
（1）患者の療養環境に配慮した施設整備

・ プライバシーに配慮した外来と病棟

・ わかりやすく移動しやすい動線

（2）最上地域唯一の基幹病院としての機能を備えた施設整備

・ 救急医療の向上に資する地域救命救急センターの整備

・ 災害拠点病院としての機能を維持できる構造及び設備計画

・ 地上ヘリポートの整備

（3）地域特性に適応した施設整備

・ 積雪に配慮した配置及び建築計画

・ 県産材及び県産技術の活用

（４）職員の働きがい・職場環境に配慮した施設整備

・ 院内保育所の整備

・ 連携が必要な部門の近接配置による動線の短縮化等、働きやすい平面計画

（5）開院後の健全経営を見据えた施設整備

・ イニシャルコスト及び保全・改修費用を含むランニングコストの抑制に配慮した計画

・ 将来の変化に対応できる配置及び建築計画

重点を置く診療分野、主要な診療機能

① 救急医療

地域救命救急センターの設置 （ＩＣＵ６床、一般病床４床 計１０床 ）

② がん医療（地域がん診療連携拠点病院としての機能強化）

③ 心疾患・脳血管疾患 （高齢化に伴い患者数の増加が見込まれる疾患への対応強化）

④ 小児・周産期医療 （最上地域唯一の分娩取扱い医療機能の維持）

⑤ 総合診療 （総合診療科の増設、専門医の育成による診療機能の充実）

⑥ 災害医療等 （災害拠点病院としての機能強化）

改築整備 実施設計概要
R３．２ 山形県病院事業局

２ 新病院の診療機能

４ 整備方針

■正面外観イメージ

■正面車寄せイメージ ■総合受付イメージ

施設の場所 山形県新庄市金沢字中関屋地内

敷地面積 55,582㎡

構造・規模

［病院棟］ 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造（免震構造）

地下1階、地上6階建 延床面積25,818㎡

［ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟］ 鉄骨造

地下１階、地上２階建 延床面積 1,073㎡

その他

院内保育所、車庫、駐輪場、倉庫等

平面駐車場 約850台

（うち身体障がい者等用駐車場（屋根付）20台）

地上ヘリポート

（1/4）

「仁」、「愛」、「和」の心をもって、地域住民に信頼と安心を与える医療を提供し、
最上二次保健医療圏唯一の中核病院としての使命を果たします。

１ 新病院の理念

診療科

（予定）

［現病院：1９科］

内科/脳神経内科/消化器内科/循環器内科/呼吸器内科/血液内科/小

児科/外科/乳腺外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/皮膚科/泌尿

器科/産婦人科/眼科/耳鼻咽喉科/放射線科/麻酔科

［新設予定:８科］

緩和ケア内科/腫瘍内科/精神科・心療内科/歯科/救急科/リハビリテー

ション科/腎臓・内分泌内科/総合診療科 (院内標榜)

病床数
325床（地域救命救急センター１０、地域包括ケア病棟50、一般病棟

26５（うち感染症病床４））

３ 整備概要
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５ 配置計画

（１） 浸水対策

・ 想定最大規模の水害の発生に備え、最大浸水高さよりも

構内の舗装面が高くなるよう、敷地全体を平均約２ｍ盛土し

ます。

（２） 建物配置

・ 敷地中央に病院棟を配置し、病院棟南側に主出入口及び

ロータリーを設置します。

・ エネルギーセンター棟は病院棟北側に配置し、地下共同溝

で病院棟と接続します。

（３） アクセス

・ 敷地への入口は、南側県道に設け、般車及び救急車は中央

の進入路、サービス用及び職員の車両は、西側のサービス用

進入路とし、車両動線を明確に分離します。

また、救急車については緊急用に東側国道からサブ進入路を

確保します。

・ ロータリーの車寄せには、病院棟1 階から繋がる大きな庇

がかかり、雨や雪に濡れず車両の乗降ができる計画とします。

・ 車寄せは、一般車・タクシー、福祉送迎バス、路線バスが

寄付き出来るよう十分な長さを確保します。

（４） 地上へリポート

・ 敷地東側に1 階救急部門と連係する地上ヘリポートを配置

します。

・ ヘリコプター離着陸時に発生する吹き下ろし風による、小石

等の飛散から被害を防ぐため、ヘリポート中心から半径40m

以内には、建物や駐車場を配置しない計画とします。

・ ヘリコプターが離着陸する際の制限表面が建築物等と干渉

しないよう、配置や角度を計画します。

（５） 駐車場

・ 来院者用、職員用合わせて駐車台数約８５０台を確保すると

ともに、障がい者等用駐車場を屋根付きで整備します。

(6) 積雪対策

・ 敷地入口の各スロープ及びヘリポートには無散水消雪設備

を設置します。

・ 構内は、除雪車による除雪作業を考慮し、段差のない舗装

計画とします。

・ 敷地内の各所に冬季除雪のための雪溜スペースを設けます。

（7） 敷地内薬局

・ 患者の利便性向上のため、敷地内薬局を設置するための

スペースを確保します。

（８） 院内保育所

・ 院内保育所を、病院棟の職員出入口近くに整備します。

■付近見取図 ■敷地鳥瞰イメージ

配置計画図

R３．２ 山形県病院事業局

至 山形

至 秋田
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６ 平面計画

１階 外来・救急・画像

・見通しの良いエントランスホールに面して、総合受付や総合患者サポートセンター（仮

称）等の各種窓口、患者図書室・カフェを集約配置します。

・外来はワンフロアでまとめ、外来ストリートを軸とした視認性の良い配置とします。

・地域救命救急センター（処置・診察）と放射線診断を隣接配置し、迅速に診断が可能な計

画とします。

2階 手術・ICU・専門診療・供給

・中央材料、薬剤、栄養等の供給部門を2 階に集約し、サービス専用EV により1 階

サービスヤードから物品を搬入・搬出します。

・手術と地域救命救急センター(ICU) を隣接させることで、迅速で効率的な運用が

図れる計画とします。

・化学療法、人工透析、リハビリテーションは、外来エレベーターからアクセスしやすい

2階東側に集約して配置します。

■エントランスホール ■外来ストリート ■患者図書室・カフェ ■救急待合 ■総合患者支援センター（仮称）

１階平面図 ２階平面図

（イメージパース）

R３．２ 山形県病院事業局
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６階平面図

３階平面図

４階平面図

５階平面図

4階 病棟（産婦人科、小児科、整形外科、泌尿器科）

７ 事業スケジュール

３階 管理部門・病棟（地域包括ケア、緩和ケア） ５階 病棟（循環器内科、消化器内科、形成外科）、人間ドック

６階 病棟（脳神経外科、外科、呼吸器内科、耳鼻咽喉科、感染）

■個室■４床室

・西側に管理部門、東側に

地域包括ケア病棟（５０床

（うち緩和ケア病床４床）の

病棟構成とします。

・地域包括ケア病棟のデイ

ラウンジに隣接して、病棟

のリハビリスペースを配置

します。

・西病棟38床、東病棟41

床の計79床を計画します。

・分娩、LDR、新生児室等

を患者・スタッフ双方の動

線等に配慮し、スタッフス

テーション(SS) に隣接し

た位置に集約配置します。

・西病棟45床、東病棟47

床の計92床を計画します。

・感染症病床は6 階北東部

端に４床配置し、一般病床

から区画して個別に管理

ができる計画とします。

・西病棟46床、東病棟48

床の計94床を計画します。

・人間ドック個室2床を配

置します。

・クリーンルーム（無菌室）

仕様の病室を１室計画しま

す。

事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

病院本体建設工事
造成(第一期)

工事
開院
準備

・ 病院本体の建設工事は、令和5年秋の開院を目指し、令和2年度に

着工し、令和４年度末まで工事を行う予定です。

・ 令和３年度以降は、病院本体の建設工事と並行して、造成（第二期）

工事、院内保育所等付属棟の工事を行います。

・ 造成工事完了後、外構工事を進める予定です。 開院

病棟・病室計画

（病棟） ・ ワンフロア２病棟を基本に構成し、搬送エレベータホールからの搬送動線を確保します。

・ 看護のしやすさと動線短縮に配慮し、スタッフステーションを病室が取り囲む計画とします。

(病室） ・ 病室は、個室及び４床室とし、各病室に洗面台とトイレを設けます（重症室等を除く）。

・ 車いす等での移動がスムーズにできるよう、ベッドサイドのスペースを確保します。

・ 窓を大きく取り、自然光を十分に採り入れる計画とします。また、窓の腰の高さを低くし、

患者がベッドに横になったまま外を見ることができる計画とします。

R３．２ 山形県病院事業局

人間ドック（２床）

感染症病床（４床）

造成（第二期）工事 ・ 保育所等建設工事 ・ 外構工事

ﾘﾊﾋﾞﾘ

ｽﾍﾟｰｽ

担当：山形県病院事業局県立病院課 TEL０２３（６３０）２４３２ ※計画の内容は、令和３年２月時点のものであり、今後変更となる場合があります。


