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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  

【市立八幡浜総合病院整備及び高度医療機器整備の必要性】 

市立八幡浜総合病院は昭和３年の創設以来８０有余年にわたり、八西地域の中核病院と

して唯一高度な医療機器を備え、通常医療及び救急医療における二次医療を提供し、市民

や周辺市町の住民の医療に対する安心安全を保障してきた。 

また、災害拠点病院、初期被ばく医療機関として災害時の医療や感染症治療等の政策的

な医療機能も全面的に担うなど、市民の高度で幅広い医療ニーズに対応できる医療機関と

しての機能と役割を担っている。 

しかしながら、現在の施設の中には建築後５０年以上経過している建物があり、現行の第 1

病棟（S53 年建設）、第 2 病棟（S39 年建設）、外来診療棟（S35 年建設）は、新耐震基準（S56

年）以前に建設されている。特に第 2 病棟については、平成 24 年 3 月に耐震診断を実施した

ところ、未耐震（Is 値 0.13）であると判定され、第１病棟、外来診療棟についても、耐震診断

は実施していないものの、第 2 病棟の耐震診断結果から耐震性を満たしていないと考えられる

状況であり、地震等の災害発生時に拠点病院としての役割を果たせないおそれがある。また、

継足しによる増設のため機能的でなく、最新の医療機器の効率的な配備による高度な先進医療

サービスの提供が難しく、また、業務連携に支障をきたす場面が見られ、老朽化や狭隘化によ

る医療環境の低下も感じられるようになっており、市民からの施設整備、医療体制の充実への

期待、要望も大きなものがある。 

このような状況のなか、自治体病院の使命である「市民の生命と健康を守る責務」を永

続的に果たすために、市立八幡浜総合病院の改築に併せて高度先進医療機器を中心に整備

することにより、救急医療体制や災害拠点病院としての機能等をさらに充実させ、原子力

発電施設周辺地域住民の医療の確保を図る。 

 
【改築の全体計画】 (参考) 
（１）改築事業の概要 

事業名 市立八幡浜総合病院改築事業 

公共施設の種類 病院施設及びその付帯施設 

建設地 愛媛県八幡浜市大平１番耕地６３８番地（現在地） 

敷地面積 １７，８１５㎡ 

事業期間 平成２４～２８年度（医療機器整備は平成２６年度～２８年度） 

事業費 約６６億円 

病床数 ２５６床（感染症病床２床を含む） 

診療科 １７診療科 

建物概要 

病院本体 免震構造６階建て 延床面積１７，２８３㎡ 

     １階 外来、リハビリ、健診、給食、救急等 

     ２階 外来、放射線、検査、薬局等 

     ３階 ＨＣＵ病床、一般病床、手術室等 

     ４・５階 一般病床(１フロア２看護単位) 

     ６階 診療情報管理、機械室、倉庫 

     ＰＨ階 ヘリポート 

別  館 耐震構造２階建て 延床面積９４５㎡ 

１階 放射線被ばく除染施設、急患センター 

２階 会議室、託児所 
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○配置図（建替後） 

 

 

○外観パース（完成予想図） 
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（２）事業の実施方法 

 

〔病院改築事業に併せた各種医療機器整備の時期〕 

病院改築の工期は平成 24 年 9 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までとしており、

既に救急部門・放射線画像診断部門・検査部門・手術部門等の主要診療機能を有

しているⅠ期新築工事（北側 6 階建部分）は、平成 27 年 5 月に完成し、供用を

開始した。 

Ⅱ期新築工事（南側 3 階建部分・別館）は、HCU（高度治療室）を含む病棟部

門・透析部門・外来部門のほか、別館として放射線被ばく除染施設があり、これ

らの施設は平成 28 年 9 月 25 日に供用を開始した。 

このことから、それぞれの施設の供用開始にあわせて、平成 26 年度と平成 28

年度に原子力発電施設立地地域共生交付金を活用し、高度先進医療機器の整備を

行う。 

また、同様に核燃料サイクル交付金を活用し、初期被ばく医療を含む救命救急

医療関連の医療機器を整備する。 

  なお、交付金等を充当しない「その他の医療機器類」についても、工事の進捗

にあわせて随時整備していくものとする。 

 

‐改築に併せて整備する医療機器（共生交付金対象事業について）‐ 

 

高度先進医療機器を中心に整備することにより、高度先進医療サービス体制の

充実を図り、原子力発電施設立地地域及び隣接地域における中核病院としての役

割を果たす。 

 

（３）事業の効果 

・ 高度先進医療機器を整備することにより、地域住民に対して高度で良質な医

療サービスの提供が可能となり、安心で質の高い生活の維持確保につながるこ

とはもちろん、原子力発電施設立地地域及び隣接地域住民の心理的不安の解消

の一助となることも見込まれる。  

・ 将来に亘って地域医療を支える病院の機器整備を行うことにより、原子力発

電施設立地地域及び隣接地域の住民の安心・安全に寄与し、定住を支える効果

が見込まれる。 

 

２ 各事業の実施主体 

  八幡浜市 
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３ 各事業の全体規模及び年度別実施スケジュール 

実施事業 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

      

      

  

平成２４年度  旧看護学校解体、別館着工 

平成２５年度  第２病棟解体、Ⅰ期新築工事着工（北側６階建部分） 

 平成２６年度  Ⅰ期新築工事 

 平成２７年度  第１病棟解体、Ⅱ期新築工事着工（南側３階建部分・別館） 

 平成２８年度  Ⅱ期新築工事、外来診療棟解体、外構工事 
 

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                                

市立八幡浜総合病院医療機器整備事業のうち、中でも高度な先進医療サービス

が可能となる高度先進医療機器類の整備に交付金を充当する。 

 

（単位：千円） 

 

 
H24 

年度 

H25 

年度 

H26 

年度 

H27 

年度 

H28 

年度 
合計 

事業費 

（医療機器類整備） 
  1,199,946  365,689 1,565,635 

共生交付金   408,510  11,490 420,000 

全体工事（平成２４～２８年度） 

市立八幡浜総合病院 

改築事業 

医療機器整備予定年度 

（交付金対象） 
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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 

   医療機器整備については本交付金のほか、初期被ばく医療を含む救急救命医

療関連の医療機器整備において「核燃料サイクル交付金」を活用する予定であ

る。 

（単位：千円） 

 

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 

八幡浜市   

 

 （２）施設等の維持・運営方法 

「病院の基本理念・基本方針」のもと、維持・運営事業を直接実施する。 

基本理念 

・ 医療の質の向上 

・ 医療サービスの向上 

・ 経営の効率化 

 

   基本方針 

・ 安全で最適な医療を提供すべく、医の倫理に基づき、日々自己研鑽に努

めます。 

・ 患者一人ひとりが安心して良質の医療サービスを受けられるよう、患者

の立場で考え、行動すべく努力します。 

・ 患者の人格、人権を尊重した医療の提供に努めます。 

・ 患者が医療に関し自己決定できるよう充分な情報提供に努めます。 

 
H24 

年度 

H25 

年度 

H26 

年度 

H27 

年度 

H28 

年度 
合計 

事業費 

（医療機器類整備） 
  1,199,946  365,689 1,565,635 

（財源内訳） 

共生交付金   408,510  11,490 420,000 

核燃料サイクル

交付金(基金処分) 
  423,662  237,051 660,713 

起債等   367,774  117,148 484,922 
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・ 基幹病院として永続的に使命を担えるよう、効率よい病院運営に向けて

努力します。 

 

（３）自治体の負担額 

   医療機器の整備に関しては、核燃料サイクル交付金、原子力発電施設立地地

域共生交付金、病院事業債や過疎債等を活用する。 

事業完了後の病院経営に関しては、自助努力による独立採算を目指すことを

基本に、さらには伊方町ほか周辺自治体による経営の広域化も視野に検討し、

経営の健全化に努める。 

また、自治体病院の使命として地域医療を支えていく必要があることから、

一般会計からの財政支援についても、必要に応じ適正に行っていく。 

 

（４）その他 (市立八幡浜総合病院の経営改善の状況) 

   平成 20、21 年度の経営悪化に伴い、経営効率化に向けた目標を掲げ、様々な

取組(経費削減・抑制対策、医師や看護師の確保と職員適正配置など)を行い、

病院改革に努めた結果、平成 22 年度は、事業収益 4,577,850 千円に対し、事業

費用 4,398,402 千円で収支差引 179,448 千円、平成 23 年度は、事業収益

4,528,544 千円に対し、事業費用 4,128,029 千円で収支差引 400,515 千円とな

り、2 年連続の黒字決算に繋がったところである。 

これらの取組は、八幡浜市が設置した外部評価組織である「市立八幡浜総合

病院経営評価委員会」においても高い評価を得たところであるが、経営改善の

根幹である医師確保は、依然として厳しい状況にあるため、今後も医師確保に

努めながら更なる経営改善を行い、患者の立場に立った病院づくりに努めるこ

ととしている。 

 

７ 地域振興計画に掲げる事業が原子力発電施設の長期的な運転の円

滑化に資する理由 

本事業は、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」

を求める地域住民の願いに直接的に応え、将来に亘って多くの住民が利益を享

受できるものである。 

   原子力発電施設の隣接市である八幡浜市において、「安心・安全」をテーマ

に地域振興計画を作成し、事業を実施することは、安心して暮らせる地域社会

の実現に大きく寄与するものである。 

   さらに、「住民の安心・安全」及び「自治体財政運営」に寄与するために、

共生交付金が活用されることは、原子力発電施設の長期運転に関する住民の理

解を促進し、その長期的な運転の円滑化に資することになる。 
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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 

 
「八幡浜市総合計画」より（平成 28 年 3 月策定） 
 

基本計画 

第１章健康・福祉主要課題⑤医療体制の充実より 

 

「八西地域で唯一高度な先進医療機器を備えた中核病院として、今後も救急

医療、急性期医療の充実を図ります」 
 

 

  以上の「八幡浜市総合計画」への記載からも明らかであるように、八幡浜市の

長期的な重要施策として位置づけられている。 

 

９ 他の類似事業との比較 

   

高度先進医療機器の選定にあたっては、最新の医療情勢や患者ニーズを踏まえ、

新規開発機器と既存機器の比較検討を行うなど、将来性及び費用対効果の観点か

ら十分な検討を行う。 

また、事業の実施にあたっては、地方自治法、地方自治法施行令及び八幡浜市

契約規則等に基づき、競争入札等により適正に実施する。 

 

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 

 

・ 老朽化した市立八幡浜総合病院の施設整備は八幡浜市の懸案となっている。 

・ 前述の八幡浜市総合計画策定の際の市民アンケートにおいて、個人として市に望

むことをたずねたところ「医療の充実（医師確保、診療体制、救急等）」が第一

位（第二位の項目の約 2.6 倍の件数）に挙げられている。 

・ 市内女性団体主催による「地域医療を考えるフォーラム」が平成 21 年 9 月 6 日

に開催され（５００人参加）、市立八幡浜総合病院の早期改築や診療機能の充実・

強化、更には医師不足の速やかな解消などの意見が出されるなど、地域医療に対

しての住民の関心、危機感は高く、また行政に対する期待も大きい。 

 

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 

 

「八幡浜市総合計画」「市立八幡浜総合病院整備検討委員会報告書」「入札結
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果並びに審査講評」「新病院の概要」については、広報誌やホームページ等で公

表している。 

 また、事業の着工にあわせ、市民の代表である市議会への説明を行うとともに、

適宜、事業の進捗状況を積極的に広報し、事業の透明性を高めていくこととして

いる。 

 

１２ 地方自治体及び事業地域の住民の協力・支援体制 

 

地域の医療サービス向上に資する市の事業であり、八幡浜市民から病院改築を

要望する声も多く、協力・支援体制は得られている。 

  また、愛媛県や八幡浜・大洲医療圏域の市町で構成された医療対策協議会にお

いても、市立八幡浜総合病院改築事業については「地域医療再生計画」に盛り込

まれており、周辺地方自治体の協力・支援体制も得られている。 

 

１３ 地域振興計画の期待される効果 

 

・医療サービスの向上により、住民の安心・安全を高める効果が期待される。   

 ・八幡浜市の拠点性を高めるとともに、交流人口の維持・拡大に伴う市街地活性

化の効果が見込まれる。 


