 

 

⑰ 機械室 

 基本方針 

・施設、設備の省エネルギー・省コスト技術導入による維持管理費の縮減と環境への負荷軽

減を図る。 
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・機械室及び新設病院熱源・機械棟は、常時新設病院にエネルギーを供給できるように整備

する。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

機械室 機械室、ＡＣ室、受水槽、ＣＧＳ室、給湯他、熱源機械室、電気室 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

・機器の維持管理に必要な通路を確保すること。 

・作業員が入り点検修理を行うために十分な広さを確保すること。 

・他の部門への騒音、振動などの影響がないように計画すること。 

 

⑱ 管理部門 

 基本方針 

・様々な面から医療サービスの向上を図ることが出来る施設とする。 

・医療従事者間における情報の共有化、診療録の標準化、医師に対する情報支援の強化等、

医療の質の向上を図る。 

・診療精度の向上や最適な診療計画の立案に寄与することにより、医療サービスの質的向上

に貢献し、治療期間や病院滞在時間の短縮等を図り患者サービスの向上に貢献する。 

・部門システムと連携したオーダリングの導入により、全般的な省力化を図るとともに、診

療情報の把握による疾病別収支分析及び経営的分析を実現し、効率的な病院運営ができる

施設とする。 

・都立病院間ネットワークの強化及び地域医療機関との情報連携を目指す施設とする。 

・院内の情報システムの運用及び病歴の管理、各種情報処理のためサーバ室及び執務室を設

置する。 

・病院の管理・運営を効率的・効果的に行えるよう諸室を設置する。 

・限られた施設を有効活用するため、病院職員等が使用する諸室（会議室やカンファレンス

室、更衣室等）は集約し、共同利用を図る検討をする。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

医事課 医事課、患者支援センター、面談室 等 

医局 医局、研修医局、研修室・臨床研究支援室、循環器・心外医局 等 

看護部 
看護部室、看護部長室、管理看護師長室、スタッフ休憩室、認定特定行為看護

師室、医療安全室、感染管理室、教育研修室 等 
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事務局 
秘書室、メール室、印刷室、院長室、副院長室、庶務課室、事務局長室、応接

室、面談室、会議室、大講堂、礼拝室 等 

災害対応

センター 
防災センター、災害研修室、減災対策支援室、災害用備蓄倉庫 等 

厚生部 図書室、ボランティア室、組合室、ＳＰＣ室 等 

利便施設 理容室、カフェ、レストラン、売店 等 

管理諸室 女子更衣室、男子更衣室、委託員他更衣室、会議室、病歴センター、サーバ

室、執務室 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

 共通事項 

・必要に応じてフリーアクセスフロアとし、将来のレイアウト変更等への対応が容易な計画

とすること。 

 医事課 

・医事課、総合受付は、エントランスと同一フロアに設けること。 

・事務局（医事）は、エントランスホールに隣接した利便性のよい位置とすること。 

・会計付近に、適切な台数の自動支払機を設置できるスペースを確保すること。 

・会計等の各種窓口は、総合待合に隣接して配置すること。 

・面談室を含めた患者支援センターは、総合待合からのアクセス及び患者のプライバシーに

配慮すること。 

・面談室は、共同利用及び多目的利用を基本とし、設置する機器等に合わせることが可能な

フリーアクセスフロアも検討すること。 

 医局 

・医局は、病棟、外来及び手術部門等からアクセスしやすいフロアに配置すること。また、

大部屋に集約し、医師等同士の情報共有が図りやすい環境とすること。 

・循環器及び心外医局は手術及びＩＣＵ部門に近接して配置すること。 

・当直室や仮眠室はプライバシーやセキュリティに配慮し、計画すること。 

 看護部 

・医局に近接して配置すること。 

 事務局 

・緊密な連携に基づく病院運営を可能とするため、庶務課室と看護部や幹部諸室を近接して

配置すること。 

・大講堂は、患者及び家族等の医療及び介護講習会や地域の人材育成研修及び公開講座等の

開催に相応しい計画とすること。また、災害時には患者等の一時収容先にも活用できるよ

う整備すること。 

 災害対応センター 

・防災センターは、災害時の消防活動を考慮して適切な場所に配置すること。 
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・災害備蓄倉庫は災害時に備蓄品を保管するために必要な広さを確保すること。 

 利便施設 

・利便施設の設置場所は、患者や職員等の利便性等に配慮した適切な場所に計画すること。 

 管理諸室 

・水害対策のため、サーバ室は２階以上に配置すること。 

・サーバ室は水を使用しない不活性ガス消火設備等による消火設備を安全に設けること。そ

して隣接する諸室からの消防設備の水の害がないように配慮すること。 

 

⑲ 共用部門 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

共用部門 エントランスホール、待合、廊下 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項 

・風除室には車いす及びストレッチャーの置き場を適宜設けること。 

・入口付近に自動再来受付機を設置するスペースを確保すること。 

・車いす利用者の動線に配慮した計画とすること。 

・待合ホールはエントランスホールに隣接した利便性の良い位置に配置し、明るく開放感の

ある空間とすること。 

・ピクチャーレールや掲示板等、アートワーク等の設置が可能な計画とすること。 

・患者が利用する廊下は、手挟み防止に配慮した手摺を設けること。 

 

新設職員宿舎棟 

・以下に掲げる各部門を整備する。 

部門名 諸室名 

保育部門 病児・病後児保育室、院内保育室、安静室、収納室、調乳室、沐浴室、医務室、遊

戯室 等 

宿泊部門 患者家族宿泊室 

宿舎部門 職員宿舎 

 

・階層構成は、「別紙 図 1参考資料５ 参考計画図（新設職員宿舎棟）」を参照すること。なお、

参考計画図（新設職員宿舎棟）は、基本計画をベースに本要求水準書をまとめるに当たり、病

院が求める機能を踏まえた想定である。事業者はこれを参考とし、要求水準を満たす提案をす

ること。 
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階数 部門構成 

４ 宿舎部門 

３ 宿舎部門 

２ 宿泊部門、宿舎部門 

１ 保育部門 

 

① 保育部門 

 基本方針 

・子どもが安心して、体を動かすことができる安全性の高い施設とする。 

・宿泊・宿舎部門とは別の管理区分とし、職員関係者の動線とは交差しないこととする。 

・院内保育室は、整備期間中もその機能を現敷地内で維持する。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

保育部門 病児・病後児保育室又は遊戯室、院内保育室、乳児室又はほふく室、安静室、

収納室、事務室、調理室、調乳室、沐浴室、医務室 等 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

・院内保育室は認可外施設ではあるが、認可保育所の基準に適合する仕様とすること。 

・病児・病後児保育施設の施設基準に適合する仕様とすること。 

・できる限り地上１階に設け、児童の安全に配慮した計画とすること。 

・職員の目が利用者に行き届くように、各室の配置を考慮すること。 

 

② 宿泊部門 

 基本方針 

・島しょ地域の患者・家族用の宿泊施設として確保する。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

宿泊部門 患者家族宿泊室 ７室以上 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 
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 計画上の条件及び配慮事項  

・患者家族宿泊施設は、整備期間中もその機能を現敷地内で維持すること。 

・職員宿舎と同じ設えを設けること。 

 

③ 宿舎部門 

 基本方針 

・快適な住居環境により衛生的かつ健全で安定した生活ができる施設とする。 

・各住居については、遮音、日照、通風、プライバシー等を確保した施設計画を行う。 

・安心で安全かつ快適に利用できるように、セキュリティ及びユニバーサルデザインに配慮

する。 

 

 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

宿舎部門 新設職員宿舎棟 39 室以上 

 

 諸室の構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

 計画上の条件及び配慮事項  

・患者家族宿泊施設は、整備期間中もその機能を現敷地内で維持すること。 

・浴室とＷＣを別室にすること。 

 

看護学校渡り廊下 

・常時は教師や学生の新設病院と新設看護学校の往来に利用する。 

・災害時には新設病院と新設看護学校を一体的に運用することを想定しているため、双方の建物

を渡り廊下にて接続させる。 

 

・新設病院と同等の室内環境を整えること。 

・新設看護学校のスペースを災害医療に転用するため、新設病院から患者を搬送しやすいように

配慮すること。 

・看護学校渡り廊下の経年劣化による天井からの雨漏りが発生した場合を考慮し、修繕に必要な

仮設足場等を設置しても病院運営上支障のないよう、看護学校渡り廊下下部の敷地を整備する

こと。 

・セキュリティ対策のため、病院職員等、看学職員、看護学生以外の出入りを常時制限する設え

とすること。 
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耐震安全性の目標 

・耐震安全性の分類は「構造設計指針」及び「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解

説」（平成 25年３月 29日国営計第 126号）に準じること。 

・新設病院及び新設職員宿舎棟の構造体の耐震安全性の目標については、「構造設計指針」に準拠

することとし、建物用途と震災後の機能を踏まえ、以下のとおり、建物ごとに用途係数を設定

すること（下表の分類を参照すること。）。 

・新設病院熱源・機械棟の構造体の耐震安全性の目標については、「構造設計指針」に準拠するこ

ととし、建物用途と震災後の機能を踏まえ、以下のとおり、建物ごとに用途係数を設定するこ

と（下表の分類を参照すること。）。 

 

・大規模地震発生時には災害応急対策活動に必要な施設であることから、「Ⅰ類」、用途係数 1.5

を設定の上で計画すること。 

・建築非構造部材及び建築設備の耐震安全性の分類は、それぞれＡ類及び甲類とすること。 

 

・大規模地震発生時には広尾病院とともに継続した医療機能を確保することが求められているこ

とから「Ⅱ類」、用途係数 1.25 を設定の上で計画すること。ただし、「Ⅰ類」、用途係数 1.5 

としても構わない。 

・建築非構造部材及び建築設備の耐震安全性の分類は、それぞれＡ類及び甲類とすること。 

 

・大規模地震発生時には災害応急対策活動において病院機能に必要な施設であることから、「Ⅰ

類」、用途係数 1.5を設定で計画すること。 

・建築非構造部材及び建築設備の耐震安全性の分類は、それぞれＡ類及び甲類とすること。 

 

用途係数の分類 

分

類 
目標水準 対象とする施設 用途例 

用途 

係数 

Ⅰ 

大地震動後、構造体の補

修をすることなく建築

物を使用できることを

目標とし、人命の安全確

保に加えて十分な機能

確保が図られている。 

（１）災害応急対策活動

に必要な施設のうち特

に重要な施設。 

（２）多量の危険物を貯

蔵又は使用する施設、そ

の他これに類する施設。 

・本庁舎、地域防災セ

ンター、防災通信施設 

・消防署、警察署 

・上記の付属施設(職務

住宅・宿舎は分類Ⅱ) 

1.5 

Ⅱ 

大地震動後、構造体の大

きな補修をすることな

く建築物を使用できる

ことを目標とし、人命の

安全確保に加えて機能

（１）災害応急対策活動

に必要な施設。 

（２）地域防災計画にお

いて避難所等として位

置付けられた施設。 

・一般庁舎 

・病院、保健所、福祉施

設 

・集会所、会館等 

・学校、図書館、社会文

1.25 
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分

類 
目標水準 対象とする施設 用途例 

用途 

係数 

確保が図られている。 （３）危険物を貯蔵又は

使用する施設。 

（４）多数の者が利用す

る施設。ただし、分類Ⅰ 

に該当する施設は除く。 

化教育施設等 

・大規模体育館、ホー

ル施設等 

・市場施設 

・備蓄倉庫、防災用品

庫、防災用設備施設等 

・上記の付属施設 

Ⅲ 

大地震動により構造体

の部分的な損傷は生じ

るが、建築物全体の耐力

の低下は著しくないこ

とを目標とし、人命の安

全確保が図られている。 

分類Ⅰ及びⅡ以外の施

設。 

・寄宿舎、共同住宅、宿

舎、工場、車庫、渡り廊

下等 

※都市施設については

別に考慮する。（都市計

画法第 11 条参照） 

1.0 

出典 東京都財務局「構造設計指針」 

耐震安全性の分類 

部位 分類 耐震安全性の目標 

建築非構造

部材 

Ａ類 大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行う上、または危険物の管

理の上で支障となる建築非構造部材の損 傷、移動等が発生しないこと

を目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるもの

とする。 

Ｂ類 大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、

人命の安全確保と二次災害の防止が図られていることを目標とする。 

建築設備 甲類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているとと

もに、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続で

きることを目標とする。 

乙類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていること

を目標とする。 

出典 「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説 令和３年版」 

 

要求事項 

・建物の構造種別及び構造形式は、建物の平面計画及び要求される性能を考慮し、都と協議の

上、適切に計画すること。 

・積載荷重は、建築基準法施行令第 85条第１項に定められた値を下回らないようにするととも

に、「構造設計指針」及び「建築構造設計基準」に定められた基準を満たすよう計画すること。

また、一般用途でない諸室（機械室や放射線関連諸室等）は、重量物の実情に応じて適切に設

定すること。 

・人の動作または設備による振動に関する性能は、心理的または生理的に不快となる振動が生じ

ないことを性能の水準とし、「官庁施設の基本的性能基準及び同解説」に準ずること。 
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① 新設病院 

・構造種別は、10ｍを超える大スパン架構計画であり、将来の改修工事等を考慮して、鉄骨造を

基本として検討すること。なお、事業者が構造種別の選定において平面計画や建設コスト、工

期も考慮して提案することも可とする。 

・構造形式は、免震構造とすること。 

・構造体は、適切な強度・剛性・靭性を組み合せて目標とする免震性能を確保すること。 

・各部材については、原則として脆性的な破壊が生じないものとすること。 

・地盤及び基礎構造は、地盤の性状を的確に把握し、上部構造の機能に対し、有害な影響を与え

ないものとすること。 

 

② 新設職員宿舎棟 

・構造種別は、鉄骨造を基本とすること。なお、事業者が構造種別の選定において平面計画や建

設コスト、工期も考慮して提案することも可とする。 

・構造形式は、耐震構造を基本とすること。 

 

③ 新設病院熱源・機械棟 

・構造種別は、鉄骨造を基本とすること。なお、事業者が構造種別の選定において平面計画や建

設コスト、工期も考慮して提案することも可とする。 

・構造形式は、免震構造とすること。 

 

④ 看護学校渡り廊下 

・構造種別は、鉄骨造を基本とすること。なお、事業者が構造種別の選定において平面計画や建

設コスト、工期も考慮して提案することも可とする。 

・構造形式は、耐震構造とすること。 

 

・建築基準法第 20条より、同法施行令第 81条の規定を適用すること。 

・免震構造を採用するに当たって、地震力に対する安全性について、次のとおり評価すること。 

・下記レベル１、２、３の地震動の入力位置は最下層レベルとし、地盤に接する部分を適切に評

価した検討を行うこと。 

 

① 水平方向に作用する地震力 

 稀に発生する地震力：レベル１ 

・建築基準法第 20条より、同法施行令第 81条の規定を適用すること。 

・免震構造を採用するに当たっては、地震力に対する安全性について、次のとおり評価する

こと。 

・下記レベル１、２、３の地震動の入力位置は最下層レベルとし、地盤に接する部分を適切

に評価した検討を行うこと。 
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 極めて稀に発生する地震力：レベル２ 

・「超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件」（平成

28年６月１国土交通省告示第 794号）第四号イ(１)から(３)までの規定による地震波３波

（告示波）。 

・過去における代表的な観測地震波のうち、建設地及び建築物の特性を考慮して適切に選定

した地震波（最大速度振幅 50cm／s）３波（観測波）。 

・建設地周辺における活断層分布や断層破壊モデル、過去の地震活動、地盤構造等に基づ

く、建設地における模擬地震波１波（サイト波）。 

・ 「超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動対策について

（技術的助言）」（平成 28年６月 24日国住指第 1111号）１波（長周期地震波） 

 

 余裕度レベル：レベル３ 

・極めて稀に発生する地震動：レベル２における告示波を最大速度評価にて 1.5倍とする地

震動。これをレベル３と定義して評価する。 

 

② 上下方向に作用する地震力 

・上下方向の入力地震動については、その影響を適切に考慮すること。 

 

③ 耐震性能の目標 

・下表を原則として適切に設定すること。 

・長周期地震動に対しては、地震動観測地点の設計用長期地震動を作成し、地震力に対する安全

性を確かめること。 

・免震構造は、免震材料の交換や残留変形の復元が可能な構造とすること。 

 

上部構造 

入力レベル 判定基準 

レベル１ 層間変形角：1／500 以下 

免震材料：安定変形以内 

免震材料には引張応力を生じさせない。 

レベル２ 層間変形角：1／250 以下 

構造耐力上主要な部分：短期許容応力度以内 

免震材料：性能保証変形以内、限界速度以内 

免震材料の引張：1.0Ｎ／mm２以下の引張応力は許容する。 

レベル３ 構造耐力上主要な部分：弾性限耐力以内 

免震材料：限界変形以下で、使用材料の実験データに基づき適切に安

全性を説明できる範囲 

免震材料の引張：1.0Ｎ／mm２以下の引張応力は許容する。 

 

下部構造 

入力レベル 判定基準 

レベル１ 構造耐力上主要な部分：短期許容応力度以内 

https://www.mlit.go.jp/common/001136168.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001136168.pdf
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入力レベル 判定基準 

レベル２ 構造耐力上主要な部分：短期許容応力度以内 

レベル３ 構造耐力上主要な部分：弾性限耐力以内 

 

基礎構造 

入力レベル 判定基準 

レベル１ 構造耐力上主要な部分：弾性限耐力以内 

レベル２ 構造耐力上主要な部分：弾性限耐力以内 

レベル３ 構造耐力上主要な部分：終局耐力以内 

 

④ 構造計算 

・構造計算については、指定性能評価機関の審査を受けること。 

 

・大地震振動の構造体の変形に対して追従するとともに、大地震動時の水平方向及び鉛直方向の

地震力に対し、必要な安全性を確保すること。 

 

① 検討項目 

・層間変形追従性能の検討 

・地震時慣性力に対する安全性の検討 

・転倒及び移動に対する安全性の検討 

 

② 検討部位 

・外壁、外装全般及びその仕上げ、建具及びガラス、天井、間仕切り、内装材並びに機器類・家

具及び什器等 

 

③ エキスパンションジョイント 

・「免震エキスパンションガイドライン」（ＪＳＳＩ：一般社団法人日本免震構造協会）のＡ類と

すること。 

・免震建物と周辺との取合い部分は、免震構造の変位に対応したものとし、使用部位に応じた耐

荷重を確保すること。また、作動時においても人の安全性が確保できる構造とすること。 

・床面は、平常時において平滑に維持され、来院者及び病院職員等の通行及び物品の搬送等に支

障をきたさない構造のものとすること。 

 

④ 耐風に関する性能 

風荷重のレベル 再現期間500年の強風 

制振部材と免震材料を除く

構造耐力上主要な部分 

短期許容応力度以内とする。 

免震材料 「免震建築物の耐風設計指針」（ＪＳＳＩ）のランクＡ若しくはＢ。 
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新設病院等を対象とすること。 

 

基本方針 

① 良好な療養環境、周辺環境の確保 

・患者の療養環境や病院職員等の労働環境の向上に配慮した設備計画とすること。 

・建物内及び周辺に対し騒音や振動等による影響ができるだけ発生しないよう配慮した設備計画

とすること。 

・鳩等の鳥類が建物に巣を作らないよう、また糞等による被害が生じないよう周辺環境に配慮し

た計画とすること。 

 

② 利便性の高い設備計画 

・ユニバーサルデザインに配慮した計画とし、誰にでも使いやすく、快適で利便性の高い設備を

計画すること。 

 

③ 柔軟性のある設備計画 

・機器及び配管の修繕、維持管理及び改修等に支障をきたさないよう、十分な広さを確保すると

ともに、修繕時及び改修時等に影響の出る範囲ができる限り小さくなる計画とすること。 

 

④ 安全性に配慮した設備計画 

・国が定めた「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」（平成 25年３月 29日国営計第

126号）に準拠し、耐震安全性の分類は、甲類とすること。 

・機器の固定及び配管類の支持は、耐震性の高い工法で行い、地震災害及びその二次災害に対す

る安全性に関して、必要な耐震性能の確保を図り、ゆとりのある設計を心がけること。 

・システムの部分的な障害が発生しても全体に悪影響を及ぼさない構成とすること。 

・医療機器の機能や運転、管理等に支障をきたさない設備とすること。 

・24 時間稼働する部門の設備については、機器や系統を複数設置する等により故障やメンテナン

スに伴う機器の停止を可能な限り避けることで、広尾病院の機能に支障をきたさない計画とす

ること。 

・セキュリティに配慮すること。 

・ねずみ等の害獣及び害虫に加え、コバエ等の微小な昆虫の発生や侵入を防ぐ設備計画とするこ

と。 

・施設を運営しながらの建替工事となるため、医療サービスの継続、収益確保の観点から原則と

して施設整備期間中においても広尾病院のいずれの部門も休止させず運営を継続させること。 

・新旧システム切替え時の機能維持に必要となる設備は、事業者の判断において仮設供給を行う

こと。 

・熱源・機械棟の受電設備や自家発電設備等については浸水被害を考慮し、地上階以上に設置す

ること。 
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⑤ 経済性に配慮した設備計画 

・環境保全及び環境負荷低減を念頭に、省エネルギー・省資源化に配慮して、自然エネルギーを

積極的に採用し、更には、管理の容易性、運営費の抑制等経済性や耐久性にも配慮した計画と

すること。 

・ビルマネジメントシステムを有効に機能させ、設備機器等の最適化運転及び監視並びに部門別

及び用途別の各種エネルギー使用量の計測、統計処理、分析及び診断ができるものとするこ

と。なお、使用量計測の系統分けは、都と協議の上、決定すること。 

・主要熱源機器の運転効率を随時把握できるシステムとすること。 

・部門別及び用途別の空調設備、換気設備並びに照明設備の運転制御が可能な計画とすること。 

・運転操作性及び保守管理性が容易なシステムとすること。 

・機器及び配管等は、耐久性の高い長寿命な仕様とすること。 

 

① 耐震性の確保 

・エネルギー供給に関する設備機器や配線、配管等は、大地震時においても機能が損なわれない

よう計画すること。 

 

② 安定したエネルギーの確保 

・平常時、災害時のいずれの場合であっても、広尾病院の機能が損なわれないよう、供給源の多

重化を図る等、安定したエネルギー供給を行うこと。 

・災害発生等により機能の一部に損傷が生じた場合でも、損傷の影響が広範囲に及ばない設備計

画とすること。 

・災害時のインフラ供給停止を考慮した水や燃料等の備蓄が可能な施設とし、災害時の機能維持

を図ること。 

・備蓄量は、インフラ供給の再開に要する期間及び補給が可能となる期間を考慮し、３日間以上

の供給が可能となるよう確保すること。 

・インフラ供給の停止が長期化した場合を想定し、仮設供給にも対応できる計画とすること。 

・断水に対しても井水・雨水利用等を行い、供給を継続できるよう対策を講じること。 

・震災時でも稼働率の高いコージェネレーションシステムを導入すること。 

・災害時でも、継続的なエネルギー供給を図ること。 

・「ゼロエミッション東京戦略」に準ずる施設とすること。 

 

① 省エネルギー性能（ＰＡＬ*、１次エネルギー消費量） 

・「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」（平成 25

年経済産業省・国土交通省告示第 10号）による目標値以下とし、その手法を示すこと。 
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② 東京都建築物環境配慮指針による環境性能評価 

・「東京都建築物環境計画書制度」（令和２年４月１日施行 改正）の「段階２（環境への配慮の

ための措置として環境への負荷の低減に高い効果を有するもの）」の性能を有する計画とするこ

と。 

 

・以下の検討を行い、ＣＯ２排出量と運営管理費の低減を重視した計画とすること。 

・電気、ガス及び水の使用量及び空調熱負荷等のエネルギー負荷の予測算定 

・事業期間内における設備整備維持費と運転管理費を総合的に勘案した、事業期間中のラ

イフサイクルコストの算定 

・省エネルギー化及びライフサイクルコストの低減の効果について設備ごとに比較検討し、

より高い効果が見込まれる設備の積極的な導入 

・上記検討の内容をまとめた資料の作成 

 

電気設備 

・設計照度や幹線ケーブルのサイズ、受変電機器及び発電機器の選定、直流電源装置の容量、無

停電電源装置の容量、テレビ共同受信設備の各テレビ端子出力等は、「建築設備設計基準」（平

成 30年３月 19日国営設第 134 号）に照らし、必要な性能を満たしていることを検証するこ

と。 

・ライフサイクルコストの低減及び環境負荷低減に配慮し、高効率機器の採用や負荷の平準化等

によるエネルギーの効率的利用を実現するため、設備構成の最適化を図る等、ＬＣＣＯ２を削

減するシステムを構築すること。 

・「ＪＩＳ Ｔ1022 病院電気設備の安全基準」に準拠し、電源確保及び感電防止に配慮するこ

と。 

・電気設備関連諸室及び幹線経路は、保守点検時や機材増設時、修繕時等に配慮した上で、レイ

アウト及びスペースの確保を行うこと。 

・機器発熱に対応した適切な空調機能を確保すること。 

・設備備品や付属品等の予備品の保管室を確保すること。 

・情報通信設備及び中央監視制御設備は、電源の瞬時電圧降下等の異常時や保守点検時にも機能

停止を招かないよう、電源のバックアップ等の停電補償を行うこと。 

・機器及びシステムは、導入時点（建設工事における承認図等の承認時点）で最適及び最新の仕

様とすること。特に技術変化が激しい設備については、機器及びシステムの技術変化動向を確

認し、導入仕様の決定前に都と十分協議すること。 

・機材及び施工方法については、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」の該当部分を参

照すること。なお、「特記による」とあるものについては、「総合的な検討を行い、病院機能を

維持する上で支障をきたさないものとする」と読み替えること。 

・各機器及びシステムはローディング中の増量分を見越した余裕ある仕様とすること。 
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① 安全性、信頼性 

 電力の供給 

・安定的かつ十分な容量の電力を供給するとともに、将来負荷の変動、増加に対応できる計

画とすること。 

・また、重要負荷については、保守点検時等の停電が必要な状況においても電力の継続的供

給が可能な設備とすること。 

 

 バックアップ電源の充実 

・商用電源停電時は、防災機器等の法定負荷及び広尾病院の機能上重要な負荷に対して、自

家発電設備等による非常電源の供給を行うこと。 

・非常用電源は、災害時の商用電源の復旧に時間を要することを想定し、広尾病院につい

て、それぞれ ３日間以上の供給が可能となるよう計画すること。 

・自家発電設備は、「ＪＩＳ Ｔ1022 病院電気設備の安全基準」を遵守すること。 

・機能上特に重要な機器に対しては、無停電電源を供給し、信頼性の向上を図ること。 

 

 医療用接地 

・「ＪＩＳ Ｔ1022 病院電気設備の安全基準」に準拠し、ミクロショックやマクロショック

等の感電事故防止及び医療機器の安全性確保のため医療用接地を設ける。なお、接地極は

共通接地方式とすること。 

 

 機器の保護 

・医療機器用及び情報系機器用の電源については、低圧側避雷器を設置し、安全性及び信頼

性を高めること。 

 

 監視の集中一元化 

・火災等の災害時における防災監視機能を集中一元化し、早期発見並びに消火を迅速かつ適

切な避難誘導及び消火を可能とする安全性の高いシステムとすること。 

 

 点検の自動化 

・誘導灯及び自動火災報知設備については、自己点検機能付とし、点検の省力化と合理化を

図ること。 

 

② 環境 

・照明については、各室の用途及び機能に適した照明器具の選定と設定を行うとともに、建築空

間との調和がとれた計画とすること。 
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③ 情報 

・電話交換機は、情報システムの高度化及び光ケーブル化への対応を行うものとし、院内の情報

及び通信の基幹システムの一つとして、医療情報システム等関連の設備と連携を可能とするこ

と。 

・災害時の対策として、アナログ回線との併用も行うこと。 

・情報システム用の配管・配線を適切に行うこと。 

・サーバ室内にＰＤ盤設置を検討すること。 

 

④ 省エネルギー 

・「省エネ・再エネ東京仕様」（令和２年６月改正 東京都財務局）にのっとり計画すること。 

・設備機器の運転制御や照明の消し忘れ等を適正に管理できるよう、集中化を図ること。 

・力率改善を自動制御できる高効率変圧器や高効率照明器具等の採用を図ること。 

・照明制御は、人感センサーによる点灯や昼光利用を考慮した自動センサーによる減光制御等が

可能な仕様とすること。 

 

⑤ 将来の設備修繕・拡張計画 

・将来的な設備の修繕及び拡張のための広さを確保すること。 

・設備の修繕・拡張が容易に行えるよう、機器の搬入ルートを考慮した計画とすること。 

・小規模な改修を行う場合、低コスト・低騒音で、かつ短時間の改修を実現するシステムを採用

すること。 

 

① 電源設備 

 電源引込設備 

・災害及び事故等の発生による商用電源の停電に対処できるよう、電源引込は３回線スポッ

トネットワーク方式とし、長時間の停電が起こらない設備とすること。 

 

 受変電設備 

・特別高圧受電設備又は高圧受電設備が必要な場合は、長期的な視野に立って設備修繕時の

改修範囲を考慮の上、計画すること。 

・受変電設備は、高圧二重母線を用いた二重化構成とすることとし、低圧側も二重化構成を

検討すること。また、保守点検時に無停電で切替え可能な仕様とすること。 

・配電盤についても、二重化を検討すること。 

・大型の医療機器や電算機等負荷の用途に応じた専用の変圧器で構成すること。 

・供給する電力の品質は、設備機器及び医療機器に対し高調波による異常や故障を生じさせ

ないよう対策を行うこと。また、力率改善後の力率は、電気供給者の測定する月間力率で

100％を目標とし、自動力率制御を行うこと。 

・変圧器その他の設備容量は、ローディング中の負荷増量分と将来の負荷増設に対応できる

よう実装負荷の 130％以上の容量を見込むこと。 
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・商用電源が途絶したとしても、監視制御機能は継続できるものとし、監視、制御、操作、

表示及び計測を可能とすること。 

・系統連系を行うものは、逆潮流なしとすること。 

・高圧絶縁監視装置を設置し、保守管理の合理化に努めること。 

・高圧変圧器は、高効率変圧器を採用すること。 

・受変電設備に用いる機器は、不燃化を図ること。 

・常用発電設備を採用する場合の受変電機器の制御方式は、「建築設備設計基準」によるこ

と。 

・電気設備を設置する室は、機器の修繕や拡張に備えた広さを確保するとともに、これらの

搬出入が容易に行えるものとすること。 

・受配電盤は、信頼性や保守管理を考慮して方式を検討するとともに、将来的な設備の修繕

及び拡張のための十分な容量及び広さを確保すること。 

・変電機器は、オイルレスを図るとともに低損失変圧器とし、力率制御及びデマンド制御等

に対応すること。 

・受変電室は、病室や検査室等への振動、騒音の影響に配慮するとともに、浸水や鳥獣等が

侵入できないよう、構造及び配置を検討すること。 

・動力回路は、医療機器の指定がない限り、３Φ200Ⅴを基本とすること。 

・電力幹線の配線方式については、ＥＰＳ内及び主要ルートはラック配線とし、増設するた

めの広さを確保すること。 

 

 非常用発電設備 

・建築基準法及び消防法その他関係法令を遵守し、防災電源として認定を受けた非常用発電

装置とすること。 

・発電機回路の負荷は、「建築設備設計基準」の表に示される「発電機回路とする負荷（事務

庁舎）」の甲類に示す負荷や下記に示す負荷の他、無停電電源装置等の蓄電池を有する負荷

とすること。これらの負荷は、商用電源が途絶した後も即時に発電装置より継続して電力

の供給を可能とすること。 

・非常用発電機の容量は通常時 100％の容量と防災負荷容量分の発電機容量とする。 

 

発電機対象負荷（参考） 

必要性 用途 摘要（例示） 

法的な負荷 防災用 消防法及び建築基準法その他の法律で規定されている負荷 

屋内消火ポンプ、スプリンクラーポンプ、排煙ファン、非常用照

明、防災監視盤、中央監視制御装置、消火設備電源、直流電源装

置等 

 

・非常用発電機は２台以上での並列運転を可能とし、設備容量に見合った装置とすることを

検討すること。 

・またコジェネレーション等設置する場合も同様に並列運転を可能とすること。 
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・非常用発電装置の燃料として、必要分の燃料を備蓄することのできる主燃料槽（地下貯油

槽）を設けること。 

・主燃料槽は、防炎性、防犯性、機関への燃料供給及び主燃料槽への燃料給油を考慮し、適

切な位置に設けること。 

・非常用発電装置の排気ガス経路及びその排出口は、広尾病院の運営及び周辺施設並びに利

用者に影響を与えないような位置又は方法により設置すること。 

・将来想定される大規模改修等に際し、発電機等の搬出入が容易に行える経路を確保するこ

と。 

・原則として空冷式若しくはラジエーター冷却方式とし、電気室に隣接した場所とするこ

と。ただし、非常時の冷却水を確保出来る場合はこの限りではない。 

・非常用発電機を設置する室は耐火構造とし、壁及び天井は吸音材仕上げとすること。ま

た、出入口には防火戸を設け、外壁に設けるガラリ及び直接外部に出す排気管の位置や構

造を十分検討し、できるだけ騒音を少なくすること。 

・非常用発電機の燃料は大地震等の災害時エネルギー供給の再開あるいはそれに替わる供給

が可能となる期間として３日を想定し３日分以上の燃料を確保すること。 

 

 電力貯蔵設備 

・直流電源装置は、非常照明用並びに高圧受変電機器の監視及び操作用としてそれぞれ設け

ること。 

・交流無停電電源装置（ＵＰＳ）は、「建築設備設計基準」による負荷の他、「ＪＩＳ Ｔ

1022 病院電気設備の安全基準」に記載される諸室や医療上及び各種システム運用上必要

な室に設置すること。 

・蓄電池として鉛蓄電池を用いる場合は、メンテナンスフリー（無補水）の長寿命形とする

こと。 

・簡易形ＵＰＳに加えて集約形の大容量ＵＰＳを併用する場合は、常用･予備方式等を用いた

供給信頼性の高い機種とするとともに、必要な広さを確保すること。 

・商用電源の途絶後、非常用発電装置による電力供給が行われるまで、無瞬断で電力の供給

を行えるよう計画すること。 

・交流無停電電源装置（ＵＰＳ）は医療用、情報用は個別に設置し、かつ各々二重化を行う

こと。 

・交流無停電電源装置（ＵＰＳ）は新設病院熱源・機械棟の専用室に計画すること。 

・電圧は 100Ｖ、200Ｖを設置機器に応じて出力可能なＵＰＳとすること。 

 

② 中央監視設備 

・設備監視等に関わる各種信号は、新設病院の防災センターにて統合管理できる仕様とするこ

と。 

・中央監視制御装置は信頼性の高いものとし、形式は「建築設備設計基準」のⅢ形以上の監視制

御装置として、防災センターに設置すること。なお、装置には、操作者の認証や誤操作の防

止、情報漏洩の防止等のセキュリティ機能を備えること。 
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・中央監視制御機能は「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」の監視制御装置の全般とす

ること。 

・重要な系統連系の関係は、伝送信号を用いた系統以外に、リレー類を用いた個別配線の系統に

てグラフィックパネルを繋ぎ、伝送信号系統途絶時のバックアップを可能とすること。 

・中央監視設備への電力供給は２回線とし、更にＵＰＳを組み合わせることで継続した無停電供

給を可能とすること。 

・ビルマネジメントシステムを有効に機能させ、設備機器等の最適な運転及び監視並びに用途別

の各種エネルギー使用量の計測、統計処理、分析及び診断ができるものとすること。 

・中央監視盤は、設備機器等の故障が発生した場合に備え、携帯通話端末への通知機能を持たせ

ること。 

 

③ 避雷、接地設備 

・雷保護設備は、建築基準法及び日本産業規格（ＪＩＳ）等を遵守し、設置すること。なお、保

護レベルはリスクの解析による検証を行い、適切に設定すること。 

・接地は「建築設備設計基準」の統合接地方式とすること。 

・内部雷保護システムとして、サージ保護装置を必要箇所に設置すること。 

 

④ 電灯設備 

・分電盤は「建築設備設計基準」に準じ、原則として配線室（ＥＰＳ）内に設置すること。 

・停電を伴わずに零相電流を早期に検出できるよう、各分電盤単位で受電主回路に零相電流を検

出できる設備を設けること。 

・配線室及び幹線経路は、保守点検時や機材増設時、更新時を考慮した上で、機器レイアウト及

びの確保を行うこと。 

・分電盤は、将来の増設等に対応するため十分な予備回路（実装回路数の約 20％）を確保するこ

と。 

・照明器具は省エネルギー化に配慮した上で、場所や用途に応じて適切なものを設置すること。 

・照明器具はＬＥＤ光源とし、グリーン購入法に適合したエネルギー効率の高い器具を用いるこ

と。 

・各諸室の照度及び色温度は、その室の用途や目的に応じて、ＪＩＳ照度基準（中心値より上

位）に準じた最適照度、色温度を設定すること。 

・照明制御は適正照度調整・昼光利用照明制御・タイムスケジュール制御・人感センサー制御等

を組み合わせたシステムとし、省エネルギー化を図ること。 

・照明器具の点滅方法は、遠方発停や点滅情報が得られるリモコンシステムとし、防災センター

にて点滅操作が行えるものとすること。また、病棟階においては、スタッフステーションでも

操作可能とすること。 

・１床室の照明は、全てベッドサイドで点滅操作が行えるものとすること。 

・誘導灯は高輝度型を採用すること。また、１階避難口及び各階階段入口には、誘導音及び点滅

機能付きの誘導灯の設置を検討すること。更に、専ら避難の用途に供する階段は、減光（消

灯）制御機能付きとすること。 
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・照明器具のランプ交換については、安全かつ容易に行えるものとすること。 

・病室や病棟廊下については、常夜灯を必要な箇所に設置すること。 

・医療行為に必要な場所には、調光設備を設けること。 

・ストレッチャー及びベッドによる患者搬送に配慮し、廊下の天井灯は目に優しい器具や配置を

計画すること。 

 

⑤ コンセント設備 

・分電盤は、「建築設備設計基準」に準じ、原則として配線室（ＥＰＳ）等に設置を行うこと。 

・停電を伴わずに零相電流を早期に検出できるよう、各分電盤単位で受電主回路に零相電流を検

出できる設備を設けること。 

・調理室や処置室、診察室、検査室、スタッフステーション等は、負荷の増設等に対応するた

め、個別分電盤の設置を行うこと。個別分電盤は、原則として当該室内に設置するものとする

が、当該室が近接する場合にはエリアとしてまとめた計画とすることも可とする。 

・配線室及び幹線経路は、保守点検時や機材増設時、更新時に配慮し、レイアウト及び広さの確

保を行うこと。 

・分電盤は、将来の増設等に対応するため十分な予備回路を確保すること。 

・手術部門やＩＣＵ、放射線関連諸室等の医療電源、ＣＰＵ等の管理用電源、中央監視や防災等

の監視用電源及び発電機電源より供給されるコンセント等の重要負荷については、低圧幹線の

二重化を図り、無停電化を行うこと（幹線系統切替えに伴う一時的な停電等は非常用発電設

備、無停電電源装置で対応。）。 

・コンセントは、「ＪＩＳ Ｔ1021 医療用差込接続器」及び「ＪＩＳ Ｔ1022 病院電気設備の

安全基準」に準拠した医用接地形コンセント（２Ｐ100Ｖ15Ａ接地極付２個口）とするととも

に、電源種別や医療接地工事等についても、ＪＩＳ安全基準に基づき行うこと。 

・系統ごとのコンセントアウトレットの色分けについては、都と協議し、決定すること。 

・絶縁変圧器は、正常に機能していることが電源監視装置にて監視できるシステムとすること。 

・コンセントは、室の用途及び目的に応じた形状、数量を設置すること。さらに、将来の医療環

境変化への対応を十分に見込んだものとすること。 

・調理室や利便施設、自動販売機等の電灯、コンセント、動力回路には参考メーター（検定付の

パルス発信付積算電力計）を設け、中央監視盤で計量ができるシステムとすること。 

・屋外駐車場等トリアージ対応を行うと想定される部分には外部コンセントを複数設置するこ

と。 

・駐車場に電気自動車普及の動向を踏まえて、充電スポットの設置を提案すること。 

・新設病院内及び屋外にはサイネージ計画に合わせてコンセントを設置すること。 

 

⑥ 情報通信設備 

・広尾病院内の情報システムとして、院内ＬＡＮ、医療情報システムネットワーク（電子カル

テ、放射線画像システム等を含む。）及び院内インターネット回線の３系統のＬＡＮの構築を想

定しているため、これらの情報システムの導入に必要なＨＵＢ、Ｗｉ-Ｆｉ機器設置や配管配線
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や配線ラック等の設置を行うこと。また、無線及び有線の構築は部屋の使用状況を判断し提案

すること。 

・上記情報システムとは別に、患者等が利用する患者用インターネット回線を導入するため、Ｌ

ＡＮの構築に必要な機器設置や配管配線や配線ラック等の設置を行うこと。 

・電子カルテシステム及び各部門別システムのネットワーク制御は別途ベンダーが行うものとす

る。 

・機器及び配管配線は、それぞれ専用に確保すること。ただし、明確にエリアを区画することが

出来る場合は、他の設備と一体的なスペース及びルートとすることも可とする。 

・情報用ＥＰＳの配置は各部門サーバ等の設置位置を考慮し、各階複数箇所サーバ室からのメイ

ン幹線ルートを提案すること。また機器のメンテナンスが容易に行える大きさとすること。 

・将来の増設を考慮した広さを確保すること。 

・各病室の病床には、広尾病院からの伝達事項を表示等できる情報端末の設置を検討すること。 

・各ネットワークについては、物理的には同一ネットワークを構成し、論理的に分離できる構成

とすること。特に段階的整備期間中についても、仮設棟及び新設病院において継続的に使用で

きるよう留意すること。また、事業外で整備されるネットワークとの連携についてネットワー

ク構築の支援を行うこと。 

・系統ごとのＬＡＮコネクタアウトレットの色分けについては、都と協議し、決定すること。 

・駐車場等トリアージ対応が想定される場所に医療情報システムネットワークが使用可能な設備

を設置すること。 

・医療機器、医師及び看護師等の位置情報が把握できるシステムの導入を行うこと。なお、位置

情報の対象は新設病院内とすること。 

・無線ネットワークは３系統各々の無線帯域での品質保証を行うと共に、院内通話用アンテナ、

位置情報システム用アンテナとの混信が無いように適切に配置し計画すること。 

・論理分割したネットワーク間の接続や情報系・電話系・施設系の接続については、病院（都）

との協議により決定すること。 

・ネットワーク機器関連は以下の整備を行うこと。 

項目 整備内容 

情報室 

（サーバ室）内 

・19 インチラックにコアスイッチ及びサーバスイッチ等を必要数設置す

ること。 

各階ＥＰＳ内 ・19 インチラックにフロアスイッチ及びエッジスイッチ等を必要数設置

すること。 

・ラックにはＵＰＳを設置し、電源はＵＰＳ経由で供給すること。 

・ＵＰＳは、ネットワーク上のマネージャーソフトからＵＰＳ及び接続し

ているＰＣ等を管理可能な機能を有すること。 

ネットワーク 

機器接続 

・業務量が増大しても支障のない余裕をもった設計（ネットワーク速度、

接続台数等）とすること。 

・フロアスイッチとエッジスイッチとの間は、ＵＴＰケーブルで配線する

こと。なお、スイッチと配線を冗長化し、耐障害性を高めること。 

・エッジスイッチとＬＡＮコンセントの間は、ＵＴＰケーブルで配線する

こと。 

・ＵＴＰケーブルは、納入時点で最速の速度性能を持つものを選定するこ

と。 
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項目 整備内容 

・ＬＡＮコンセント以降のＰＣやプリンタ、医療機器等までの配線は、別

途都が実施する。 

・メタルの配線は 100m 未満とすること。 

・コアスイッチの通信速度は 10G 以上（または 40G 以上）とすること。 

無線 

ネットワーク 

・全館で無線ネットワークを使用できるものとすること。特に電子カルテ

の集約化等のため、職員用無線ネットワークは新設病院全体で利用でき

るよう整備すること。 

・無線ネットワークは入院患者用、外来用、職員用を計画し、職員用はセ

キュリティを計画すること。 

・無線ネットワークについては、電話設備の携帯用電話機と合わせて、病

院業務に最適な環境を提案すること。 

・無線アクセスポイントには、ＰＯＥスイッチからＵＴＰケーブルで給電

すること。 

・病棟内については、医療機器用の専用アクセスポイントと、その他一般

用アクセスポイントの２系統を整備すること。 

・全ての無線ネットワークは、ＷＰＡ／ＷＰＡ２による暗号化を図る等、

総務省の「Ｗｉ－Ｆｉ提供者向けセキュリティ対策の手引き」（令和２

年５月版）に準拠したセキュリティとすること。 

その他 ・複数のシステムのアクセス権の設定が可能なように、適切なＶＬＡＮを

構成すること。 

・病院の特性から、必要に応じてダイナミックＶＬＡＮで構成すること。 

・ネットワークケーブルはナンバリング計画に基づき、行先等をケーブル

タグで表示すること。 

・情報コンセントは、ナンバリング計画に基づき、ナンバリング表示を行

うこと。 

 

⑦ 電話設備 

・電話交換の系統は、同一系統で管理することを前提に、以下を想定しているが、広尾病院の一

体的かつ効率的・効果的な運用を踏まえた場合に最適な電話設備の在り方について検討し、Ｉ

Ｐ化も含め積極的に提案すること。 

・引込は、光ケーブル、メタルケーブルの二重化を検討すること。 

・局線応答方式は、中継台方式とすること。 

・休日・夜間等に電話交換室以外で電話交換を行う場合、保安警備業務にて対応可能な室へ切替

え可能なシステムとすること。 

・電話回線の引込から、交換機を経由し、電話機の設置までの一連を事業者が実施すること。 

・交換機に接続する局線については、整備期間中の病院の各部門が支障なく運用可能な他、災害

時の運用並びに広尾病院の回線数等を考慮し、適切な回線数を計画すること。 

・各電話は用途に応じた内線クラス分けを行うことができるよう、計画すること。 

・委託業者等が必要に応じて専用回線を引込むことを想定し、引込ルートを適切に確保するこ

と。 

・必要に応じてモジュラージャックを配置すること。 
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・配線方式は、原則ＥＰＳ内及び主要ルートはケーブルラック方式とし、それ以降は配管方式と

すること。 

・無線基地局を設置し、無線基地局からの呼出しを端末に接続する。また、ナースコールシステ

ムとの接続を行い、患者からの呼出しに対応すること。 

・放射線部門等でシールドされた室を除き、敷地内全ての場所において支障なく通話可能となる

よう無線基地局を計画すること。 

・固定電話の実装台数は予備機を含め、適切な台数を見込むこと。 

・広尾病院の携帯通話端末は、病院職員用と事業者用を適切に設置すること（子機含む。）。な

お、携帯通話端末の調達に関する業務は「第３の２（２）備品等の調達業務」にて実施するこ

と。 

・携帯通話端末は、全ての内線から呼出し及び通話を可能とすること。 

・公衆電話設置スペースには、公衆電話用の配管及び電源を計画すること。 

・広尾病院と広尾看護専門学校は別のシステムとして単独で機能するシステムを構築すること。 

 

⑧ 時計設備 

・ＮＴＰサーバ機能を持ち、ネットワーク上で接続するシステムにより時刻の同期をとることが

可能な計画とすること。 

・共用廊下やエレベーターホール等の患者情報の記録に関連しない場所については、個別の水晶

発振式電波時計を設置することも可とするが、電波の微弱な部分に設置する場合は、中継器を

設けること。 

・プログラムタイマーや電子チャイム装置等についても、信号による時刻の自動修正が可能なシ

ステムとすること。 

・手術室においては、手術室全体で統一した時間管理を行う必要があるため、オペタイマー等の

手術室に設置する時計は、システム制御が可能な仕様とすること。また、親時計は自動修正機

能付きとすること。 

・広尾病院の手術室等及び防災センター等、秒単位の時計表示が必要な室に設定する時計は、秒

表示が可能な仕様とすること。 

 

⑨ 拡声放送設備 

・消防法その他関連法令を遵守した非常放送設備と業務用放送設備の兼用型とし、主装置を防災

センターに設置すること。また、新設病院と新設看護学校は別のシステムとして単独で機能す

るシステムを構築すること。 

・拡声放送装置は、ＦＭラジオや有線放送、ＤＶＤプレーヤー等によるＢＧＭ放送を可能とし、

プログラムタイマー、電子チャイム装置及び音声合成案内装置を設けること。なお、仕様は、

「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事）」を参照すること。 

・リモートマイクは、事務室や防災センター、スタッフステーション等に設置すること。 

・利便施設やリハビリテーション部門、手術室、内視鏡室、放射線画像診断室、核医学検査室等

には、専用のＢＧＭ放送設備を設けること。なお、設備構成は「公共建築工事標準仕様書（電

気設備工事）」を参照すること。 
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・大講堂や会議室等には、研究発表や講演会等に対応できる映像及び音響設備を設置すること。 

・大講堂で行われる会議内容を、医局や事務局、会議室、カンファレンス室、スタッフルーム等

からも同時に視聴可能な映像及び音響設備を設置すること。 

 

⑩ テレビ共同受信設備 

・テレビアンテナは、屋上に地上波デジタル用及びＢＳ用を設け、設置したアンテナの全チャン

ネルが受信可能な状態とすること。 

・設置する機器類は全て地上デジタル放送及び４Ｋ等対応型とすること。 

・ＣＡＴＶを引き込めるように配管設備を設置すること。 

・院内案内放送を配信することが可能な設備とすること。 

 

⑪ ナースコール設備 

・下記の呼出対象を想定して設けることを基本とし、密なコミュニケーションに基づく適切な医

療の提供に資する設備とすること。 

・新設病院に導入するシステムは施設整備期間中においても既存病院システム及び電子カルテ、

電話設備及び各部門システムとの連携が可能なシステムとすること。 

 

施設名 呼出対象例 

広尾病院 ・共用部ＷＣから防災センター 

・リカバリーエリアや安静・回復コーナー各ベッドからスタッフステーショ

ンや受付等 

 

・病棟部分のナースコールについては、１床１回線の同時通話式システムとすること。 

・患者呼出に対応するため、構内交換機を利用し、無線基地局の設置を行った上で、携帯通話端

末等と連係させること。 

・生体情報モニターや携帯通話端末、離床センサー等との連動システムに対応すること。 

・ナースコールの親機は医療情報システムとの連動が可能なシステムとし、患者情報をモニター

に表示できるタイプのものとすること。また、スタッフコールとしても利用可能とすること。 

・各病室の入口付近の壁面に設置する液晶モニターには、個人情報が漏洩しないように配慮した

上で、呼び出した患者氏名や診療科、担当番号、救護区分、感染情報等の情報を表示すること

が可能な機器とすること。 

・外来部門のＷＣに設置する緊急呼出機は、最寄りのスタッフステーションや受付等で管理する

とともに、夜間及び休日等の対応は、防災センターでの管理に切り替えることが出来るシステ

ムとすること。切替え操作は、外来の病院職員等が手動で行うため、切替え装置及び切替えが

行われたことが分かる表示装置を外来のスタッフステーションに設置すること。また、防災セ

ンター等には、切替え装置を設置した全てのスタッフステーションで切替え操作が完了したこ

とが確認できる表示装置及び防災センター側からも切替え操作を行うことが可能な切替え装置

を設置すること。なお、切替え装置は、手動切替えや一定時間の経過で自動的に防災センター

等に切替わるシステム等、適切な方法の提案を求める。 

・ナースコール親機の電源はＵＰＳ又はバッテリー付きとすること。 
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⑫ 呼出表示設備 

・待合患者に対して、診療科及び検査室ごとに診察順番表示や呼出を行うことが出来る設備を設

けること。 

・利便施設等共用部の各所に、全ての診療科及び検査室の待ち状況を確認することができる設備

を設けること。 

・表示設備は、待合各部から視認しやすい位置に設けること。 

・会計、外来部門及び各種検査の受付の待合エリアに患者呼出設備を設置すること。 

・患者呼出設備は、難視聴覚者に配慮し、あらゆる利用者にとって分かりやすいシステムの採用

を検討すること。 

・患者呼出設備は、カフェ等を利用している患者も呼び出せるようなシステムの採用を検討する

こと。 

・診療科ごとに呼出チャイム音を変える等、患者にとってわかりやすい設備とすること。  

・会計待ちの順番表示を行うことが可能な表示設備を設けること。 

 

⑬ インターホン設備 

・運営上必要と思われる場所にインターホン設備を設置すること。 

・主な用途ごとの設置系統及び通話方式は、下表を参考に検討すること。 

用途 設置系統 通話方式 

搬入用 １階搬入口（荷捌き）⇔防災センター、薬剤管理室、

ＳＰＤ室、洗濯リネン室 

親子通話方式 

救急用 救急出入口⇔防災センター、救急スタッフステーシ

ョン、初寮室 

親子通話方式 

設備保守用 防災センター⇔各設備スペース（機械室、ＥＰＳ、

屋上、機器スペース） 

相互通話方式 

エレベーター呼

出用 

防災センター⇔各エレベーターかご内 親子通話方式 

ＥＲ救急、時間

外受付用 

時間外出入口、パンデミック時時間外出入口⇔守衛

室、防災センター  

親子通話方式 

手術室連絡用 各手術室⇔麻酔科医局、病理検査室、中央材料事務

室 

相互通話方式 

給食用 給食搬入口⇔地下１階栄養科事務室 親子通話方式 

放射線用 操作室⇔待合 親機からの呼出 

 

⑭ ＩＴＶ設備  

・医用監視用としてネットワーク伝送方式のＩＴＶ設備を設置すること。 

・新設病院と新設看護学校は別のシステムとして単独で機能するシステムを構築すること。 

・下記の場所の必要な箇所に状態監視用のカメラを設置し、モニターで監視することができるシ

ステムとすること。 

分類・部門・小分類 設置場所 確認場所 

外来 外来部門 時間外出入口、救急車出入口、待

合周辺、その他必要個所 

ＥＲ救急ＳＳ 
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分類・部門・小分類 設置場所 確認場所 

救命

救急 

救命救急センター 個室、初療室 救急病棟ＳＳ 

病棟 小児科病棟 病室、廊下、非常口、病棟出入口 小児科病棟ＳＳ 

中央

診療 

放射線部門 撮影室、待合 操作室 

人工透析部門 透析個室 透析ＳＳ 

手術部門 ＯＰ室全室 ＩＣＵＳＳ 

手術部門ＳＳ 

心臓カテーテル部門 心臓カテーテル室 ＩＣＵ病棟ＳＳ 

手術部門ＳＳ 

人工透析部門 個室 人工透析部門ＳＳ 

供給 薬剤部門 薬局受付 救急病棟ＳＳ 

管理 管理諸室 サーバ室及びサーバ室内 防災センター 

共

用、

他 

共用部門 エレベーター、廊下、ＷＣ出入口 

等 

防災センター 

ヘリポート 防災センター 

救急病棟ＳＳ 

外構 入口付近、駐車場 防災センター 

減災対策支援室 

 

・無影灯組込ＩＴＶカメラ及び顕微鏡ＩＴＶカメラに対応する配管を設置すること。 

・建築物内外の防犯及び災害時の避難誘導のため、供用部分等（エレベーターや廊下、ＷＣ、入

口付近、相談室、駐車場等）の必要と思われる場所に、全体を見渡せるような防犯兼防災用監

視カメラ（電動ズーム式）を設置し、防災センターにモニターを設置すること。 

・カメラの仕様は高感度、最低照度 0.5 ルクス以下、推奨照度５ルクス以下、電源同期、自動絞

り広角レンズ付のカラーカメラとし、更に常時録画（電子式）にて 30 日以上の記録を行うこ

とができるシステムとすること。 

・モニターには、ハードディスクに 24 時間かつ１か月以上の記録が可能な映像記録装置を設置

すること。 

・記録装置本体及びその操作部は、記録された個人情報を特定の病院職員等以外の者が取り扱う

ことができないよう、施錠可能な収納スペースに設置する等の対策を行うこと。 

 

⑮ 防災設備 

・自動火災報知設備は、「建築設備設計基準」の中央監視制御項目表のⅢ形の欄における防災設備

系の各項目以上を対象とすること。 

・各種信号は、防災センターにて統合管理できる仕様とすること。 

・建築基準法及び消防法その他関係法令を遵守し、自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設備、

無線通信補助設備、非常照明設備、誘導灯設備、非常コンセント設備等の防災設備を設置する

こと。 

・受信盤（必要時は総合操作盤）、火災通報装置は、防災センターに設置すること。 

・副受信盤、火災通報装置は、各スタッフステーション等に設置すること。また、広尾看護専門

学校の受信盤情報の取り込みが可能なシステムとすること。 
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・運用状況を鑑み、火災位置特定と保守メンテナンスの容易性の観点から、アナログ型感知器

（自動試験機能付）を積極的に採用すること。 

・誘導灯設備及び自動火災報知設備は、自動点検機能付とすること。 

・気象庁による緊急地震速報を活用し、地震時のエレベーターの閉込め防止や、手術室や検査室

等揺れによる事故が起こりやすい部門への予告放送を行うこと。 

 

⑯ 警備設備（入退室管理） 

・広尾病院の運用に合わせて、時間外における不法侵入の防止や管理ゾーンの入室制限、重要室

の高レベル入室制限、エレベーター操作制限等が可能なシステムを構築すること。 

・広尾看護専門学校と連携可能な仕様とすること。 

・職員用の更衣室及び当直室には、事業者が行う保安警備業務にて対応可能な室に通報すること

ができる警報装置を設置すること。 

・患者徘徊を監視する為、リストバンドセンサー等のシステム導入を行うこと。 

 

⑰ 場外離発着場用照明設備 

・関係法規に基づき屋上に緊急離発着場用照明設備を設置すること。 

・防災センターにてヘリポートを監視可能な監視カメラを検討すること。 

 

⑱ その他 

・各部門及び各室固有の要求水準に関しては、「第２ 施設計画に関する要求水準 ３ 施設別計

画」及び「付属資料３ 諸室リスト」による。 

 

① インフラ引込における耐震対策 

・免震建物導入部の配管及び配線には、構造の変位に追随可能な材料及び工法を使用すること。 

 

② 電力の確保 

・電源は商用電源及び非常用電源の２種を使用し、相互間のバックアップ体制を確立するととも

に、「ＪＩＳ Ｔ1022 病院電気設備の安全基準」に基づくものとすること。 

・設備保守や修繕時における継続的な電源供給と災害時の電源供給を確保すること。 

 

③ 通信・連絡網の確保 

・施設の活動に必要な通信機能を確保するため、防災無線の設置等通信網の途絶及び輻輳対策に

配慮すること。 

・重要機器についてはバッテリー搭載型にするか、個別に無停電電源装置（ＵＰＳ）でバックア

ップすること。 
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空気調和設備 

・適切な温湿度条件を確保すること。 

・院内の空気清浄度の確保と院内感染の防止を図り、安全性を確保すること。 

・負荷及び運転時間の変動に対し、柔軟な対応が可能なシステムとすること。 

・エネルギー負荷の抑制や効率的利用を追求したシステム及び機器を選定すること。 

・周辺環境への悪影響が少ないシステムとし、地球環境にも配慮すること。 

・空調システムは、新設病院等の特性を考慮した上で、ライフサイクルコストが最小となるよ

う、システムを選定すること。 

・有害物質や臭気の拡散を防ぎ、安全で快適な室内環境を提供すること。 

・外来部門や手術部門等の災害時においても空調機能の確保が必要な室については、継続した運

転が可能なシステムとすること。 

・高調波及び低周波音について対策を講じること。 

・光熱水費の低減を考慮した計画とすること。 

・原則として、「病院設備設計ガイドライン（空調設備編）（病院空調設備の設計・管理指針）」

（日本医療福祉設備協会）に示される性能以上の設備を計画すること。 

・冷凍機の冷媒は、オゾン層破壊や地球温暖化に与える影響が少ないものを採用すること。 

・施設全体としてのライフサイクルコストや、災害発生時の安全性及び確実性、非常時等のバッ

クアップ機能のバランスを考慮し、システムや容量を適切に選定すること。 

・機器の修繕及び拡張のための十分な広さを確保するとともに、その際の機器の搬入ルートにつ

いても考慮した計画とすること。 

・将来的に小規模な改修工事を行う場合、低コスト、低騒音で、かつ短時間の改修を実現するシ

ステムを採用すること。 

・「省エネ・再エネ東京仕様」（令和２年６月改正 東京都財務局）に準拠した計画すること。 

 

① 熱源設備 

・ライフサイクルコストや維持管理の容易さ、災害時等の信頼性等を考慮し、最適なシステムを

採用すること。 

・エネルギー源は、経済性や安定供給性、環境特性（ＣＯ２排出量、オゾン層破壊等）を考慮し

て選択すること。 

・エネルギー源は、電気及びガスを主体とした２種類以上の組合せを基本とすること。 

・環境負荷の低減や部分負荷効率、メンテナンス性、更新性、非常時の備蓄エネルギーの使用を

考慮すること。 

・新設病院等の負荷特性に適合するものとし、年間冷房や除湿再熱、低負荷時の効率的な運転に

対応可能な設備とすること。 

・熱源の設備は、ローディング中の負荷増量分と将来の負荷増設に対応できるような容量または

増設可能な広さを見込むこと。 

・電力負荷を平準化すること。 
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・熱源機は、災害時等に活動拠点となる室の機能維持が可能なものを採用すること。 

・負荷の変化に効率的に対応できるよう小容量複数配置とし、耐用年数が長く、かつ信頼性の高

い熱源機を採用すること。 

・熱源機及び配管のスケール付着等による効率低下を防止すること。 

・冷却塔は、レジオネラ属菌感染防止対策やライフサイクルコスト等を考慮した上で、密閉式又

は開放式を適切に選定すること。 

・冷却塔を密閉式とする場合は、密閉系統への水処理装置の設置は不要とする。また、冷却塔を

開放式とする場合は、薬注装置及びブロー制御等の水処理設備を適切に設置すること。 

・用途や運用上の性格の異なる室や系統は、個別分散式を検討すること。 

 

② 空気調和設備 

・以下の項目に配慮し、最適なシステムを採用すること。 

・快適性及び安全性 

・方位による負荷変動や発熱機器、仕様時間帯及び頻度、用途等条件の異なる諸室群の最適な

室内環境の維持 

・非清潔区域から清潔区域への空気流入の防止 

・空気清浄度の維持、臭気及び有害物質の除去対策 

・採用実績や信頼性 

・災害時の電力確保に配慮したコージェネレーションシステムを導入する。 

 

・運転時間や負荷特性、温湿度条件、清浄度の保持等を考慮して最適なゾーニングを行い、適切

な空調方式を選定すること。 

・事務室や会議室、当直室等は、個別空調（ヒートポンプ方式）とする等、省エネルギー化を考

慮した上で、使用時間に合わせてフレキシブルに対応できるものとすること。 

・窓の開けられない室や発熱の多い室は、個別空調とする等、省エネルギー化を考慮した上で、

中間期及び冬季の空調（冷房）に対応できるものとすること。 

・放射線機器等の温度変化により精度に影響が生じる機器や、冷蔵庫や冷凍庫等の機器からの発

熱による室温への影響が大きいと思われる機器を設置する室は、個別空調を併用する等、省エ

ネルギー化を考慮した上で、一定温度の維持を可能とすること。 

・個別空調についても中央監視盤にて中央制御が可能なシステムとすること。 

・患者一人一人に適した室内環境を確保するため、病室内できめ細かな温度コントロールが可能

な空調方式を積極的に検討すること。 

・１床室は、部屋ごとで冷暖房の切替えが可能な方式とすること。また、４床室は、窓側と廊下

側の室内熱環境のバランスに配慮した空調方式とすること。 

・手術室及びＩＣＵ等は、必要に応じて陽圧及び陰圧の切替え制御を行うことで、院内感染を防

止すること。 

・手術室は、空冷ヒートポンプ（直膨コイル）を組み込んだ空調機を採用し、停電時に発電機か

らの電力のみで運転が可能で、かつ災害時の電力復旧が早い設備とすること。 

・手術室やＩＣＵ等のクラスⅡ以上の空気清浄度を求める室等には、空気清浄度の監視装置を設

置し、防災センターにおいて継続的に測定及び記録可能な計画とすること。 
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・エアハンドリングユニットを分散設置とすることで、他のフロアへの空気流出による感染拡大

を防止すること。 

・ＥＰＳ等は情報機器等の設置に伴う発熱対応として空調設備を設置すること。 

・空調は、メンテナンス時における患者への影響が少なくなるよう計画すること。 

・ファンコイルユニット等は、細菌が繁殖しにくい抗菌仕様のドレンパンを採用すること。 

・外気負荷を削減するため、できる限り排気熱を回収すること。また、細菌の給気側への移行を

防止するため、熱交換機の構造及び排風機の配置に配慮すること。 

・外来部門や診療技術部門、病棟部門等の人が集中するエリアには、空気清浄機能（清浄度クラ

スⅢ以上を求めるものではない。）及び脱臭機能のある設備を適宜設けること。 

・設備の選定に当たっては、人体への影響や維持管理の容易性、ランニングコスト等を考慮する

こと。 

・衛生的で不純物の発散を極力抑えた間接蒸気発生式の加湿器を設置すること。 

・空調補給水及び加湿水専用の給水タンクをそれぞれ設け、他系統の給水とのクロスコネクショ

ンを防止するとともに、水抜き可能な構造とすること。 

 

③ ダクト設備 

・空調吹出口及び吸込口を均一に分散配置することで、汚染された空気が一箇所に溜まらないよ

う計画すること。 

・新鮮空気取入口は、清浄な空気を得られる位置に計画すること。 

・排気口は外気取入口とショートサーキットを起こさず、排気が拡散しやすい位置に計画するこ

と。 

・十分な消音処理を行い、ダクトの騒音レベルを下げること。 

・必要なエアバランス及び換気回数を確保すること。 

・ダクトスペース内は、人が中に入って点検することが可能な広さを確保すること。 

・ダクトには積極的な保温施工を行う等、適切な結露対策を行うこと。 

 

④ 配管設備 

・水配管の管内流速は低速とし、振動や騒音に十分配慮すること。 

・ウォーターハンマーを防止するとともに、耐蝕性に優れた配管とすること。 

・メンテナンス等を考慮した上で、弁類を適切に配置すること。 

・弁類の損傷及び詰まりを防止するためのストレーナーや、管の伸縮を吸収するための伸縮継手

を各所に設けること。 

・配管のスケール付着防止及び機器の耐用年数を延ばすことを目的とし、水処理装置を設置する

こと。 

・加湿系統の給水管は、水抜き可能な構造とすること。 

・パイプスペース内は、人が中に入って点検することが可能な広さを確保すること。 

 

⑤ 換気設備 

・居室の１人当り導入外気量は、30 立方メートル／（ｈ・人）以上とすること。 
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・各室の清浄度に応じた適切な空気環境を実現するため、適切なエアバランス及び換気回数を確

保すること。 

・関係法令に従い適切な換気設備を設置するとともに、院内感染及び臭気及び汚染の拡散防止を

考慮したゾーニングを行う等、柔軟な対応が可能な計画とすること。 

・廃棄物置場及び排水処理設備等の排気設備に脱臭装置を設置すること。また、必要に応じて、

室内にも有効な脱臭装置を設置すること。 

・有害物質や多量の臭気を含む排気のダクトは、フィルター等で排気を処理した後、屋上等の適

切な場所に排出するよう計画すること。 

・ダクトの材質は、排気する物質の特性に見合った耐久性を持つ材質とすること。また、ジョイ

ント部には、必要に応じてシールを行うこと。 

・調理室の換気には、換気天井システムを積極的に検討すること。 

・調理室のグリスフィルターは、自動洗浄等による清潔度の確保と維持管理の省力化を行うこ

と。 

・調理室の排気は建物屋上で排出することを原則とし、近隣や病室等への臭気拡散を防止するこ

と。 

・風や温度差を利用した自然換気システム等を取り入れた計画とすることで、省エネルギー化を

講じること。 

・ＣＯ２制御等の省エネルギー化に配慮したシステムの導入を検討すること。 

・病理関連検査室や解剖室他において特定化学物質の暴露防止に配慮した排気設備を設ける等適

切な計画とすること。 

 

⑥ 排煙設備 

・建築基準法及び消防法等の関係法令に基づき、適切な排煙設備を設けること。 

・機械排煙設備を設置する場合は、ダクトの系統について、用途区画や安全区画を考慮した適切

なゾーニングを行うこと。 

・機械排煙設備の排煙口は、防災センターから遠隔監視及び操作を行うことができるよう計画す

ること。 

 

⑦ 自動制御設備 

・各システムとの整合性や経済性、操作性、電気設備との関連性を考慮し、各装置類の適正な制

御を行うこと。 

・中央監視盤で空調、換気、給排水衛生、電気設備及びその他設備機器類の集中監視制御を行え

るよう連携させること。 

・ビルマネジメントシステムを有効に機能させ、設備機器等の運転や監視の最適化並びに用途別

の各種エネルギー使用量の計測、統計処理、分析及び診断を行うことができるものとするこ

と。 

・主要熱源機器の運転効率を随時把握することができるシステムとすること。 

・部分的なシステム障害が全体に悪影響を及ぼさない構成とすること。 

・部門別及び用途別の空調設備及び換気設備の運転制御ができるよう計画すること。 
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・各スタッフステーションや各部門の管理を行う室に、空調機器の発停、監視及び温湿度設定を

行うことができる管理装置を設置すること。 

・熱源機器類の台数制御及び流量制御（インバータ制御）等の省エネルギー化を講じること。 

・空調機器類の温湿度制御を行うこと。 

・温度及び湿度によるファン発停制御を行うこと。 

・貯湯槽の温度制御を行うこと。 

・各種設備機器の発停及び状態監視制御を行うこと。 

 

⑧ その他 

・各部門、各室固有の要求水準に関しては、「第２ 施設計画に関する要求水準の３ 施設別計

画」及び「付属資料３ 諸室リスト」による。 

 

① インフラ引込における耐震対策 

・建物導入部の配管には免震構造の変位に追随可能な材料を使用し、安全対策を行うこと。 

 

② 空調機能の確保 

・サーバ室等重要度が高い室、災害時に医療を行うために必要な室、生活継続に必要な室の熱源

設備は、外部からのエネルギー供給が途絶した場合でも、直ちに空調設備および換気設備の稼

動が可能な計画とすること。 

・サーバ室の空調は二重化をしておくこと。 

・インフラ停止時に備え、災害時燃料消費量の３日分を備蓄すること。 

・ＷＣや汚物室等の建物の衛生状態維持に必要な換気ファンを非常用電源で稼働させること。 

 

給排水衛生設備 

・周辺環境へ悪影響を及ぼさないシステムとし、地球環境へも配慮すること。 

・水資源の有効活用を検討し、ライフサイクルコストが最小となるシステムとすること。 

・来院者及び病院職員等に対して安全で快適な環境を提供するとともに、院内感染の防止を図る

こと。 

・大地震等の災害時に活動拠点としての機能を確保することができる設備を整備すること。 

・高調波及び低周波音について対策を講じること。 

・負荷変動や運転時間の変動に対し、柔軟に対応可能なシステムとすること。 

・エネルギーの負荷抑制及び効率的利用を追求したシステム・機器を選定すること。 

・有害物質や臭気の拡散を防ぎ、安全で快適な室内環境を提供すること。 

・院内の排水系統については、一般系、検査系、薬品系、感染系、ＲＩ（放射性同位元素）系、

透析排水等に分割し、排水計画に基づき事前に下水道局と協議するとともに、中和設備を設置

する等関係法令に基づき適正な排水処理を行うこと。 
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・大地震等の災害時に活動拠点となる重要室においては、給排水の確保が容易なシステムを採用

すること。 

 

① 安全性、信頼性 

・器具及び機器等は、来院者及び病院職員等が容易かつ安全に取り扱うことができるよう、ユニ

バーサルデザインを採用すること。 

・院内感染の防止に配慮したシステムを積極的に採用すること。 

 

② 省エネルギー 

・効率的な機器を採用して省エネルギー化を目指すとともに、節水型の機器を採用する等省資源

化にも配慮した計画とすること。 

・「省エネ・再エネ東京仕様」（令和２年６月改正 東京都財務局）にのっとり計画すること。 

 

③ 将来の修繕、拡張計画 

・設備機器の修繕及び拡張のための十分な広さを確保すること。 

・設備機器の修繕及び拡張が容易に行えるよう、機器の搬入ルートを考慮した計画とすること。 

・小規模な改修を行う場合、低コスト・低騒音で、かつ短時間の改修を実現するシステムを採用

すること。 

 

① 衛生器具設備 

・十分な洗浄機能を有する節水型器具を採用すること。 

・新設病院等全体の特性や部門ごとの特性、使用目的等に応じて最適なものを選定すること。 

・院内感染の防止を考慮した衛生器具を適宜選定すること。 

・逆流及び逆サイホン作用による汚染が生じない器具とすること。 

・便器及び洗面器は壁掛け型とする等、衛生的で清掃が容易な器具を採用すること。 

・病室の便器は、洗浄音の小さい器具とすること。 

・大便器の便座は、温水洗浄便座を基本とすること。 

・便器の脱臭対策を行うこと。 

・大便器の洗浄弁の操作ボタンは電気式作動のものとし、壁面の操作しやすい場所に設置するこ

と。 

・病棟のＷＣは、医療上必要とする設備を設置すること。 

・小便器は、非接触式センサーによる洗浄とすること。 

・オストメイト対応の機器を設置する等、ユニバーサルデザインを取り入れた計画とすること。 

・洗面器及び手洗い器の水栓は、自動水栓を採用すること。ただし、災害等による停電発生時、

各部署において、設置された全ての水栓が使用不可とならないよう配慮すること。特に、重要

度の高い室に設置された自動水栓は、停電時も作動できるようにすること。 

・洗面器及び手洗い器は、オーバーフロー配管及び排水栓のないものを採用すること。 
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・シャワー及び洗面器の水栓には、やけど防止のため、サーモスタットを設けること。 

・洗面器や手洗い器、洗面化粧台、流し台等の設置場所に近接させて、ペーパータオルホルダー

又はハンドドライヤーを設置すること。 

・各機械室にメンテナンス用の手洗い器等を設置すること。 

・散水栓を適切に配置すること。なお、クロスコネクション防止のため、地中埋設型ボックスは

使用しないこと。 

 

② 給水設備 

・水道水の引込は都水道水とし、その配管は水道水単独で利用する場合に対応した口径とするこ

と。 

・給水系統は、上水及び雑用水の２系統給水とし、系統ごとに受水槽を設けること。 

・上水系統：飲用、浴室、洗面、医療用、調理室用等 

・雑用水系統：ＷＣ、散水用、冷却塔補給水、洗車等 

・災害時対応として井戸を設置すること。 

 

・水道水は、上水・雑用水の系統ごとの受水槽に直接給水できるように別々に配管すること。 

・受水槽は、防災センターで集中管理できるようにすること。 

・給水は、原則として高置水槽方式とする。ただし、塔屋階や屋上等に設置する冷却塔や屋上散

水栓等、高置水槽からの給水で十分な水圧が確保できない場合に限り、給水能力の安定性等に

配慮し、加圧給水方式等の検討も可とする。 

・受水槽及び高置水槽は、それぞれ２槽以上とし、１槽ごとに修繕可能な構造とすること。 

・給水配管及び受水槽等は系統ごとに色分けし、明確に分類すること。 

・適切な給水圧力を確保すること。 

・個別計量が必要な系統には遠隔指示式量水器を設け、防災センターの中央監視盤で管理するこ

と。 

・受水槽は、地震時の破断漏水に備えて、感震器連動による緊急遮断弁を設置すること。 

・災害時等において受水槽から高置水槽等への水の供給ができなくなった場合等を想定し、受水

槽には、直接水を取り出すことができる水栓等を設けること。 

・災害時や断水時にも施設として必要な水量を確保すること。非常時の給水量は、病院機能を維

持する上で最低限の使用として節水することを前提とし、上水を３日間以上、雑用水を３日間

以上使用できる水量を確保すること。 

・屋外駐車場エリアには、災害時に利用できる給排水設備を整備すること。 

・雑用水については、施設の維持管理及び災害時においても機能維持を求める設備の運転に必要

な水量を適切に想定して算出すること。 

・手術室等の特に清潔な衛生環境を必要とする区域や、放射線部門や重要なコンピューター室等

の天井内への配管を避ける等、漏水対策を行うこと。 

・上水系統の給水管とその他配管とのクロスコネクションを防止すること。 

・維持管理及び修繕等において、各階、各部門及び病室ごとに止水することが可能となるよう、

適切にバルブを設けること。 

・植栽への散水は雨水を最大限利用するとともに、必要に応じて自動灌水設備を設けること。 
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・散水用に使用する雨水槽にはろ過装置を設置すること。 

・赤錆防止装置を設置すること。 

・給水の多様化として雨水利用設備や井戸設備を設置すること。 

 

③ 排水設備 

・浴室や洗濯用に使用する雑排水管は、適切な口径とすること。特に、最下階の横引き配管は、

縦管よりも更に大きな口径とし、洗面器への排水の逆流を防止すること。 

・建物内の排水は汚水、雑排水及び調理排水の分流方式を基本とすること。 

・公共下水道の規制基準値以下の放流水質を保つとともに、感染防止の観点からも必要な設備を

設置すること。 

・排水処理設備スペースとして免震ピットを利用する場合は、汚染を避けるため、雑用水槽との

離隔距離を十分に確保すること。 

・調理排水は、適切な除害設備を設けること。また、油分解菌やばっ気等による処理を行い、メ

ンテナンスの省力化や清潔性の確保、臭気の発生等を防止すること。 

・検査系排水は、専用排水槽にてｐＨ調整を行うこと。 

・ホルマリン廃液、シアン含有廃液及び廃油は、専用容器で回収する方式とする。 

・手術系及び感染系排水は、専用排水槽を設け、殺菌後放流すること。なお、殺菌方法は、維持

管理が容易なシステムを選定すること。 

・ＲＩ排水は、専用浄化槽及び処理槽にて減衰処理すること。また、排水中及び排気中並びにＲ

Ｉ 諸室内の放射線量のモニタリングが行える設備を設けること。 

・ＮＢＣ災害時対応として、12,000リットル程度の除染水を貯留できるタンク等を設置できるよ

うに整備すること。 

・手術室等の特に清潔な衛生環境を必要とする区域や、放射線部門や重要なコンピューター室等

の天井内への配管を避ける等、漏水対策を行うこと。 

・大地震後に公共下水道が破損して排水不能となった場合を想定し、排水を一時的に貯留するた

めの非常用排水槽を設けること。なお、容量は災害時排水量の７日分とすること。 

・屋外排水は汚水（雑排水を含む。）と雨水の分流方式とすること。 

・空調ドレン管のエルボ継手部分においては、スライム対策を講じること。 

 

④ 給湯設備 

・給湯温度が使用目的に応じて常に適温で安定する設備とすること。 

・給湯方式について、中央式と局所式の併用とし、使用量が少ない箇所は局所式とすること。 

・中央式給湯の貯湯槽（ＳＵＳ 444製）を複数台設置し、適切な給湯圧力を確保するようゾーニ

ングを行うこと。 

・貯湯槽は、高層用及び低層用に分けた上で複数台設置すること。 

・管の伸縮対策として、伸縮継手を各所に設けること。また、管内のエア溜まりを防止するた

め、エアセパレーターを各所に取付けること。 

・給湯温度を 60～70℃程度で昇温循環させることで、レジオネラ属菌の繁殖を防止すること。 
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・維持管理及び修繕等において、各階、各部門及び病室ごとに止水することが可能となるよう、

適切にバルブを設けること。 

 

⑤ 消火設備 

・消防法、同法施行令及び同法施行規則による他、「東京都火災予防条例」（昭和 37 年３月 31 日

条例第 65 号）により、火災発生時に自動的又は人の操作によって有効かつ迅速な消火を行う

ことができる消火設備を設置すること。 

・壁埋込み型の消火器ボックス及び消火器を適切に設置すること。 

・サーバ室やカルテ庫、病歴管理室等の診療情報等を保管する諸室は、情報の破損及び消失が生

じないよう考慮し、設備を計画すること。 

・新設病院入口に風除室や院内に前室を設ける場合には、運用開始後に患者用の車いすや棚等が

設置される可能性が高いため、消防設備（自動火災報知設備感知器、スプリンクラーヘッド

等）が散水障害等にならない配置計画とすること。 

・屋上ヘリポートに設置する消火設備（泡消火設備）については、消火設備使用によって生じる

排水の成分を十分考慮の上、下水道法、条例等に基づき適正に公共下水へ排出すること。 

 

⑥ ガス設備 

・熱源機器へのガス供給は、中圧ガスを使用すること。その他のガス供給箇所については、低圧

供給用ガバナー設置等、使用個所及び使用量に応じて適宜計画すること。 

・中圧ガス引込部と中圧ガスを使用する室には、ガス漏れ検知器を取り付けるとともに、系統ご

とに緊急遮断弁を設置し、これらを有効に作動させること。また、防災センター等において、

これら全ての設備を遠隔監視すること。 

・ガス供給箇所は安全性を考慮し、最小限の範囲とすること。 

・調理室用のガス漏れ検知器には業務用自動遮断装置を設ける等、災害時のガス漏れリスクに対

応した計画とすること。 

 

⑦ 医療ガス設備 

・医療ガス設備の構成は次のとおりとし、供給システム、配管及びアウトレットの設置を行うこ

と。なお、設置個所については「付属資料３ 諸室リスト」を参照のこと。 

・酸素ガス配管設備（Ｏ） 

・笑気ガス配管設備（Ｎ） 

・窒素ガス配管設備（Ｎ２） 

・炭酸ガス配管設備（ＣＯ２） 

・余剰麻酔ガス配管設備（Ｅｘ） 

・圧縮空気配管設備（Ａ） 

・吸引配管設備（Ｖ） 

 

・必要に応じて組み合わせたアウトレットを必要箇所に適切に設置すること。 

・手術室及びＩＣＵ等には、エリア用シャットオフバルブ（緊急導入口付の区域バルブ）を設置

すること。 
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・防災センターに監視警報設備（医療ガス情報モニター）を設置し、供給源の状況や機器類の警

報、各シャットオフバルブの状況等を表示すること。 

・手術部門やＩＣＵ、各病棟等のスタッフステーションに圧力監視盤を設置すること。 

・ガスを供給する各階及び各部門（部門が複数階に分かれる場合には階ごと）に積算流量計を設

け、防災センターにおいて使用量を監視することができるシステムとすること。 

・メンテナンスや改修等が容易に行えるよう、各階及び各部門（部門が複数階に分かれる場合に

は階ごと）にバルブを設けること。 

・吸引の中央配管については、新型インフルエンザ等による感染症隔離の可能性のある病床等の

配管を単独配管とする等、感染防止対策を適切に講じること。 

・災害時に備えて、中央配管にはバックアップ用緊急導入口の設置や予備酸素ボンベ設置等の対

策を講じること。 

・酸素供給方式として定置式超低温液化貯槽（液酸タンク）を設置すること。 

・酸素の貯蔵量は 14日分以上とすること。 

⑧ 医療用水設備 

・洗浄水や医療用水、医療機器等に使用される水は、用途に応じて必要な水質の水を製造するシ

ステムを設置すること。 

・供給方式については、供給装置の故障によるシステム全体の機能停止を防止可能な設備とする

こと。 

 

⑨ 調理設備 

・調理機器は、災害時においても利用可能な計画とすること。 

・調理室は、ＨＡＣＣＰ及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成 28年 10月６日付け生食

発 1006第１号別添）に準ずる衛生管理を行うことが出来るように計画すること。また、配置に

ついては、清潔区域、準清潔区域及び汚染区域ごとにゾーニングし、細菌の繁殖防止や清浄度

の確保、防虫対策等に配慮すること。 

・作業環境性の向上と施設の衛生環境の維持のため、ドライ方式の調理室を計画すること。ただ

し、床等は消毒洗浄する必要があるため、排水桝や排水溝は、ごみの付着が少ない材質や形状

とすること。 

・主配管の維持管理や将来の修繕及び拡張による配管更新に備えて、調理室下部には、二重スラ

ブによる配管ピットを設けること。ただし、直下階が免震層の場合は、免震層を他の用途に利

用している場合を除いて、二重スラブとしなくてもよい。なお、利便施設の調理室には二重ス

ラブは不要であるが、将来の修繕に支障がないよう配慮すること。 

・調理室において、食材及び調理器具の殺菌や床面のヌメリ防止、排水管の油付着抑制が可能な

水処理装置を設置すること。 

・調理室内の殺菌・脱臭及び害虫の侵入を防止することが可能な設備を設けること。 

・調理室の前室には、衣服に付着した頭髪やごみ等を除去することができるエアシャワー等の設

備を設けること。 

・調理機器の熱源は、ガスを基本とするが電気との併用等を考慮すること。 
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① インフラ引込における耐震対策 

・インフラ引込における耐震対策建物導入部の配管には免震構造の変位に追随可能な材料を使用

し、感震器連動緊急遮断弁を設置する等、安全対策を行うこと。 

 

② 給水機能の確保 

・地震時の配管破断や漏水に備え、各水槽に感震器連動緊急遮断弁を設置すること。 

・ライフラインの途絶に備え、広尾病院の機能を最低限維持することができる水の備蓄及び浄水

装置の設置を行い、飲料水３日分以上、雑用水３日分以上を確保すること。 

・給水車用の受入給水管、受水槽及び直圧給水管部から採水可能な給水栓を設置すること。 

 

③ 給湯機能の確保 

・非常電源および備蓄燃料による中央給湯の設置を行うこと。 

 

④ 排水機能の確保 

・ライフラインの途絶に備え排水ポンプは非常用電源系統とし、災害時や停電時においても排水

可能な計画とすること。なお、放流量は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」

（平成 25年３月 29日国営計第 126号）に基づき算定すること。 

・排水貯留施設は、災害時排水量の７日分以上を確保すること。 

・マンホールＷＣ等の設置を検討すること。 

 

昇降機設備 

・新設病院等における平時の交通量を見極めるとともに、医療機能上必要な動線を災害時にも確

保できるよう、交通計算等を行った上で、適切な規模、性能及び台数の昇降機設備を設置する

こと。 

・エレベーターは、次に示す用途のものを設置すること。ただし台数については病院運営に配慮

しつつ、適切な規模と交通計算等に基づいて適切に提案すること。 

 

新設病院 

名称 用途 種類 

・外来者用 

エレベーター 

・患者・家族等来院者搬送用 ・乗用エレベーター 

・給食用 

エレベーター 

・配膳・下膳車搬送用用 ・人荷用エレベーター 

・栄養科搬入用 

エレベーター 

・食材搬送用 ・荷物用エレベーター 

・病院スタッフ用 

エレベーター 

・ストレッチャー、ベッド等搬送用 

・診療材料等搬送用 

・廃棄物・汚物等搬送用 

・寝台用エレベーター 

・中央材料室搬送用 ・清汚器材搬送用 ・乗用エレベーター 
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名称 用途 種類 

エレベーター 

・検体検査搬送用エレ

ベーター 

・検体搬送用 ・乗用エレベーター 

・救急用エレベーター ・救急患者搬送用 ・寝台用エレベーター又は

人荷用エレベーター 

・サービス用（非常用）

エレベーター 

・物品搬送、消防隊進入用 ・非常用エレベーター 

 

新設職員宿舎棟 

名称 用途 種類 

・患者家族宿泊者・職

員用 

・患者家族搬送用 

・職員搬送用 

・住宅用エレベーター 

 

・新設病院用は医療機器や設備機器その他の備品等の搬送を考慮した大きさ、かご寸法を確保す

ること。 

・新設病院の給食配膳優先エレベーターは、配膳カートや下膳カートを搬送可能な定格荷重と

し、搬送の遅延がないよう計画すること。 

・防災センターで中央監視可能な計画とすること。 

・各エレベーターは、ＩＤカードや暗証番号、専用キー等により専用運転が可能な計画とするこ

と。 

・エレベーターは、用途に応じて停止階を柔軟に設定することができる計画とすること。 

・来院者や病院職員等が使用する乗用エレベーター及び寝台用エレベーターは、福祉対応型とす

ること。 

・ストレッチャー及びベッド等搬送用エレベーターは、かご寸法を幅 1.8ｍ以上×奥行 2.5ｍ以上

とすること。 

・エレベーターは、その用途に応じて、空調設備やいす、開延長ボタン等を適切に設置するこ

と。 

・エレベーターは、臭気を適切に排気する設備を設置すること。 

・全てのエレベーターに、初期微動感知地震時管制運転、火災時管制運転、自家発時管制運転及

び停電時自動着床装置等の管制機能を設置すること。 

・エレベーターの高調波対策を行うこと。 

・省エネルギー化を講じること。 

・このほか、エレベーターは新設病院等の特性に十分配慮した仕様とすること。 

 

・外来患者が利用する機能が２フロア以上となる場合、外来部門への患者の利便性を考慮し、 搬

送能力の高いエスカレーターの設置を計画すること。  

・広尾病院の特性を踏まえ、安全対策を講じること。  

・自動発停装置を設置すること。 

・音声、点字及び表示による案内を設置すること。 



64 

 

機械搬送設備 

・下記の場所に大口径気送管設備を設けること。 

種類 分類・小分類・部門・病棟名 設置場所 

大口径 

気送管

設備 

外来 外来部門 外来受付、外来職員通路、中央処置室 

救急外来 救急外来スタッフステーション、 

放射線診断（救急）操作室 

病棟 一般病棟 スタッフステーション 

産科病棟 スタッフステーション 

小児科病棟 スタッフステーション 

精神科病棟 スタッフステーション 

救命救急センター スタッフステーション 

ＩＣＵ スタッフステーション 

ＨＣＵ スタッフステーション 

中央

診療 

核医学 準備室 

放射線画像診断 受付 

生理検査 受付 

検体検査 受付 

内視鏡部門 スタッフステーション 

化学療法部門 スタッフステーション 

人工透析部門 スタッフステーション 

手術部門 スタッフステーション 

リハビリテーション部門 受付 

供給 薬剤部門 受付 

栄養部門 事務室 

物品管理部門 ＳＰＤ室 

管理 医事課 受付窓口（新患・会計・文書）、医事課

室、患者支援センター 

事務局 庶務課 

管理諸室 病歴センター 

 

・下記の場所に昇降式搬送設備（オートリフト、小荷物昇降機等）を設けること。 

種類 設置場所 

昇降式 

搬送設備 

薬剤部門 ⇔ 調剤受付 

薬剤部門 ⇔ 化学療法部門 

 

・将来的にロボット搬送等の新技術による搬送システムを導入する可能性を考慮した計画とする

こと。 

 

感染症対策 

・新型インフルエンザ等の感染症対策を必要とする室の設備は、感染症関連の法令や通知、ガイ

ドライン等を遵守した計画とすること。対策の概要は下記とする。 

部門 場所 対策 

外来部門 共通 ・各診察室、処置室、検査室に十分な能力を持つ換気設備を
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部門 場所 対策 

 設置 

小児科 ・小児科外来に感染症対応の個室待合室及び診察室を設置 

感染救急外来 ・感染症患者専用出入口を設け、他の利用者との交差を避け

るように動線を確保 

・感染症対応診察室待合、処置室、ＷＣ、検体採取室の設置 

・感染症救急外来の前室及び診察室に常に陰圧に整備 

（ＥＲ）救急外

来 

・パンデミック時にＥＲ診察室３室と前室を感染症対応に転

用できるよう区画 

・時間外出入口をパンデミック専用とし、ＥＲ救急の出入口

は主入口側に設置 

救急部門 救命救急センタ

ー 

・初寮室に陰圧切替のできる設備の整備及び換気機能の強化 

・個室に陰圧切替のできる設備の整備及び換気機能の強化 

病棟部門 病棟全体 ・感染症患者受入時に区画化によるスタッフステーションの

安全確保 

・感染症患者受入病棟には紫外線照射器の設置の検討 

一般病棟 ・全病室に陰圧切替のできる設備の整備及び換気機能の強化 

小児科病棟 ・前室付き個室２室は常に陰圧に整備 

産科病棟 ・個室に陰圧切替のできる設備の整備及び換気機能の強化 

・未熟児室内の隔離室に常に陰圧に整備・分娩・手術室１室

に陰陽圧切替のできる設備を整備及び換気機能の強化 

精神科病棟 ・２床室及び個室に陰圧切替のできる施設の整備及び換気機

能の強化 

ＩＣＵ ＩＣＵ ・個室に陰陽圧切替のできる設備の整備及び換気機能の強化 

ＨＣＵ ＨＣＵ ・個室に陰圧切替のできる設備の整備及び換気機能の強化 

放射線部門 Ｘ線撮影室 ・撮影室に陰圧切替のできる設備の整備及び換気機能の強化 

血管造影撮影室 ・撮影室に陰陽圧切替のできる設備の整備及び換気機能の強

化 

検査部門 生理検査室 ・呼吸機能検査室の換気機能の強化（強制排気設備の設置） 

化学療法 

部門 

化学療法室 ・化学療法室に陰圧切替のできる設備の整備及び換気機能の

強化 

手術部門 手術室 ・手術室１室とハイブリッド手術室に陰陽圧切替のできる設

備の整備 

心臓 

カテーテル

部門 

心臓 

カテーテル室 

・心臓カテ―テル室２室に陰陽圧切替のできる設備の整備 

人工透析 

部門 

透析室 ・陰圧切替のできる感染患者管理用個室１室を設置 

共用部門 廊下 ・患者と病院職員の動線を分け、患者のプライバシー保護や

感染管理、安全確保に十分配慮 

エレベーター ・感染症患者専用にできるエレベーターによる動線の確保 

 

防災行政無線等 

都と協議の上、防災無線電話及び防災無線ファックスを設置するスペースを確保すること。 
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 施設整備業務 

 

基本方針 

「要求水準書 Ⅲ施設整備編 （１）共通事項 第３ 施設整備の共通業務」を参照すること。 

 

 

医療機器等の調達業務 

・医療機器等の調達 

・医療機器等の搬入、据付・設置、調整、検収及び稼働訓練等（医療情報システム・部門システ

ムの接続も含む。） 

・医療機器等の調達、搬入、据付・設置、調整、検収及び稼働訓練等に伴う院内調整・全体スケ

ジュール管理 

・このほか、上記業務に付随する一切の業務 

 

「付属資料４ 医療機器等参考リスト」において、記載された医療機器等とする。 

 

・「付属資料４ 医療機器等参考リスト」は、事業者が調達する医療機器等に要求する性能、仕様

及び特記事項をまとめたものであり、事業者は内容を十分に理解した上で最善の提案を行うこ

と。 

・「付属資料４ 医療機器等参考リスト」は初期整備のために提示しているものである。そのた

め、調達に当たっては、医療環境の変化等に呼応した病院の成長と変化やメーカーの製品更

新、技術革新による機能の向上により、必ずしも医療機器等調達リストにて提示した機器、機

種及び仕様等と同一のものを調達するとは限らないことに留意し、柔軟に対応すること。 

・調達対象医療機器等に関し、広尾病院の要望等を把握するために院内ヒアリング等を実施し、

メーカーや性能等の検討を行うこと。 

・調達する医療機器について、都の承認を受けること。 

・事業者が調達する医療機器等に加え、都が別途費用負担して移設する医療機器等及び都が別途

直接調達する医療機器等を含めた搬入・据付・調整等の全体スケジュール管理を一体的に行う

こと。なお、全体スケジュール管理には、医療情報システム及び部門システムとの接続を含む

スケジュール管理、納入業者や都との調整等も含むものとする。 

・医療機器等の搬入に当たり、養生等必要な準備業務を行うこと。（養生材の用意や処分を含

む。） 

・都の指示に従い、調達した医療機器等に管理用シールを貼付すること。 

・事業者が調達する医療機器等の稼働訓練のスケジュール管理を一体的に行うこと。 
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・都が指示する日までに所定位置への設置（据付及び接続工事を含む。）を完了し、医療機器等調

達リスト及び引継書等とともに都へ引き継ぎ、都に所有権を帰属させること。 

・医療機器等の設置に当たっては、別途都が実施する設置業務等と輻輳しないよう、工程や作業

ヤード等について十分調整を行うこと。 

・各種リストの様式及び備品番号等の貼付方法等は都の基準等に従うこと。 

 

本業務の実施に要する費用（蛍光灯等の消耗品や、事務用品、業務実施のために必要な備品等の

購入費用等）は、個別事項に特記するものを除き対価に含める。 

 

備品等の調達業務 

・備品等の調達（厨房機器を含む。） 

・新設病院等における備品等配置計画（都が別途調達する備品等及び移設備品等を含む。）の策定 

・備品等配置計画に基づく調達備品等の選定及び調達備品等リストの作成 

・備品等の搬入、据付・設置、調整及び検収等 

・備品等の調達、搬入、据付・設置、調整及び検収等に伴う院内調整・全体スケジュール管理 

・備品等配置計画に基づく備品等管理データベース（都が別途調達する備品等及び移設備品等を

含む。）の作成 

・このほか、上記業務に付随する一切の業務 

 

「参考資料６ 備品等リスト」において、記載された備品等並びに第２の４（２）⑦及び「要求

水準書 Ⅳ維持管理・運営業務編（２）広尾病院及び新設職員宿舎棟 第１の８」に記載する携

帯通話端末（スマートフォン）とする。 

 

・備品等配置計画及び調達備品等リストは、都の承認を受けること。 

・備品等の選定に当たっては、「参考資料６ 備品等リスト」に示すものと同等以上のものとし、

建物の平面計画や色彩計画等と整合させることを念頭に、適切な寸法やデザイン、色調のもの

を提案すること。また、事業者の責任において、提案価格内で最新の機能を有するものを調達

すること。 

・調達数量は、「参考資料６ 備品等リスト」に示す数量とする。ただし、設計業務等により数量

の変更が避けられないと認められる場合は、都と協議の上、数量の変更を行うこと。 

・「参考資料６ 備品等リスト」に示す備品等が、安全性及び耐久性等の点で明らかに問題がある

場合は、自主的に変更を提案すること。 

・備品等の搬入に当たり、養生等必要な準備業務を行うこと。（養生材の用意や処分を含む。） 

・都の指示に従い、調達した備品等に管理用シールを貼付すること。 
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・都が指示する日までに所定位置への設置（据付及び接続工事を含む。）を完了し、調達備品等リ

スト、備品等配置計画、備品等管理データベース及び引継書とともに都へ引き継ぎ、都に所有

権を帰属させること。 

・調達備品等の設置に当たっては、別途都が実施する設置業務等と輻輳しないよう、工程や作業

ヤード等について十分調整を行うこと。 

・各種リストの様式及び備品番号等の貼付方法等は都の基準等に従うこと。 

 

本業務の実施に要する費用（蛍光灯等の消耗品や、事務用品、業務実施のために必要な備品等の

購入費用等）は、個別事項に特記するものを除き対価に含める。 

 

移転業務 

・現有物品の調査と現有物品リストの作成 

・現有物品リストに基づく移設物品、廃棄物品（更新に伴う廃棄物品を含む）の別に分類整理 

・移転引越計画書の作成 

・施設整備の各段階における移転元（既存病院、既存病院別館、さくら寮、レドマス、仮設棟及

び仮置場等）から移転先への物品の移設、引越業務の実施 

・廃棄物品、廃棄物の収集・運搬・処分（法的に事業者が可能な範囲に限る。） 

・上記に付随する一切の業務 

 

・什器、備品、医療機器等、文書、薬品等及び消耗品類とする。 

 

・以下に移設対象物品の想定量（新設病院を二段階で整備するものと想定）を示す。詳細は事業

契約締結後に事業者が実施する調査に基づき、事業契約に定める日までに確定する。 

・什器、備品及び医療機器等は、「参考資料 14 移転等対象物品リスト」において記載されたもの

とする。 

・文書及び消耗品類は 4,000立方メートル程度と想定する（既存病院から仮設棟及び仮設棟から

新設病院への移転など、二段階で移設が発生すると想定される部分はそれぞれの物量をカウン

トしている。）。 

・その他薬品、病理標本等、院内物流物品、リネン類、絵画等調度品は、既存病院の規模等から

想定すること。 

 

・現有物品リスト作成にあたっては、調査日程等について広尾病院各部門と事前に十分調整し、

業務に支障のないように行うこと。 
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・移転引越計画書の策定にあたっては、移設又は廃棄の別、移設位置等について広尾病院各部門

と事前に十分調整した上で都の確認を受けること。 

・移転引越業務の実施前に説明会を開催し、日程、病院と事業者の業務分担、作業上の留意点等

を広尾病院各部門に周知すること。 

・移設物品の仕分、梱包、養生にあたっては、業務の支障とならないように行うこと。 

・新設病院への移転引越業務は、運営開始に支障がないよう病院職員のトレーニング期間等を考

慮して実施すること。 

・施設を運営する中での移転であり、複数回にわたり移転が発生することに留意し、患者の安全

が最優先であることを十分に認識した上で、業務を実施すること。 

・移転引越業務においては、対象物品及び新設病院等に損傷を与えないよう実施すること。な

お、破損、損傷を与えた場合は速やかに都に報告し、事業者の責任において修復、賠償等の措

置を講じること。 

・医療機器、情報機器等の精密機器の搬出入に際しては、必要に応じて、病院職員等との打合せ

を十分に行い、病院運営に支障がないようにする。 

・文書の取扱いにあたっては、特に散逸防止、秘密保持、個人情報保護に留意すること。患者及

び広尾病院の財産を安全に移転する。 

・作業期間中は、みだりに廊下等に移転物品等を積載し、通行の妨げになるようなことは避ける

こと。また、必要に応じて作業通路等に警備員を配置し、来院者や病院職員等の安全を確保す

ること。 

・指定区域への入退室については、広尾病院の規定を遵守すること。 

・業務の終了後は、速やかに車両、設備機器、養生資材及び梱包資器材等の回収、撤去、清掃を

行い、敷地内に残置しないこと。 

・法的に事業者が可能な範囲で廃棄物の収集・運搬及び処分を事業者が行うこと。また、都の求

めに応じて都が実施する廃棄物の収集・運搬及び処分に関する業務に協力すること。 

・移転が円滑に完了できるように、随時広尾病院に対し適切な助言を行うとともに、広尾病院か

ら助言等を求められた場合には速やかに対応すること。 

・移転に伴い発生する恐れのある事故を未然に防ぐよう十分な対策を講じ、予防に努める。 

・移転本部を設置し、窓口を設置すること。 

 

本業務の実施に要する費用（養生材や梱包材等の消耗品や、事務用品、業務実施のために必要な

備品等の購入費用等）は、個別事項に特記するものを除き対価に含める。
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 仮設棟の施設整備に関する要求水準 

 

「要求水準書 Ⅲ 施設設備編 （２）広尾病院及び新設職員宿舎棟 第６ 段階的整備業務」に該

当する施設整備において、既存病院の解体及びレドマス解体時に失われる機能を仮設建物として建設

する。 

なお、下記の内容は仮設棟を本設にするなど、設計・建設期間の短縮化に資するような事業者の提

案を妨げるものではない。ただし、下記内容と異なる手順で整備を行う場合でも、計画上の配慮事項

に記載した事項を尊重した計画とし、変更箇所について事前に都と協議を行うこと。 

 

 

施設計画 

・施設整備期間中に既存病院及び新設病院西側と仮設棟渡り廊下で接続し、工事期間中において

病院機能が中断しないで運用ができるように設置する。 

・施設整備期間中も、基幹災害拠点病院の機能を保持する。 

・工事の進捗に合わせて、患者、職員、物品搬送、給食搬送等、病院機能の維持に支障をきたさ

ないように、仮設棟渡り廊下を設置する。 

・設備配管、配線等は迂回ルート確保のため、仮設工作物等を必要に応じて配置すること。 

・レドマスの解体前にレドマスの機能（院内保育、病児・病後児保育、宿泊及び宿舎）を、仮設

棟を改修して移転する。 

・新設職員宿舎棟の建設が完了後、仮設棟を解体する。 

 

・以下に掲げる各部門を整備すること。 

・平面に関しては、「参考資料５ 参考計画図」を参考にすること。なお、参考計画図は、基本計

画をベースに本要求水準書をまとめるに当たり、病院が求める機能及び動線等をイメージ化し

たものである。事業者はこれを参考とした上で、要求水準を満たす独自の提案を行うこと。 

仮設棟改修前 

部門名 諸室名 

外来部門 ブロック受付、診察室 等 

管理部門 医局、研修医局、図書室、部長室、災害研修室 等 

当直・仮眠部門 当直室、仮眠室、脱衣室、シャワー室 

共用部門 エレベーター、廊下、階段 等 

 

仮設棟改修後 

部門名 諸室名 

保育部門 病児・病後児保育室、院内保育室、安静室、収納室、調乳室、沐浴室、医務

室、遊戯室等 

宿泊部門 患者家族宿泊室 ５室以上 
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宿舎部門 職員宿舎 42 室以上 

共用部門 エレベーター、廊下、階段 等 

 

① 階層構成 

「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照すること。なお、諸室リストで示す

想定面積及び下記の階層構成は、基本計画をベースに本要求水準書をまとめるに当たり、病院が

求める機能を踏まえ想定したものである。事業者はこれを参考とした上で、要求水準を満たす独

自の提案を行うこと。 

 

仮設棟改修前 

階数 部門構成 仮設棟渡り廊下 

５ 管理部門、当直・仮眠部門 ― 

４ 管理部門、当直・仮眠部門 ② 

３ 外来部門 ①、② 

２ 外来部門 ①、② 

１ ピロティ、駐車場 ― 

 ※「①既存病院西側と仮設棟の接続」、「②新設病院西側と仮設棟の接続」する仮設棟渡り廊下を意味する。 

 

仮設棟改修後 

階数 部門構成 仮設棟渡り廊下 

５ 管理部門、当直・仮眠部門 ― 

４ 管理部門、当直・仮眠部門 ② 

３ 宿舎部門 ①、② 

２ 保育部門、宿舎部門 ①、② 

１ ピロティ、駐車場 ― 

   ※「①既存病院西側と仮設棟の接続」、「②新設病院西側と仮設棟の接続」する仮設棟渡り廊下を意味する。 

 

② 各部門計画 

 仮設棟改修前 

 共通事項 

・患者や職員の動線等利便性を重視した計画とすること。 

・施設整備期間中の仮設棟の一部を改修しやすいように配慮すること。 

 外来部門 

・診察室や処置室等はプライバシーに配慮して計画を行うこと。 

・患者のベッドやストレッチャーでの搬送がしやすいように配慮すること。 

 管理部門 

・面積の足りない諸室に関しては既存病院の中にも機能を設け、機能の不足が起こらないよ

うにすること。 

 当直・仮眠部門 

・既存病院等が有した当直・仮眠室の不足分を仮設棟の中に設けること。 
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 仮設棟改修後 

 共通事項 

・レドマスの機能（災害研修室は除く）を仮設棟改修後に全て移転すること。 

 保育部門 

・保育部門を２階以上に設ける場合は、待避設備等について、通常より一層向上された防火

基準を確保すること。 

・職員の目が利用者に行き届くように、各室の配置を考慮すること。 

・院内保育室は認可外施設ではあるが、認可保育所の基準に適合する設えとすること。 

・病児・病後児保育施設の施設基準に適合する仕様とすること。 

 宿泊部門 

・宿舎と同様な設えとすること。 

 宿舎部門 

・浴室とＷＣを別室にすること。 

 

 仮設棟渡り廊下 

・既存病院西側と仮設棟の２、３階を接続する動線及び設備配管、配線ルートを確保すること。 

・新設病院西側と仮設棟の２～４階を接続する動線及び設備配管、配線ルートを確保すること。 

・医療機器、ベッド、配膳車等の搬送に支障をきたさない幅員、天井高さ及び床勾配を確保する

こと。 

・仮設棟渡り廊下の設置により、施設の運営に支障をきたさないよう配慮すること。 

・施設整備期間中の各種設備の仮設配管、仮設配線等のルートとして利用できるよう配管、配線

のための十分な広さを確保した計画とすること。 

・勾配をできる限り付けないこと。段差処理が必要な場合は、都と協議の上決定すること。 

 

構造計画 

・耐震安全性の分類は「構造設計指針」及び「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解

説」（平成 25年３月 29日国営計第 126号）に準じること。 

・構造体の耐震安全性の目標については、「構造設計指針」に準拠することとし、建物用途と震災

後の機能継続を踏まえ、建物に用途係数を設定すること。 

・大規模地震発生時には人命の安全確保に加えて機能確保を目的とし、「Ⅰ類」、用途係数 1.5を

設定の上で計画すること。 

・建築非構造部材及び建築設備の耐震安全性の分類は、それぞれＡ類及び甲類とすること。 

・建物の構造種別及び構造形式は、建物の平面計画及び要求される性能を考慮し、都と協議の

上、適切に計画すること。 

・積載荷重は、建築基準法施行令第 85 条第１項に定められた値を下回らないようにするととも

に、「構造設計指針」及び「建築構造設計基準及び同解説」に定められた基準を満たすよう計画
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すること。また、一般用途でない諸室（機械室や放射線関連諸室等）は、重量物の実情に応じ

て適切に設定すること。 

・人の動作または設備による振動に関する性能は、心理的または生理的に不快となる振動が生じ

ないことを性能の水準とし、「官庁施設の基本的性能基準及び同解説」に準ずること。 

・構造種別は、鉄骨造を基本とする。なお、構造種別の選定は平面計画や建設コスト、工期も考

慮して最適に選定すること。 

・構造形式は、耐震構造を基本とする。 

 

① エキスパンションジョイント 

・「免震エキスパンションガイドライン」（ＪＳＳＩ：一般社団法人日本免震構造協会）のＡ類と

すること。 

・免震建物と周辺との取合い部分は、免震構造の変位に対応したものとし、使用部位に応じた耐

荷重を確保すること。また、作動時においても人の安全性が確保できる構造とすること。 

・床面は、平常時において平滑に維持され、来院者及び病院職員等の通行及び物品の搬送等に支

障をきたさない構造のものとすること。 

 

設備計画 

・仮設建物ではあるが各諸室の仕様及び設備は原則として「第２ 施設計画に関する要求水準 

４ 設備計画」に準ずること。 

・電源の供給に関しても二重化を図る等安定した電源供給を検討すること。 

・事業者は、別途都が整備する医療情報システムの整備計画と整合を図ることを目的に、必要に

応じて計画変更等に柔軟に対応すること。特に仮設棟への移転時には都が医療情報システムを

停止することなく移設等できるよう配管またはケーブルラックの仮設、新設を行い工事スケジ

ュール調整段階から都の計画策定を支援すること。 

・最終的に解体することを考慮した設備システムを採用すること。 

 

・仮設建物であるが各諸室の仕様及び設備は原則として「第２ 施設計画に関する要求水準 ４ 

設備計画」に準ずること。 

・最終的に解体することを考慮した設備システムを採用すること。 

 

・仮設建物であるが、昇降機設備の仕様及び設備は原則として「第２ 施設計画に関する要求水

準 ４ 設備計画」に準ずること。 

・エレベーターは、次に示す用途のものを設置すること。ただし台数については、適切な規模と

交通計算等に基づいて適切に提案すること。 
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仮設棟 

名称 用途 種類 

・外来者用 

エレベーター 

・患者・家族等来院者搬送用 ・乗用エレベーター 

・病院スタッフ用 

エレベーター 

・ストレッチャー、ベッド等搬送用 

・診療材料等搬送用 

・廃棄物・汚物等搬送用 

・寝台用エレベーター 

 

その他 

・新設建物と同等の設えとすること。 

・新設建物と同等の設えとすること。 

・新設建物と同等の設えとすること。 
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 立体駐車場の施設整備に関する要求水準 

 

広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業において、駐車台数を確保するため、敷地の北東側に立

体駐車場を整備する。 

 

 

施設計画 

・立体駐車場の駐車可能台数は病院運営に対する駐車需要を考慮して提案すること。 

・病院建物と立体駐車場間の歩行者動線について安全性と利便性に配慮すること。 

・階段及びエレベーターを設置すること。 

・回生橋からの人及び車両動線を考慮して整備すること。 

 

構造計画 

・構造は提案とすること。 

 

設備計画 

・建築基準法及び消防法その他関係法令を遵守し、必要な設備を設けること。 
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 段階的整備業務 

敷地内で新設施設等を段階的に整備する場合、以下の工程を参考として実施すること。なお、下記

の工程は新設病院を二段階で整備することを前提としたものであり、新設病院を二段階ではなく一括

で整備するなど、設計・建設期間の短縮化に資するような事業者の提案を妨げるものではない。ただ

し、下記工程と異なる手順で整備を行う場合でも、下記に記載の基本的事項や工事における配慮事

項・留意点に記載した事項を尊重した計画とし、変更箇所について事前に都と協議を行うこと。 

 

 

整備期間中の運営 

・広尾病院の建替は既存病院での運営に支障が生じないよう、騒音や振動の抑制等に十分配慮し

て実施すること。 

・施設整備期間中の広尾病院の診療規模は、新設病院と同等以上の病床を維持する計画とするこ

と。 

・施設整備期間中も災害時対応を可能とした計画とすること。 

・敷地内既存建物については残存義務のあるものはないが、取り壊しを検討する際に都に確認を

行うこと。 

・既存施設の解体や新設病院の整備を実施するに当たっては、各種インフラ（電気・ガス・水

道・情報通信回線等）の引き込みや切り替え（断線リスク回避対策等を含む）を十分に検討す

ること。また、既存施設解体時に Is値を維持するために、構造補強等を行う必要がある場合に

は、適切に措置を講じた上で解体に着手すること。 

・事業者は、別途都が整備する医療情報システムの整備計画に基づき、新設施設や仮設棟へのシ

ステム移転時に継続して不具合なく使用できるよう、配管やケーブルラックを新設や仮設で整

備すること。また、建物の一部解体に伴い、既存建物東側内のＬＡＮ再整備や無線ネットワー

ク環境等を適切に計画及び整備し、解体後も既存病院内で使用できるよう調整を行い整備する

こと。 

・施設整備期間中において、既存建物に新設建物を接続した提案とする場合、法的に既存遡及を

行わない計画とすること。 

・工事着手前に既存病院におけるネットワーク整備状況及び使用状況等について現況調査を行

い、必要に応じて適切な措置を講じた上で工事に着手すること。 

 

・ヘリポートの運用を整備期間中も継続して使用できる計画とすること。 

・ヘリコプターの進入経路に関しては現在と同様、東入り及び西出を通常ルートとすること。 

・施設整備期間中には、東入り及び南出もしくは南北を主体とするルートも確保すること。 

・運行ルートの変更に関しては、東京消防庁をはじめとする関係各所との協議を行うこと。 

・タワークレーンの設置に関して、ヘリポートの運用を考慮して計画すること。 
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・院内保育室、災害用研修施設、患者家族宿泊施設は、施設整備期間中もその機能を現敷地内で

維持すること。 

・レドマスの機能（災害用研修施設を除く）は施設整備期間中に仮設棟で確保するが、最終的に

新設職員宿舎棟として整備すること。 

 

① 歩行者用通路 

・施設整備期間中、交通誘導員を適切に配置し、歩行者の通行の安全を確保すること。 

 

② 駐車場 

・東京都駐車場条例の趣旨を踏まえ、施設整備期間中も駐車需要を満たす駐車場台数を確保する

こと。なお、駐車需要については「参考資料 18 広尾病院駐車場運用実績」を参考とするこ

と。また、交通誘導員も適切に配置すること。  

 

③ 植栽計画 

・既存樹木の伐採は事業者提案とするが、ステップの考え方を踏まえ、適切に計画すること。な

お保存樹木はないため、既存樹木の利用については事業者提案とする。 

 

④ 消防用水等 

・施設整備期間中も必要な容量の消防用水、防火貯水槽を設置すること。 

・施設整備期間中も採水口を適切な位置に設置し、消防車両が寄り付ける計画とすること。 

・消防指導に従い、施設整備期間中も消防活動用空地を適宜確保すること。 

 

 

 

「参考資料 13 ローリング計画図」を参照すること。 

 

ＳＴＥＰ１－１ 広尾看護専門学校解体・レドマス改修 

・既存病院を運営継続しながらシームレスな建替を行う計画とする。 

・敷地南側の広尾看護専門学校を解体する。 

 

① 共通事項 

・既存看護学校を解体後、熱源を確保し、既存病院、新設病院、仮設棟へエネルギーを供給しな

がら段階的整備を行う計画とすること。 

・レドマスの一部の用途変更に合わせて設備改修も行うこと。 
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② 建築工事 

・既存看護学校は全て解体撤去すること。 

・南側隣接地及び西側区道側に高低差があるため、既存看護学校解体後の斜面地の崩壊等を防止

する方策を検討すること。 

・開発行為に該当しない計画とすること。 

・レドマスの１階にある宿泊施設の一部を改修し、仮設保育所として整備すること。 

 

③ 電気工事 

・広尾看護専門学校回り（解体範囲）の屋外配管類は、原則として撤去すること。 

・公共インフラの引き込みは不要となる設備を撤去すること。 

 

④ 機械工事 

・既存看護学校の解体前に既存看護学校系統の給水管、排水管及びガス管を切り離し閉止するこ

と。 

・既存看護学校廻りの配管は（解体範囲）の屋外配管類は、原則として撤去すること。 

・公共インフラ（給水）の引き込みは不要となる設備は撤去すること。 

 

ＳＴＥＰ１－２ 仮設棟建設 

・ＳＴＥＰ２で解体予定のさくら寮（院内保育室、病児・病後児保育室）、既存病院別館の機能移

転先として仮設棟を建設すること。 

・仮設棟についての詳細な施設計画等については「第４ 仮設棟の施設整備に関する要求水準」

を参照すること。 

 

① 共通事項 

・施設を運営しながらの切替え工事であるため、既存設備と新設設備の各設備は新旧連携も含め

整備中も機能を維持するように計画すること。 

・設備切替えに伴い、設備機能停止は最小限となるように計画を行うこと。 

・既存病院の低層ゾーンの外気取入れ用給気塔への影響がないよう計画し、必要な措置を行うこ

と。 

・仮設棟へのエネルギーを確保して段階的整備を可能な計画とすること。 

 

② 建築工事 

・立体駐車場の建設後、仮設棟を整備すること。 

・仮設棟と既存病院西側を接続するため、仮設棟渡り廊下を設けること。 

・仮設棟渡り廊下を設ける際、既存西側病院の接続部の諸室を廊下に改修すること。 
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③ 電気工事 

・仮設棟建設に伴う電気設備工事一式を行うこと。 

・既設病院内に設置されている既設の放送アンプ架、電話交換機、サーバ、中央監視、自火報等

の弱電機器より仮設配線敷設、機器の増設、仮設棟内機器設置及び調整を行うこと。 

・既存病院西側に接続する仮設棟渡り廊下設置と接続部改修工事に伴う電気設備工事一式を行う

こと。 

 

④ 機械工事 

・仮設棟に必要な給水、給湯、医療ガス、消火設備等の配管を既存病院ＰＳより分岐し供給する

こと。 

 

ＳＴＥＰ２－１ 新設病院熱源・機械棟建設 

・既存病院を運営継続しながらシームレスな建替を行う計画とする。 

・広尾病院は運営をしながらの工事であるため、敷地南側に新設病院熱源・機械棟を先行して整

備する。 

 

① 共通事項 

・施設を運営しながらの切替え工事であるため、既存設備と新設設備の各設備は新旧連携も含め

整備中も機能を維持するように計画すること。 

・設備切替えに伴い、設備機能停止は最小限となるように計画を行うこと。 

・新設病院熱源・機械棟から既存病院への熱源供給ルートは、車両動線と交錯しない計画とする

こと。 

 

② 建築工事 

・新設病院熱源・機械棟と既存西側病院の機械、電気設備を接続するための配管スタンション架

台を設置すること。 

 

③ 電気工事 

・設備切り替えに伴う停電、通信障害を防止するため、基本無停電として計画を行うこと。 

・空調設備等に伴う電気設備の切り回しを行うこと。 

・新設病院熱源・機械棟建設に伴う電気設備工事一式を行うこと。 

・新設病院熱源・機械棟内に高圧変電設備を計画し既設受変電設備より仮設にて電源供給を行う

こと。なお容量は新設病院西側、東側及び仮設棟を合わせた容量とすること。 

・新設病院熱源・機械棟内に非常用発電設備及び屋外に地下埋設タンクを計画し、既存病院への

非常用電源を確保可能な様に既設受変電設備への仮設接続を行うこと。なお容量は新設病院西

側及び新設病院東側を合わせた容量とすること。 
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・整備計画に支障の無い場所に特別高圧及び通信が引き込めるように外苑通りまでの空配管を計

画すること。 

・既存病院内に設置されている既設の放送アンプ架、電話交換機、サーバ、中央監視、自火報等

の弱電機器より仮設配線敷設、機器の増設、新設病院熱源・機械棟内機器設置及び調整を行う

こと。 

 

④ 機械工事 

 新設病院熱源・機械棟建設 

・新設病院熱源・機械棟に設置する主な設備は以下のものである。 

 

 

・新設病院熱源・機械棟への給水管，ガス管の引込み、排水管の下水道の接続を行うこと。 

 

 新設病院熱源・機械棟からの供給への切替え 

・設置する設備容量は新設病院西側、東側及び仮設棟を合わせた容量とすること。なお、既

存病院へのエネルギー供給も行うため適切な設備容量の確保を行うこと。 

・屋外配管スペース等を適切に計画し、既存病院の解体工事の着手前から、適切な切り回し

工事を行う計画とすること。 

・また、排水処理設備等の屋外設備についても、安全を確認した上、施設整備期間中の既存

設備と新設設備の併用及び切り回しを計画すること。 

・既存ダクトと新設ダクト、既存配管と新設配管を一時的に接続する場合、既存設備の錆や

不純物質等が、新設設備内に移動する等の悪影響を及ぼさないようにすること。 

・設備機器の入替え、配管の切り回し等に伴い、運転停止や供給停止等、診療機能の維持に

係わる工事は、診療時間外又は運営時間外に行うこと。 

・ただし、365 日 24 時間診療又は運営が行われている部門及び諸室については、都と協議を

行い、都の確認を受けた後に工事を行う計画とすること。 

・既存熱源は「ＳＴＥＰ５ 既存病院西側解体」で解体に伴い運用ができないため、新設病

院熱源・機械棟の熱源等に切り替えること。 

・既存空調配管システムは系統数も多く複雑であるが、既存病院の空きスペース等を利用す

る等検討し適切な切り回し計画を行うこと。 

・ハロンガス消火ボンベ室を、既存病院の空きスペース等を利用し移設すること。 

・冷水管、温水管、冷温水管及び蒸気管の切り回しは、既存病院西側用（ＳＴＥＰ4まで使

用）と既存病院東側用（ＳＴＥＰ６まで使用）の２系統に接続すること。 

・消火ポンプ消火配管，医療ガス配管のうち圧縮空気配管，吸引配管の切り回しは、既存病

院西側解体前（ＳＴＥＰ２～ＳＴＥＰ４の間）に行うこと。 

 

ＳＴＥＰ２－２ 病院別館・さくら寮解体 

・既存病院を運営継続しながらシームレスな建替を行う計画とする。 

熱源機器、蒸気ボイラ、オイルタンク、ＣＧＳ、受水槽、ガスガバナ、貯湯槽、液酸タンク、

マニホールド、医療ガス機械室等 
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・敷地西側の既設病院別館、さくら寮及びレドマスにある災害研修施設を解体し、新設病院西側

の建設建替エリアを確保する。 

・レドマスに既存さくら寮からの保育機能を移転する。 

・施設を運営しながらの切替え工事であるため、既存設備と新設設備の各設備は新旧連携も含め

整備中も機能を維持するように計画すること。 

・設備切替えに伴い、設備機能停止は最小限となるように計画を行うこと。 

 

① 建築工事 

 病院別館解体 

・既存病院別館を解体後、既存病院西側と別館の接続部の塞ぎ工事を行うこと。 

 

 さくら寮解体 

・さくら寮を解体すること。 

 

 レドマスの一部解体 

・レドマス１階の研修室、発電機室、廃棄物保管庫を解体撤去し、外壁塞ぎ工事（地上部）

を行うこと。 

・レドマス１階にあった災害対策機能を仮設棟に移転すること。 

 

② 電気工事 

 既存病院別館解体 

・別棟解体に伴う電源及び通信等の切り離しを行い、関連する設備を撤去し、接続部等改修

を行うこと。既存病院機能に支障が生じる場合の各種接続替えも行うこと。 

 

 さくら寮解体 

・さくら寮解体に伴い電源及び通信等の切り離しを行い、関連する設備の撤去を行うこと。 

 

 レドマスの一部解体 

・レドマスの一部解体に伴い電源及び通信等の切り離しを行い、関連する設備の撤去を行う

こと。 

 

③ 機械工事 

 既存病院別館解体 

・解体する既存病院別館で利用している給排水設備及び消火設備の供給配管は切り離し、継

続利用範囲との縁切りをすること。 

・既存病院別館の解体建屋に設置されている継続使用設備機器（電気室用エアコン屋外機

等）を解体エリアから既存病院地下１階の光庭に移設すること。 

・既存病院別館への構内インフラを切り離す。（給水、給湯、排水、消火設備等） 
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・新設病院の工事エリア確保のため、必要に応じて排水管を切り回すこと。 

 

 さくら寮解体 

・さくら寮解体前に給水管、排水管、ガス管を切り離し閉止すること。 

 

 レドマスの一部解体 

・一部解体に伴い、給水引込管及びガス引込管の変更を行うこと。 

 

ＳＴＥＰ３ 埋設オイルタンク他撤去 

・既存病院を運営継続しながらシームレスな建替を行う計画とする。 

・既存埋設オイルタンク等を撤去する。 

・既存液酸タンク及びマニホールド室を解体撤去する。 

 

① 共通事項 

・既存のオイルタンク等を撤去する前に、オイルタンク及び新設病院熱源・機械棟を新設し、病

院機能が継続できる計画とすること。 

・既存防火水槽を撤去する。 

・施設を運営しながらの切替え工事であるため、既存設備と新設設備の各設備は新旧連携も含め

整備中も機能を維持するように計画すること。 

・設備切替えに伴い、設備機能停止は最小限となるように計画を行うこと。 

 

② 電気工事 

・既設地中埋設オイルタンク及び付属配管の撤去を行うこと。 

・貯蔵燃料は適切に処理し処分を行うこと。 

 

③ 機械工事 

・既存液酸タンク及びマニホールド室解体に伴い、医療ガス管（酸素，笑気，窒素）を切り離し

閉止する。 

 

ＳＴＥＰ４ 新設病院西側建設 

・既存病院を運営継続しながらシームレスな建替を行う計画とする。 

・新設病院西側を建設する。 

・新設病院西側では原則として下記の部門の運用を可能とすること。 

階数 運用する部門 

５～９階 病棟（各階１病棟） 

４階 ＩＣＵ、手術部門、心臓カテーテル部門 

３階 災害対応センター、化学療法部門、内視鏡部門、中央材料部門 
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２階 放射線部門、検査部門 

１階 救急部門（救命救急センター）、放射線診断（救急） 

地下１階 薬剤部門、栄養部門、放射線部門（核医学・治療）、霊安・解剖部門、防災セン

ター 

 

① 共通事項 

・施設を運営しながらの切替工事であるため、既存設備と新設設備の各設備は新旧連携も含め整

備中も機能を維持するように計画すること。 

・設備切替えに伴い、設備機能停止は最小限となるように計画を行うこと。 

・仮設棟及び既存病院並びに仮設棟及び新設病院西側を仮設棟渡り廊下で接続し、既存病院東側

と新設病院西側を機能的に一体に運営できるようにすること。 

 

② 建築工事 

・新設病院西側の東側に仮設外壁を設けること。 

・仮設棟と新設病院西側を仮設棟渡り廊下で接続すること。 

・新設病院西側１階に仮設の患者出入口を構内通路に面して設けること。 

・既存病院東側の使用していないエリアを、仮医局として改修を行うこと。 

・既存病院西側解体及び新設病院東側建設時に既存病院東側地下部分への止水に配慮すること。 

 

③ 電気工事 

・設備切り替えに伴う停電、通信障害を防止するため、基本無停電として計画を行うこと。 

・空調設備等に伴う電気設備の切り回しを行うこと。 

・新設病院西側の建設に伴う電気設備工事一式を行うこと。 

・新設病院西側最上階の電気室に高圧受変電設備を計画し、既設受変電設備より電源供給を行う

こと。なお、容量は新設病院を合わせた容量とすること。 

・電力及び情報通信設備の幹線は二重化を行い、安定供給を行うこと。 

・新設病院熱源・機械棟内に無停電電源装置及び直流電源装置を設置し、新設病院西側範囲への

供給を行うこと。 

・新設病院西側の防災センター内に中央監視設備、非常放送アンプ、電気時計親機、自動火災報

知設備受信機、各種呼出設備等、電話交換機室に電話交換機の設置を行うこと。 

・既存病院本館内防災センターの同設備機器との連携を行い、既存病院本館内の運用部分に関し

て全ての機能が維持可能なように計画すること。 

・新設病院で整備する電話システムを既存病院本館、仮設棟、新設病院熱源・機械棟内でも使用

可能なように電話機を設置し、携帯端末はどの場所でも無線接続が使用可能なように無線基地

局等設置を行うこと。 

 

④ 機械工事 

 新設病院西側の建設 

・新設病院西側からの排水管を下水道に接続すること。 
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・新設病院熱源・機械棟からの給水管、雑用水管、給湯管、ガス管を新設病院西側に接続

し、なお、スプリンクラー配管、屋内消火栓配管、医療ガス配管（圧空、吸引、酸素、笑

気、窒素）を新設病院西側に本設配管で接続すること。 

 

 仮設棟の給水元を既存病院から新設病院西側に変更 

・仮設棟の消火配管元を既存病院から新設病院西側に切り換えること。 

 

 既存病院内の改修 

・既存病院電気室用のハロン消火ボンベ室を解体エリア外に移設すること。 

 

ＳＴＥＰ５ 既存病院西側解体 

・既存病院を運営継続しながらシームレスな建替を行う計画とする。 

・既存病院西側解体を行う。 

 

① 共通事項 

・既存病院を運営しながらの解体工事のため、振動、騒音及び粉じんを抑えた計画とすること。 

 

② 建築工事 

・既存病院西側解体に伴い既存病院東側の西側に仮設外壁を設けること。 

 

③ 電気工事 

・既存病院解体に伴い電源及び通信等の切り離しを行うが、既存病院機能に支障が生じる場合の

各種接続替えも行うこと。 

・解体前にＳＴＥＰ4で設備した電話設備機器は撤去し、予備機として病院へ納入のこと。 

 

ＳＴＥＰ６ 新設病院東側建設 

・新設病院東側を建設し、新設病院全体を運営できるようにする。 

・新設病院東側には、新設病院全体として整備を求める諸室のうち、新設病院西側で整備した諸

室以外の諸室を整備すること。 

 

① 共通事項 

・新設病院東側と西側を一体とする工事のため、稼働中の新設病院西側の運営に支障がないよう

にすること。 

・施設を運営しながらの切替え工事であるため、既存設備と新設設備の各設備は新旧連携も含め

整備中も機能を維持するように計画すること。 
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・設備切替えに伴い、設備機能停止は最小限となるように計画を行うこと。 

 

② 建築工事 

・新設病院東側と西側が一体となるまでの段階における地震時の免震効果や免震部材に生じる鉛

直変位管理（調整）を検証した施工計画を行うこと。 

・ヘリポートに関して、新設病院東側竣工後に既存病院東側から新設病院東側に運用を変えるこ

と。 

 

③ 電気工事 

・設備切替えに伴う停電通信障害を防止するため、基本無停電として計画を行うこと。 

・新設病院東側の建設に伴う電気設備工事一式を行うこと。また新設病院西側との接続により生

じる接続部分の改修も行うこと。 

・空調設備等の仮設計画に伴う電気設備の切り回しを行うこと。 

・電力及び情報通信設備の幹線は二重化を行い、安定供給を行うこと。 

・既存病院東側解体前に新設病院熱源・機械棟内に特別高圧変電設備を整備し、非常用発電機及

び各箇所受変電設備への電源供給の切り替えを行うこと。 

・電話システムの携帯端末はどの場所でも無線接続が使用可能なように無線基地局等設置を行う

こと。 

 

④ 機械工事 

・新設病院熱源・機械棟からユーティリティを供給すること。 

・冷水管、温水管、蒸気管を新設病院東側に接続すること。 

・給水管、雑用水管、給湯管、ガス管を新設病院東側に接続すること。 

・スプリンクラー配管、屋内消火栓配管、医療ガス配管（圧空，吸引，酸素，笑気，窒素）を新

設病院東側に接続すること。 

・新設病院東側からの排水管を屋外排水管へ接続すること。 

 

ＳＴＥＰ７ 仮設棟外来改修 

・既存病院を運営継続しながらシームレスな建替を行う計画とする。 

・仮設棟を保育・宿泊・宿舎の用途として改修する。 

・仮設棟についての詳細な施設計画等については「第４ 仮設棟の施設整備に関する要求水準」

を参照すること。 

 

① 共通事項 

・仮設棟と既存病院、新設病院を接続していた仮設棟渡り廊下の解体時、車両・歩行者道路に支

障を与えない計画とすること。 

・新設病院の仮設棟渡り廊下との接続部の塞ぎ改修を行う。 
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② 建築工事 

・仮設棟の外来を改修し、宿泊、宿舎、保育に改修すること。 

 

③ 電気工事 

・排気塔解体、連絡通路解体、仮設棟改修に伴う電気設備の撤去、改修工事一式を行うこと。 

・仮設棟を保育及び宿舎施設への用途変更に伴い特別高圧電気室からの配電系統に電力量計（検

付）を設置し料金請求が可能なように計画のこと。 

・電話システムの携帯端末はどの場所でも無線接続が使用可能なように無線基地局等設置を行う

こと。 

 

(10)ＳＴＥＰ８ 既存病院東側・レドマス解体 

・既存病院東側解体と併せて、レドマスを解体する。 

 

① 共通事項 

・新設病院に隣接した場所での解体工事となるため、振動・騒音・粉じんを抑えた工法を採用

し、病院運営に支障がないようにすること。 

・施設を運営しながらの切替え工事であるため、既存設備と新設設備の各設備は新旧連携も含め

整備中も機能を維持するように計画すること。 

・設備切替えに伴い、設備機能停止は最小限となるように計画を行うこと。 

 

② 建築工事 

・設備切り回し用架台を撤去すること。 

 

③ 電気工事 

 既存病院東側解体 

・設備切り替えに伴う停電、通信の不通は基本無停電として計画を行うこと。 

・既存病院東側、レドマス解体に伴う電気設備の解体工事一式を行うこと。 

・解体前にＳＴＥＰ２で設置した空配管を使用し、新設病院熱源・機械棟特別高圧変電設備

への引き込みを行うこと。また、既存特別高圧引き込み配管を廃止及び仮設配管配線を撤

去すること。 

・解体前にＳＴＥＰ4で設置した電話設備機器は撤去し予備機として病院へ納入すること。 

 

 レドマス解体 

・レドマス解体に伴い電源及び通信等の切り離しを行い関連する設備の撤去を行うこと。 
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④ 機械工事 

 既存病院東側解体 

・既存病院への各供給配管等を新設病院熱源・機械棟側と切り離し閉塞し、仮設配管を撤去

すること。 

 

 レドマス解体 

・レドマス解体前に給水、ガス、排水配管を切り離し、撤去すること。 

 

(11)ＳＴＥＰ９ 新設看護学校建設、新設職員宿舎棟建設、外構整備 

・新設看護学校、新設職員宿舎棟を建設する。新設看護学校についての詳細な施設計画等につい

ては「要求水準書 Ⅲ施設設備編 （３）広尾看護専門学校」を参照すること。 

・外構を整備する。 

 

① 共通事項 

・新設病院を運営しながら、新設看護学校、新設職員宿舎棟を建設するため、車両（一般車両、

救急車両、搬入車両）と歩行者の安全を配慮した計画とすること。 

 

② 建築工事 

・ロータリー、駐車場、緑地等を整備すること。 

 

③ 電気工事 

 新設看護学校建設 

・新設看護学校建設に伴う電気設備工事一式を行うこと。 

・新設看護学校の単独引き込みが可能なように電力及び通信用の空配管を計画すること。 

 

 新設職員宿舎棟建設 

・新設職員宿舎棟へ各々の電力及び通信が引き込み可能なように空配管を計画すること。 

・電話システムの携帯端末はどの場所でも無線接続が使用可能なように無線基地局等設置を

行うこと。 

 

 外構整備 

・敷地内に外灯を整備すること。 

・敷地内に防犯用として各所に監視カメラを整備すること。 

 

④ 機械工事 

 新設看護学校建設 

・給水管及びガス管の単独引込みを行うこと。 
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 新設職員宿舎棟建設 

・給水管及びガス管は単独引込みを行うこと。 

 

 外構整備 

・仮設棟解体前に供給配管等の切り離し及び撤去を行うこと。 


