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①県立中央病院整備事業 
 

(病院施設(１号館)建替) 
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１ 地域振興計画に基づく個別事業の基本計画及び内容 

【県立中央病院整備の必要性】 

県立中央病院は、昭和 49 年に建築され、築後 30 有余年を経過し、構造的な老朽化に

加え、その後の診療機能の拡大や患者数の増加等により、機能的にも一部限界に達して

いる。 

県立中央病院は、県下で唯一の「災害基幹拠点病院」であり、また「二次被ばく医療

機関」のひとつにも指定されていることから、県立中央病院が担うべき医療機能をさら

に充実させ、日々進化する医療技術を取り入れることのできる、機能的に統合された総

合医療センターを新しく整備することは喫緊の課題である。 

県立中央病院を建替えることにより、原子力災害による緊急被ばく医療を含む救急医

療体制や災害基幹拠点病院としての機能等をさらに充実させて県民医療の確保を図り、

県立中央病院が掲げる「基本理念」及び「基本方針」を達成・実現する。 

○基本理念 

県民の安心の拠り所となる病院であること 

○基本方針 

１．高度先進医療とともに標準的で良質な医療を提供する 

２．安全な医療体制を確立する 

３．愛媛県の医療水準の向上に貢献する 

４．健全な経営基盤を確保する 
 

  なお、建替えに当たっては、民間の資金とノウハウを活用することにより、事業コス

トの削減や質の高いサービスの提供が期待できるとされている「ＰＦＩ手法」を採用し

整備することとしている。 

 

【ＰＦＩ手法の採用】 

    民間事業者の資金調達及び経営、技術的ノウハウを活用したＰＦＩ手法を導入 

して、既存施設の解体や病院施設等の設計、改修・新設及び医療機器等の調達並 

びに維持管理・運営を実施し、より質の高い病院サービスを効率的、効果的かつ 

安定的に提供する。 

 

〔県立中央病院が地域医療で担う役割(総括)〕 

県立中央病院は、救命救急センター、総合周産期母子医療センター及び愛媛ＰＥＴ－

ＣＴセンターを併設する県下の基幹病院として、一般医療はもとより、三次救急や周産

期等の高度救急医療、骨髄移植等の先駆的医療等について重要な役割を果たすとともに、

災害基幹拠点病院や二次被ばく医療機関、エイズ診療協力病院や第二種感染症指定医療

機関、へき地医療拠点病院等として災害時医療や感染症治療、へき地医療支援なども担

っている。 
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〔県立中央病院の具体的役割〕 

  ○ 二次保健医療圏である松山圏域はもちろん 864 床を有する県下最大の基幹病院

として、がんや心疾患、脳疾患などの高度医療に取り組むなど、県下全域の医療確

保の最後の砦としての重要な役割を担っている。 

○ 公的医療機関として、一般の民間病院では採算の取りにくい三次救急や周産期医

療、小児救急医療などの高度救急医療や骨髄移植等の先駆的医療に取り組むなど、

不採算分野を担っている。 

○ 県下で唯一の災害基幹拠点病院の指定を受けているほか、二次被ばく医療機関の

指定を受けるとともに、化学災害対策救急医療設備の整備や災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ）の配備等も行っており、災害発生時における県民の救命医療に大きな

役割を果たしている。 

   また、二次被ばく医療機関として、無菌手術室や無菌治療室等を整備して原子力

災害発生時における緊急被ばく医療体制を整えている。 

 

【建替えの全体計画】 

※1 号館が交付対象施設であり、交付対象となる延床面積は約 65,000 ㎡である。 

 

事業名 県立中央病院整備事業 (病院施設(１号館)建替) 

（運営を含む全体計画の事業名は、県立中央病院整備運営事業） 

実施場所 愛媛県松山市春日町 83 番地外（現在地） 

敷地面積 約 33,700 平方メートル 

事業期間 平成 22～24 年度（全体計画の事業期間は、平成 20～44 年度） 

事業費 約 207 億円（全体計画の総事業費は約 1,912 億円） 

工事概要 以下のとおり 

 １号館※ 

（新本院） 

延床面積 約 66,800 ㎡（利便施設棟を含む） 

階数 地下 2 階、地上 12 階、塔屋 2 階 

主体構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、免震構造 

 周産期センター棟 改修（１号館に機能を集約する） 

 ＰＥＴ－ＣＴセンター棟 現状のまま使用 

 救命救急センター棟 解体（１号館に機能を集約する） 

 東洋医学研究所 解体（１号館に機能を集約する） 

 心と体の健康センター 解体 

 医師公舎 延床面積 約 2,900 ㎡ 

  階数 地上 7 階 

  戸数 45 戸 

 駐車場 駐車台数 800 台以上 

 病床数 827 床 

 診療科目 32 診療科 
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【１号館（交付金対象施設）の整備概要】 

○ 診療機能の集約 

患者動線、職員の効率的な業務実施を可能とするため、現在分散している救命救急

センター機能及び総合周産期母子医療センター機能を含めたほとんどの診療機能を

新設する１号館に集約する。 

○ 災害基幹拠点病院、二次被ばく医療機関としての充実 

救急患者を受け入れるための屋上ヘリポートの整備、大規模地震発生時にも診療機

能が維持できる免震構造の採用、災害発生時における患者受け入れ機能の充実、非常

用発電装置や非常時用貯水槽の設置等によるライフラインの確保、食料や救急材料等

備蓄の充実など、災害基幹拠点病院としての機能の充実を図る。 

また、現病院の緊急被ばく医療機能を１号館に移転させるとともに、救命救急セン

ター入口付近に、原子力災害や化学災害を想定した「シャワー除染室」を設ける計画

である。 

○ 救命救急医療の充実 

救急診療部のさらなる充実、初療室・観察室の拡充などを通じて、高度救命救急医

療センターとして充実を図る。 

○ ＩＣＵ・手術部門の充実 

ＩＣＵ、救命ＩＣＵを中央手術部門と同一フロアに設置するとともに、デイサージ

ャリー（日帰り手術）の体制を整備する。増加する手術数に対応できるように手術室

を増やし、ＩＣＵも増設する。 

○ センター制の採用 

臓器・疾病群別に適切に対応し、高度専門医療を効率的・効果的に提供し、また分

かりやすい無駄のない医療を提供するため、複数の診療科間のチーム医療体制を充実

させ、センター制を採用する。 

 ○ アメニティの充実 

個室の増室、4 床室における個室的多床室の採用、清潔・不潔を区分したエレベー

ターの増設など、アメニティの充実を図る。 

 

【事業の進捗状況】 

  平成 19 年 9 月 28 日に入札公告を行い、3 つの事業グループから応募があったので、

外部委員と職員で構成する「愛媛県立中央病院整備検討委員会」の審査を経て、平成 20

年 8 月 29 日に、大成建設株式会社を代表企業とする「大成建設グループ」を落札者に

決定した。 

  平成 20 年 12 月 26 日に、ＰＦＩ事業者である「愛媛ホスピタルパートナーズ株式会

社（大成建設株式会社等が出資して設立）と事業契約を締結し、ＰＦＩ事業に着手した。 

  これまでに、病院敷地内の既存建物を取り壊すとともに、１号館等の実施設計を終え

て、１号館建設工事を進めているところである。 
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■着工前（平成 21 年 1 月時点） 

 

敷地上空から 

 

 

敷地北側から 

 

 

本 院 

救命救急センター棟 

周産期センター棟 

立体駐車場 

東洋医学研究所 

旧心と体の健康

センター 

旧心と体の健康

センター 

東洋医学研究所 

本 院 

立体駐車場 

救命救急センター棟 

周産期センター棟 
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■整備後 

 

敷地配置図 

1号館（新本院）

3号館（現周産期センター棟）

4号館（現愛媛PET-CTセンター棟）

医師公舎

立体駐車場2立体駐車場1

N

緑のﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ

 

完成予想図（敷地南西側から） 
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完成予想図（敷地北西側から） 

 

完成予想図（１階待合スペース） 
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２ 各事業の実施主体 

事業名 実施主体 主な事業内容 場所 備考 

 

県立中央病院整備

事業 

(病院施設(1号館)建

替) 

 

愛媛県 

 

 

 

 

病院の建替え 

・延床面積；約66,800㎡ 

・階数；地下2階、地上12階

、塔屋2階 

・構造；鉄筋コンクリート造

、一部鉄骨造、免震構造 

 

 

松山市 

 

 

 

本事業はＰＦＩ事

業として、愛媛ホス

ピタルパートナー

ズ株式会社が実施

する。 

 

 

３ 各事業の全体規模及び年度別実施スケジュール 

 

事 業 

 

 

H20 

年度 

 

 

H21 

年度 

 

H22 

年度 

 

H23 

年度 

 

H24 

年度 

 

H25 

年度 

 

H26 

年度 

 

県立中央病院整備事

業 

(病院施設(1号館)建替) 

 

（約 207 億円）(税込) 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

[平成 22～24年度] 

（交付金対象工事） 

[平成 20～26年度] 

（全体工事） 



   - 21 - 

４ 充当しようとする交付金の年度別交付対象経費及び年度別交付金額 

 

  交付金対象施設である 1 号館の延床面積約 65,000 ㎡のうち、二次被ばく医療機関と

して原子力災害による緊急被ばく医療等を実施するものと想定される約 10,000 ㎡を当

該交付金の対象エリアとして、以下のとおり面積按分により交付金を算定している。 

 

  ○ 交付金対象エリア 

    ・ 救命救急センター外来を含む外来診療部門 

    ・ 救命救急センターＩＣＵ及びＨＣＵ部門 

    ・ 血液腫瘍科や乳腺甲状腺外科などのがん治療センター（仮称）関連病棟部門 

    ・ 屋上へリポート部分 

 

○年度別交付対象経費及び年度別交付金額              （単位：千円） 

実施事業 
H22 

年度 

H23 

年度 

H24 

年度 
計 

 

県立中 

央病院 

整備事 

業 

 

病院施

設(１号

館)建替

工事費 

出来高 

予定額 
3,182,718 6,097,687 10,407,497 19,687,902 

県支払 

予定額 
2,880,364 5,497,132 9,901,938 18,279,434 

交付金 

対象経費 
441,262 842,142 1,516,944 2,800,348 

交付金 408,171 840,000 1,421,829 2,670,000 

利子受入   4,666 4,666 

※金額は税抜きである。 
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５ 上記交付金以外の国の財源を充当する場合には、当該財源の内容及び 

金額 

 

  1 号館の建設に当たっては、本交付金のほか、地域自主戦略交付金の一部で、中心市

街地の再生を図ることを目的とした国土交通省所管の社会資本整備総合交付金「暮ら

し・にぎわい再生事業」も活用する計画である。 

 

【暮らし・にぎわい再生事業制度要綱（抜粋）】 

第１ 目的 

この要綱は、中心市街地の再生を図るため、内閣総理大臣による中心市街地活性化基本

計画の認定を受けた地区について、都市機能のまちなか立地、空きビル再生、多目的広場

等の整備等を総合的に支援することにより、まちなかに公共公益施設等の都市機能等の導

入を図ることを目的とする。 

第２ 定義 

この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

一 暮らし・にぎわい再生事業 

この要綱で定める暮らし・にぎわい再生事業計画に従って行われる都市機能のまち

なか立地、空きビルの再生、多目的広場等の整備並びに関連空間整備及び計画コーデ

ィネートに要する費用について総合的に支援する事業をいう。 

 （以下省略） 

○財源内訳表                        （単位：千円） 

実施事業 
H22 

年度 

H23 

年度 

H24 

年度 
計 

 

県立中央

病院整備

事業 

 

病院施設

(１号館)

建替工事

費 

県支払 

予定額 
2,880,364 5,497,132 9,901,938 18,279,434 

（財源内訳） 

交付金 408,171 840,000 1,421,829 2,670,000 

  補助金 172,157 265,921 283,818 721,896 

  利子   4,666 4,666 

  起債 2,300,036 4,391,211 8,191,625 14,882,872 

※金額は税抜きである。 
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６ 事業の実施により整備された施設等の維持・運営主体、維持・運営方 

法及び維持・運営にかかる自治体の負担額 
 

 （１）施設等の維持・運営主体及び方法 

    ＰＦＩ事業者が１号館を建設し、完成後はその所有権を県に移管する。 

移管後は、病院経営や診療行為等は愛媛県が行い、診療行為等以外の施設の維持

管理、医薬品等の調達及び運営業務等については、ＰＦＩ事業者が事業契約に基づ

き、ＰＦＩ事業期間が満了するまで行う。 

 

 （２）自治体の負担額 

    平成 19 年 6 月補正予算において「191,874,824 千円に金利変動、物価変動、 

   診療報酬改定、消費税及び地方消費税に関する法令の変更に伴う増減額を加算し 

   た額」をＰＦＩ手法による建替え及び運営に係る債務負担行為限度額として議決 

  済みである。 

平成 20 年 12 月 26 日に締結した事業契約額は、約 1,912 億円であり、施設整

備費に 321 億円、維持管理・運営費に 1,591 億円を見込んでいる。 

 

７ 地域振興計画に掲げる事業が核燃料サイクル施設又は特定軽水型実用発

電原子炉の設置及び運転の円滑化に資する理由 
 
〔プルサーマル計画への同意〕 

プルサーマル計画については、安全性の確保と県民の理解を前提にして同意したもので

あり、事業者へは、導入の各段階における適切な安全確認、品質保証体制と安全管理体制

の充実・強化、新耐震指針の再評価結果の確認、県民の一層の理解促進と不安解消に努め

ること等を求めるとともに、経済産業大臣及び原子力安全委員長に検査確認の徹底等を要

請してきた。 

円滑化には、安全性の確保はもとより、県民の不安解消と理解促進のための取り組みを

通じて、同発電所と立地地域との共生を図ることが必要と考えている。 

 

〔本計画の意義〕 

愛媛県においては、人口の減少や高齢化が進んでいる中、安全・安心な暮らしの継続を

住民は切望しており、持続可能な産業発展の基礎となる人口の定住化に寄与する事業とし

て、社会基盤の一つである医療サービスの向上に資する事業を実施することは、地域振興

を図る上で不可欠である。 

 

〔本計画の効果〕 

県立中央病院の整備計画は県民の要望に応えるものであるとともに、施設は幅広い多く

の県民の利用が将来に亘って見込まれ、その利用を通じて直接的にその利益を提供するこ

とができる。 
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また、計画の実施を通じて、災害時医療、高次の救急医療や高度医療・先進医療をはじ

めとする医療サービスを県民に提供。質の高い生活の維持を図り、自治体の責任を果たす

ことが可能となる。 

 

〔円滑化に資する理由〕 

県立中央病院の建替えは、地域の維持発展に不可欠な基盤施設の整備であり、安心・安

全を求める住民の願いに直接的に応えるものである。また施設の利用を通じ、将来に亘っ

て多くの住民が利益を享受できること、さらに、住民の身近な施設に対する交付金の充当

であることから理解が得られやすく、自治体財政へ寄与するとともに、ひいては原子力発

電に関する地域住民の理解促進や安心感の醸成に繋がり、伊方原子力発電施設の運転の円

滑化に資することができる。 

 

８ 地方自治体で作成される長期的な地域振興計画との関係 

 

県立中央病院の整備については、愛媛県の長期計画に基本施策として位置づけられてい

る。 

「第六次愛媛県長期計画」(平成 23 年９月策定)において、「健康づくりと医療体制の充

実」が計画に位置付けられている。この中で「安全・安心で質の高い医療提供体制の充実」

についての主な取組みとして「建替え中の県立中央病院は、県民医療の基幹病院として、

救命救急センター及び総合周産期母子医療センターの機能の充実と集約により県内全域を

カバーするとともに、屋上ヘリポートを整備するなど災害基幹病院としての機能充実を図

ります。」と整理されている。 

今回は、県の長期計画に掲げられた、基本施策の柱である「安全・安心で質の高い医療

提供体制の充実」を達成するため、必要不可欠な事業であり、当該計画と整合していると

ころである。 
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９ 他の類似事業との比較 

ＰＦＩ手法による病院建替え事業を実施しているもののうち、平成 22 年 3 月にオープン

した「多摩総合医療センター及び小児総合医療センター整備事業（東京都）」について比較す

る。なお、比較に当たっては、病院施設の整備費だけの比較が困難なため、運営を含む全体

計画で比較する。 

 実施主体 愛媛県 東京都 

事業名 県立中央病院整備運営事業 
多摩総合医療センター及び 

小児総合医療センター整備事業 

事業の趣旨 

老朽化した県立中央病院を、ＰＦ

Ｉ手法で現在地において建替えて運

営する。 

 東京都立の府中病院を「多摩総合

医療センター」に、清瀬小児病院外 2

病院を移転・統合し、「小児総合医療

センター」に再編整備し、運営する。 

事業期間 平成 20～44 年度（このうち 1 号

館建設工事は平成 22～24 年度） 

平成 18～36 年度 

供用開始時期 平成 25 年 5 月オープン予定 平成 22 年 3 月オープン 

事業主体 愛媛ホスピタルパートナーズ株式会

社（主な株主は大成建設株式会社） 

多摩医療ＰＦＩ株式会社（主な株

主は清水建設株式会社） 

事

業

概

要 

所在地 愛媛県松山市春日町 83 外 東京都府中市武蔵台二丁目 8-4 外 

敷地面積 約 33,700 ㎡ 約 52,000 ㎡ 

 延床面積 約 66,800 ㎡ 約 120,000 ㎡（病院施設） 

総事業費 約 1,912 億円 約 2,491 億円 

病床数 827 床 1,350 床 

内容 

・病院施設等の設計・建設業務 

・委託業務の総括・経営支援等業務 

・医療器械・薬品等の調達業務 

・医療事務・給食・清掃、建物設備

の保守管理や警備等の運営業務 

・売店等の利便施設運営業務 

・病院施設等の設計・建設業務 

・委託業務の総括・経営支援等業務 

・医療器械・薬品等の調達業務 

・医療事務・給食・清掃、建物設備

の保守管理や警備等の運営業務 

・売店等の利便施設運営業務 

事業実施の方 

法（運営方法） 

ＰＦＩ手法により実施 ＰＦＩ手法により実施 

財源（自治体 

負担） 

施設整備費の一部に、国から交付

される核燃料サイクル交付金及び地

域自主戦略交付金を充当し、残りの

大部分は起債で実施。 

施設整備費の大部分を起債で実

施。 

事業効果・採 

算性 

ＰＦＩ事業として実施することに

より、県が直接実施する場合と比較

して、事業期間全体で県の財政負担

額を 5.7％程度縮減することが期待

できる。 

 ＰＦＩ事業として実施することに

より、県が直接実施する場合と比較

して、事業期間全体で県の財政負担

額を 6.7％程度縮減することが期待

できる。 
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１０ 地域振興計画に対する事業地域の住民の要望及び意見 

 

平成 22 年度に実施した「愛媛県政に関する世論調査」の結果では、県政課題（複数

回答）として「保健医療対策」を掲げた人の割合は 42.1％と、「社会福祉の充実」の 49.1％

に次いで 2 番目に高く、その対策（複数回答）としても「救急時の診療体制の整備」が

44.3％、「医師などの医療従事者確保」が 25.7％、「県立病院などの公的医療機関」が

20.6％となっており、この分野に関しては、県民意識が高い事項となっている。また、

定住を考える上で特に重きをおくもの（複数回答）としても「福祉・保健医療の環境」

は 26.7％と高く、「日常生活の利便性」34.0％や「自然環境」28.7％に次ぐものとなっ

ている。 

このように、医療への県民の関心は極めて高く、基幹的な病院として必要な高度・特

殊医療を提供するとともに、医療関係者の教育と研修による地域医療水準の向上や政策

医療（災害時医療、エイズ・第二種感染症、へき地医療等）の実施などの役割を担う県

立中央病院を建て替え、県民医療の確保を図ることが望まれている。 

また、事業地域となる松山市では、「中心市街地活性化基本計画」の地域に本病院を

組み入れ、交流人口の拡大を期待している。 

原発所在地の伊方町及び隣接の八幡浜市においても、当該事業が災害時医療や高度・

特殊医療など、住民の医療確保・向上に資するものと期待している。 

このような中で、当該事業を実施し、二次被ばく医療機関としての機能の充実を図る

ことは、「住民の安心・安全」のテーマに合致するものであり、また、この事業に対す

る住民の期待は大きいものがある。 
 

１１ 地域振興計画の事業地域の住民への公開及び周知方法 

  
「第六次愛媛県長期計画」のほか重点プログラムとして冊子や県のホームページで公表

しており、また、建替え事業の具体的な内容等についても県のホームページで公表すると

ともに、地域住民への説明会も適宜開催して周知に努めているところである。 

１２ 地方自治体及び事業地域の住民の協力・支援体制 

高度な医療サービスを提供する県立中央病院の建替えは、松山市民への医療サービス

の向上が見込まれることはもとより、県内各地からの入院・通院をはじめ、職員勤務、関

係業者の出入りなど、事業所として交流人口の創出に資する事業であることから、事業地

域である松山市の「中心市街地活性化基本計画」（平成 23 年７月改定）に位置付けられ

ている。 

さらに、松山市は、建替えに当たって、病院前面道路の市道拡幅工事を実施して、病

院利用者の利便向上を図るなど、病院事業地域の協力・支援体制が得られている。 
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１３ 地域振興計画の期待される効果 

（１）県民医療の確保 

    県立中央病院の基本理念は、「県民の安心の拠り所となる病院であること」であり、

この理念の実現に向け、 

   ○ 基幹病院として、高度先進医療とともに、安心できる標準的で良質な医療     

を安定的に提供すること。 

   ○ 患者の視点に立った、信頼と満足の得られる安全な医療体制を確立するこ     

と。 

   ○ 医師研修及び地域医療機関との連携・支援を通じ、愛媛県の医療水準の向     

上に貢献すること。 

   ○ 健全な経営基盤を確保し、社会・医療システムの変革に柔軟に対応して運     

営すること。 

   の 4 点を基本方針に掲げて、地域の基幹病院として、高度で良質な医療を安定的に

供給することにより、県民医療の確保を図ることができる。 

 

    ※事業の成果指標と目標値      

 現状値（平成 22 年度） 目標値（建替え後） 

入院患者の平均在院日数 14.77 日 14.00 日 

病床の利用率 90.6％ 90～95％ 

1 日当たりの外来患者数 1627.9 人／日 1,700 人／日 

 

（２）災害時医療の機能強化 

    県立中央病院は、県下で唯一の「災害基幹拠点病院」、また、「二次被ばく医    

療機関」の指定を受けており、災害発生時の医療の確保に重要な役割を担ってい    

る。 

    このため、新しい本院建物は、 

○ 大規模地震発生時にも診療機能が維持できるよう県有施設で初めて免震構造

の採用 

    ○ 災害発生時に多数の患者を受け入れるための、待合ホールや講堂等への医     

療用ガス配管の設置 

    ○ 救急患者を受け入れるための屋上ヘリポートの整備 

    ○ 緊急用水源としての深井戸の掘削 

    などの対策を講じることとしており、災害時医療の機能を充実することができる。 

 

（３）経営健全化の確保 

    ＰＦＩ手法を採用することにより、サービスの向上及びコスト削減が期待できる。 
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 （４）交流人口の拡大 

松山市の「中心市街地活性化基本計画」において、本事業は中心市街地における

交流人口の拡大の効果が期待されている。 

 

 （５）医療・福祉関連産業の振興 

「愛媛県新事業活動促進環境整備構想」（平成 17 年 6 月策定）において医療・福祉 

関連産業を新事業活動促進の重点分野としており、高度医療施設の整備は、大学や 

産業界との連携による研究開発機能の強化などを通じて医療・福祉関連産業の振興 

に資するものと期待される。 

 

 （６）地域経済への波及効果 

    調達関連業務、運営業務など様々なサービスの提供に伴い、雇用機会の創出や新

たな事業機会が発生することから、地元企業の育成や地域経済の振興に配慮するこ

とをＰＦＩ事業者に求めており、地域経済への波及効果も期待される。 

 

 


