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資料３

県立宮崎病院再整備の進捗状況について

１ 経緯

(1) 県立宮崎病院は、改築後33年が経過し、施設の老朽化・狭隘化が進んでいること

や、災害対策の強化、診療機能の向上など様々な課題を改善するため、早急な再整

備が不可欠な状況

(2) 平成24年度から検討を重ね、平成27年3月に全面改築を行うこととした「県立宮崎

病院再整備基本構想」を策定

(3) 平成27年10月、公募型プロポーザル方式により基本設計業者を選定し、基本設計

を開始

(4) 平成28年1月に階構成・ゾーニングを、4月にブロックプランを決定後、8月まで各

部門ごとの詳細ヒアリングを実施し、現在、基本設計を取りまとめ中

２ 基本設計業務の状況

(1) 契約の相手方

日建・コラム設計業務共同企業体

(2) 履行期間

平成27年10月16日から平成28年９月30日まで

(3) 進捗状況

① ステップ１ 与条件整理、階構成・ゾーニングを決定（H27.10～H28.1） 終了

② ステップ２ 部門ごとのブロックプランを決定（H28.1～H28.4) 終了

③ ステップ３ ヒアリングを行い平面計画、設備仕様を決定（H28.4～H28.8）終了

④ ステップ４ 基本設計取りまとめ、設計成果物作成（H28.8～H28.9)

（4) 検討体制

① 建設委員会

整備内容全般に係る検討及び最終決定を行う。現在まで６回開催。

② 部門別検討作業部会

各部門の整備方針を大枠で検討し、建設委員会を補佐する。現在まで合同部会

６回、個別ワーキング２０回程度実施。

③ 部門ヒアリング

各部門ごとに、諸室の間取りや必要設備の詳細なヒアリングを実施し、整備内

容を固める。現在まで１５０回程度実施。
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④ その他

・ 医療機器ヒアリング３０回程度実施

・ 院内全体説明会２回実施、医局説明会１回実施

・ 広報誌「建設新聞」６回発行

３ 新病院の概要

(1) 階構成、面積（H28.8.5時点）

・新病院 ＜現病院＞

階数 階構成 面積(㎡) 階構成 面積(㎡)

塔屋階 ヘリポート用ＥＶ室 40

８階 機械室､電気室 1,420

７階 病棟４単位 5,470 塔屋階､

６階 病棟３単位､ﾘﾊﾋﾞ､透析 5,460 地階～１０階 40,378

５階 病棟３単位､周産期ｾﾝﾀｰ 5,470

４階 手術､ ICU ､中材､病理､更衣等 6,610 ※精神医療ｾﾝﾀｰ含まず

３階 精神医療ｾﾝﾀｰ､管理､物流､栄養等 7,210

２階 外来､医事､薬剤､検査等 7,630

１階 救急､放射線､内視鏡､霊安､売店等 7,850

小計（病院機能のみ） 47,160 現病院計 40,378

１階 車庫 930

合計（建築基準法上延べ面積） 48,090

・既存精神医療センター

階数 階構成 面積(㎡) 階構成 面積(㎡)

２階 第1種感染病床､教育研修､研修医宿舎 1,981 精神医療ｾﾝﾀｰ 1,981

１階 図書室､院内保育､ｶﾙﾃ庫等 1,404 1,404

改修後精神医療センター計 3,385 現精神医療ｾﾝﾀｰ計 3,385

・既存付属棟

階数 階構成 面積(㎡) 階構成 面積(㎡)

塔屋階､ 宮崎市夜間急病ｾﾝﾀｰ､ 宮崎市夜間急病ｾﾝﾀｰ､

1～3階 委託職員休憩室等 1,632 委託職員休憩室等 1,849

改修後付属棟計 1,632 現付属棟計 1,849
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(2) 主な医療機能

項 目 新病院 現病院 差 備考

診療科目数 ２２科 ２２科 ±０

病床数 ５１０床 ５３５床 ▲２５ 稼働病床ﾍﾞｰｽ

一般病床 ４６７床 ４８７床 ▲２０

救急病棟 ３０床 ２３床 ＋７ 総合診療科10床と併設

ＩＣＵ １４床 ６床 ＋８

ＮＩＣＵ／ＧＣＵ １５床 １２床 ＋３

その他一般病床 ４０８床 ４４６床 ▲３８

感染症病床 ８床 ７床 ＋１ 現病院は1種感染病床を稼働

第１種感染症病床 ２床 １床 ＋１ 病床にｶｳﾝﾄしない

第２種感染症病床 ６床 ６床 ±０

精神病床 ３５床 ４２床 ▲７

手術室 １０室 ７室 ＋３

外来診察室 ８７室 ７２室 ＋１５

救命救急センター初療室 ６室 ３室 ＋３

外来化学療法センターベッド数 ２０ﾍﾞｯﾄﾞ １５ﾍﾞｯﾄﾞ ＋５

陣痛／分娩室 陣痛 ０室 陣痛 ３室 ▲３ LDR：陣痛、分娩、回復を

分娩 １室 分娩 ３室 ▲２ 移動なく行える個室

LDR ６室 LDR０室 ＋６

透析ベッド数 １０ﾍﾞｯﾄﾞ ８ﾍﾞｯﾄﾞ ＋２

ヘリポート 有り なし

エレベータ １４基 ９基 ＋５

駐車場（想定） 外来 400台 外来391台 現病院は外部駐車場を含む

立駐 300台 職員212台

(3) 防災機能、災害対策

・ 耐震性能 構造体Ⅰ類（建築基準法で定める耐震性能の1.5倍）

・ 構造形式 免震構造

・ 浸水対策 １階フロアのレベルを現状地盤から１．５ｍ程度かさ上げ

・ インフラ途絶時の対応 ３日程度自立対応可能な燃料、災害用備蓄品等を確保

（水は地下水浄水システムを使用、下水は２週間程度の貯留槽を設置予定）

・ 発災時対応 被災者受け入れスペースや医療ガス配管等を院内各所に想定

ＤＭＡＴ調整本部等の開設を考慮
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４ 再整備全体のスケジュール

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度

基本設計

実施設計

建築工事

竣工・移転 ☆ 開院

解体･改修･外構


