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非常用電源等の法定点検未実施の病院への適切な対応に係る周知について（依頼） 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて今般、厚生労働省医政局地域医療計画課長より各都道府県衛生主管部（局）長宛に標記

通知が発出されるとともに、本会に対して周知方依頼がありました。 

先般、平成 30 年 6 月 29 日付（地 95）の文書をもって、貴会に「病院が有する非常用電源

に係る保安調査の実施の徹底について」のご案内をお送り申し上げたところですが、その後、

厚生労働省が全病院に対して、非常用電源の保有の有無と点検の実施状況（平成 30 年 8 月 1

日時点）について調査を行いました。このうち、法定点検を未実施と回答した病院に対して、

令和元年 6 月 1 日時点での実施状況や実施していない場合には、その理由に関して調査を行っ

たとのことです。 

今般公表された「病院の非常用電源の確保及び点検状況調査の結果」によると、未だ法定点

検を実施していない病院があることが判明したことから、改めて状況を確認の上、法定点検を

実施していない病院に対して、適切な対応を行うよう要請するものであります。 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知の上、貴会管下の郡市区医師会

並びに会員等へのご周知につきご高配賜りますようよろしくお願いいたします。 

追って、平成 30 年 11 月 30 日付（地 288）の文書をもって、貴会に「病院の業務継続計画

（ＢＣＰ）の策定状況等の調査への協力について（依頼）」のご案内をお送りしましたが、「病

院の業務継続計画（ＢＣＰ）の策定状況調査の結果」が公表されましたので、併せてお送りい

たします。 
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非常用電源等の法定点検未実施の病院への適切な対応に係る 

周知について（依頼） 

 

 

標記について、別添のとおり各都道府県衛生主管部（局）長宛て通知しまし

たので、御了知いただくとともに、貴下団体会員等に対する周知方よろしくお取

り計らい願います。 
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令和元年７月 31 日  

 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

 

厚生労働省医政局地域医療計画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

非常用電源等の法定点検未実施の病院への適切な対応に係る 

周知について（依頼） 

 

 先般、国立研究開発法人国立循環器病研究センターにおいて、電気事業法で定

める保安検査を少なくとも５年以上実施していなかったことが判明したことを受

け、「病院が有する非常用電源に係る保安検査の実施の徹底について」（平成 30 年

６月 22 日付け医政地発 0622 第５号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）によ

り、貴管内の非常用電源を有する全ての病院について、関係法令（電気事業法、

消防法及び建築基準法）の規定に基づく点検等（以下「法定点検」という。）の実

施状況を確認の上、必要に応じて指導いただくようお願いしたところである。 

しかし、今般公表した、「病院の非常用電源の確保及び点検状況の調査について

（依頼）」（平成 30 年８月６日付け医政地発 0806 第１号厚生労働省医政局地域医療

計画課長通知）等に基づく調査結果によると、未だ法定点検を実施していない病

院があることが判明したことから、貴職におかれては、改めて状況を御確認の上、

法定点検を実施していない病院に対して適切な対応を行っていただくようお願い

する。 

その対応に関しては、管内の関係法令主管部局と連携しつつ、法定点検実施済

みの医療機関等からの情報も参考とするなどして、早期かつ適切に行っていただ

くようお願いする。患者の継続的な医療提供のため点検の実施が困難であるとす

る病院に対しては、たとえば停電点検の実施における瞬間停電等に対して危惧が

あると思われるが、そのような際には、複数の発電機を賃借し使用することで対

応が可能と考えられる、などのご助言を頂きたい。 

また、点検未実施の間に非常用電源が起動しないことに起因する事故が起きた

場合、民事の賠償責任や刑事責任を問われることも考えられることに留意いただ

きたい。 

今後とも、関係法令主管部局とも連携を取り、病院において適切に法定点検が

行われるよう取り組まれたい。なお、本通知は経済産業省、消防庁及び国土交通

省とも協議済みであることを申し添える。 

 

 【照会先】 

厚生労働省医政局地域医療計画課 

救急・周産期医療等対策室 

災害医療係 ０３－５２５３－１１１１（２５４８） 



【参考１】 
Press Release 

報道関係者各位 

病院の非常用電源の確保及び点検状況調査の結果 

病院の非常用電源の確保及び点検状況調査の結果をとりまとめましたので、公表い

たします。厚生労働省としましては、本調査結果を踏まえ、都道府県に対して、病院

の非常用電源に係る法定点検の実施の徹底を依頼しております。 

・調査対象：医療法第１条の５に規定する病院（総数：8,392病院） 

（有効回答：電気事業法 7,267病院、消防法 6,779病院、 

建築基準法 6,788病院） 

・調査時点：調査①）平成 30年８月１日 

調査②）令和元年６月１日 

・調査結果：「別紙」のとおり 

令和元年７月 31日（水） 

照会先 

医政局地域医療計画課  

災害時医師等派遣調整専門官 西田 翼（4130） 

災害医療係長 深山 征志（2548） 

(代表番号) 03-(5253)-1111 

(直通番号) 03-(3595)-2194 

【概要】 

○ 平成 30 年に発生した大阪府北部を震源とする地震の際に、非常用電源に係る法

定点検を実施していない病院があることが判明したことを踏まえ、厚生労働省とし

て初めて、全病院に対して、非常用電源の保有の有無と、点検の実施状況（平成 30

年８月１日時点）について調査を行った。（調査①：結果は別紙のとおり。） 

○ 調査①において法定点検を未実施と回答した病院に対して、令和元年６月１日時

点での点検の実施状況、また、実施していない場合はその理由に関して調査を行っ

た。（調査②：結果は別紙のとおり。） 

moohara
タイプライターテキスト

moohara
タイプライターテキスト



病院の非常用電源の確保及び点検状況調査結果について

平成30年に発生した大阪府北部を震源とする地震の際に、国立循環器病研究センターにおいて何らかの異常
により非常用電源が使えず、一時的な停電が発生した。その後、同センターで確認を行ったところ、電気事業法
で定める保安検査（停電を伴って実施するもの）を、少なくとも５年以上実施していなかったことが判明した。

これらを踏まえ、病院の非常用電源の確保や点検の実施状況を把握するために、平成30年８月１日時点での
点検の実施状況等について調査を行った。（調査①）
その後、点検未実施と回答した病院に対して、令和元年６月１日の時点での実施状況調査を行った。（調査②）

調査①の内容

調査対象：平成30年８月１日における各都道府県下の全ての病院（医療法（昭和23年法律第205号）第１条
の５に規定されている病院をいう）（総数：8,392病院）

調査期間：平成30年８月６日から９月６日（回収不良のため、回収期間延長）

調査方法：都道府県を通じたアンケート調査

調査内容：病院の非常用電源の有無及び各法令に基づく点検の実施状況（平成30年８月１日時点）

調査②の内容

調査対象：調査①において未実施と回答した病院（電気事業法563病院、消防法226病院、建築基準法
301病院）

調査期間：令和元年６月28日から７月19日

調査方法：都道府県を通じたアンケート調査（45都道府県から回答あり）

調査内容：各法令に基づく点検の実施状況の有無及び未実施である理由（令和元年６月１日時点）

調査の概要

「別紙」



病院の非常用電源の点検状況調査結果

総数8,392病院、平成30年８月１日時点

関係法令 回答した病院数 非常用電源保有 点検実施状況

電気事業法 7,267病院(86.6%) 有 6,754(92.9%) 実施済 6,191(91.7%)

未実施 563(8.3%)

無 513(7.1%)

消防法 6,779病院(80.8%) 有 6,446(95.1%) 実施済 6,069(94.2%)

実施済だが未報告 151(2.3%)

未実施 226(3.5%)

無 333(4.9%)

建築基準法 6,788病院(80.9%) 有 4,120(60.7%) 実施済 3,695(89.7%)

実施済だが未報告 124(3.0%)

未実施 301(7.3%)

無 2,668(39.3%)

調査①の結果



病院の非常用電源の点検状況調査結果

平成30年8月1日時点で未実施と回答した病院の令和元年6月1日時点の状況

関係法令 回答した病院数 点検実施状況 点検実施状況

電気事業法 324/563病院
(57.5%)

実施済 202(62.3%)

未実施 122(37.7%) 患者の継続的な医療提供のため実施調整困難 80(65.5%)

委託者と作業実施の日程が合わなかった 26(21.3%)

費用負担が大きい 5(4.1%)

実施する必要があることを知らなかった 2(1.6%)

その他 1(1.0%)

無記入 8(6.5%)

消防法 149/226病院
(65.9%)

実施済(※1) 126(84.6%)

対象の電源の保有無(※2) 4(2.7%)

未実施 19(12.7%) 患者の継続的な医療提供のため実施調整困難 7(36.8%)

委託者と作業実施の日程が合わなかった 9(47.4 %)

費用負担が大きい 2(10.5%)

実施する必要があることを知らなかった 1(5.3%)

建築基準法 168/301病院
(55.8%)

実施済(※1) 105(62.5%)

対象の電源の保有無(※2) 39(23.2%)

未実施 24(14.3%) 患者の継続的な医療提供のため実施調整困難 8(33.3%)

委託者と作業実施の日程が合わなかった 7(29.2%)

実施する必要があることを知らなかった 5(20.8%)

無記入 4(16.7%)

調査②の結果

(※1)法令に基づく報告がされていないものの、点検は実施されているものを含む。

(※2)点検時期未到来等のため実施する必要がないものを含む。



Press Release 

報道関係者各位 

病院の業務継続計画(ＢＣＰ)策定状況調査の結果 

病院の業務継続計画（以下「ＢＣＰ」という。）の策定状況に関する調査の結果をと

りまとめましたので、公表いたします。厚生労働省としましては、引き続き、病院の

ＢＣＰの策定が進むよう取り組んでまいります。 

・調査対象：調査①）医療法第１条の５に規定する病院（総数：8,372病院） 

（有効回答：7,294病院） 

調査②）①で未回答又は未策定と回答した災害拠点病院（総数：245病院） 

（有効回答：245病院） 

・調査時点：調査①）平成 30年 12月１日 

調査②）平成 31年４月１日 

・調査結果：「別紙」のとおり

令和元年７月 31日（水） 

照会先 

医政局地域医療計画課  

災害時医師等派遣調整専門官 西田 翼（4130） 

災害医療係長 深山 征志（2548） 

(代表番号) 03-(5253)-1111 

(直通番号) 03-(3595)-2194 

【概要】 

○ 平成 30 年度の一連の災害において病院の診療継続が困難となる事態が生じたこ

とを踏まえ、厚生労働省として初めて、全病院に対して、ＢＣＰの策定状況（平成

30年 12月１日時点）について調査を行った。（調査①：結果は別紙のとおり。） 

○ 調査①において未回答又は未策定と回答した災害拠点病院に対して、平成 31年

４月１日時点でのＢＣＰの策定状況について調査を行った。（調査②：結果は別紙 

のとおり。） 

【参考２】



平成30年台風第21号、平成30年北海道胆振東部地震等において、長期の停電や断水により病院の診療継
続が困難となる事態が生じた。そのため、平成30年12月１日時点でのＢＣＰの策定状況について調査を行った。
（調査①）
この結果を踏まえ、未回答又は未策定と回答した災害拠点病院に対して、ＢＣＰの策定が必須となる令和元
年４月1日時点の策定状況について再調査を行った。（調査②）

調査対象：平成30年10月１日時点における各都道府県下の全ての病院（医療法（昭和23年法律第205号）
第１条の５に規定されている病院をいう）(総数：8,372病院)

調査期間：平成30年11月14日から12月28日 （回収不良のため、回収期間延長）

調査方法：都道府県を通じたアンケート調査

調査内容：病院における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定状況（平成30年12月１日時点）

調査の概要

調査対象：調査①において未回答又は未策定と回答した災害拠点病院（総数：245病院）

調査期間：令和元年５月７日から５月22日

調査方法：都道府県を通じたアンケート調査

調査内容：災害拠点病院における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定状況（令和元年４月１日時点）

調査②の内容

調査①の内容

「別紙」



総数 回答数 未回答数 回答率 ＢＣＰ策定有り 割合 ＢＣＰ策定無し 割合(※３)

災害拠点病院 736 690 46 93.8% 491 71.2% 199 28.8%

救命救急センター
（※１）

7 6 1 85.7% 4 66.7% 2 33.3%

周産期母子
医療センター（※２）

79 68 11 86.1% 21 30.9% 47 69.1%

上記以外の病院 7,550 6,530 1,020 86.5% 1,310 20.1% 5,220 79.9%

全病院 8,372 7,294 1,078 87.1% 1,826 25.0% 5,468 75.0%

調査①の結果

※１ 災害拠点病院を含まない。
※２ 災害拠点病院及び救命救急センターを含まない総合・地域周産期母子医療センターの和。
※３ 回答数に対するＢＣＰ策定無しと回答した病院の割合。

調査②の結果

調査①で未回答又は未策定と回答した245の災害拠点病院に対して、追加調査を行っ
た。その結果、平成31年４月１日時点でＢＣＰ策定済みである災害拠点病院は241病院
であった。
残りの４病院については、
・ 令和元年６月に策定を完了：１病院
・ 令和元年７月に策定を完了：１病院
・ 令和元年８月２日に策定を完了（予定）：１病院
・ 令和元年中に指定を返上（予定）：１病院

という結果であった。




