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１

本文 につ いて
「密 接な 関連 」と は、 当該寮 に居 住し てい る看 護師 等が 当該 病院 の救 急業 務上 必要 な
際 には 看護 スタ ッフ とし て即応 でき る看 護体 制に ある こと 、か つ、 当該 病院 に勤 務す る
看 護師 等の 厚生 施設 等（ 看護師 詰所 及び 休憩 室等 ）の 病院 機能 の一 部が 当該 寮等 に存 す
る こと をい う。

２

要件 １に つい て
当該 病院 が既 存の 病院 である 場合 は、 救急 病院 とし て県 知事 が認 定し てい るこ と。
病院 の新 設に 伴い 看護 師等の 寮を 同時 に建 設す る場 合は 、次 の各 号の すべ てに 該当 す
る こと 。
(１ ) 病院 と寮 は、 同一 敷地内 で一 体と して 建築 され るこ と。
(２ ) 病院 の開 設許 可の 事前協 議を 踏ま えて 、県 地域 医療 連携 課長 から 次に 掲げ るす べ
て に該 当す るこ とが 確認で きる こと 。
ア 医 療審 議会 の議 を踏ま えて 、当 該病 院の 開設 許可 が確 実で ある こと
イ 当 該病 院の 計画 内容が 「救 急病 院等 を定 める 省令 第１ 条第 １項 」の 基準 に照 ら
して 支障 ない こと
ウ 当 該病 院の 開設 者又は 開発 予定 者か ら、 病院 開設 の際 には 県知 事あ てに 救急 業
務に 関し 協力 する 旨の申 出を 行う 意思 があ るこ とを 踏ま えて 、救 急病 院と して 認
定す るこ とに 支障 がない こと
エ 当 該病 院の 看護 師等の 計画 人員 数が 、医 療法 施行 規則 第１ ９条 及び 社会 保険 診
療報 酬に 基づ く看 護体系 等に 照ら して 適切 であ るこ と
(３ ) 建築 基準 法に 基づ く病院 の完 了検 査済 証の 交付 があ るま で、 寮を 使用 しな い旨 の
誓 約書 があ るこ と。

３

要件 ２(２ )に つい て
「当 該病 院に 併設 」と は同一 敷地 内で ある こと を原 則と する が、 同一 敷地 内に 建設 す
る こと が困 難な 場合 は、 隣接地 等で あっ ても 施設 間の 往来 に支 障が なく 、そ の距 離が 通
常 同一 敷地 内と 考え られ る程度 の距 離（ 数十 から 百メ ート ル） に位 置す る場 合は 併設 し
て いる もの とす る。

４

要件 ２(３ )に つい て
(１ ) 「規 模」 につ いて
室数 は、 当該 病院 の看護 師等 の定 数の おお むね ３分 の１ 程度 を目 安と する が、 当
該 病院 の看 護師 等の 通勤状 況等 の事 情に より やむ を得 ない と認 めら れる 場合 は、 看
護 師等 の定 数の 範囲 内とす るこ とが でき る。
(２ ) 「設 計」 につ いて
利用 者が 主に 独身 者であ るこ とに 照ら して 適切 な建 築計 画で ある こと 及び 談話 室
等 の共 ス ー スを 設 る こと 。
なお 、本 提案 基準 にいう 「寮 」と は、 共同 住 又は
で ある こと とす る。
(３ ) 「
施 設」 につ いて
当該 病院 の 員
の
施 設は 、厚 生施 設の 一部 であ るこ とか ら当 該病 院の 用
に
さ れる もの とする 。こ の め、 当該 寮に 病院 機能 の一 部で ある
施設 を
置し てい る場 合も 本提案 基準 の
と なる 。
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