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１ 病院を取り巻く状況と増築・改修工事の趣旨 

長野市民病院は、１９９５年（平成７年）の開設以来、地域の中核病院として、地域の医

療機関等との機能分担や連携を図りながら、がん診療をはじめ、心疾患・脳血管疾患・糖尿

病などの生活習慣病の診療を中心とした高度専門医療の提供や、長野医療圏北部基幹病院と

して初期救急はもとより、入院治療が必要な重症者にも対応した救急医療の充実に努めてき

ました。 

本館部分は開設以来２５年が経過し、経年使用による各所の老朽化や医療技術や施設基準

の改変等による諸室の狭隘化（病棟・手術室・診察室等）への対応や施設の長寿命化を目指

した対策（改善・修繕）が必要となっています。 

また、長野市民病院を取り巻く医療需要や医療環境は、人口減少、少子・超高齢社会の到

来により、今後１０年から２０年でさらに大きく変化して行くことが想定されます。地域医

療構想、新公立病院改革プラン、診療報酬改定などと整合しながら、医療需要や医療環境の

変化に適切に対応し、更なる医療提供体制の充実と安定した経営基盤の確立を図ることは、

長野市民病院が高度で良質な医療を将来にわたって提供していくうえで大変重要です。 

こうした状況を踏まえ、高度急性期医療の充実及び地域医療機関等との機能分担と連携強

化を図り、長野医療圏、ひいては広く北信地域全体に貢献できるこれからの時代にふさわし

い公立病院としての使命と責任を果たすとともに、市民の健康維持・増進及び市民の福祉の

向上に資する市民のための病院となることを目指し、増築・改修を実施するものです。 

 

２ 理  念 

私たち職員は、患者・市民の皆さまと手を携え、地域に開かれた病院としての医療を実践

します。 

 １ 命のいとおしさを大切に、人間味あふれる医療を提供します。 

 ２ 医療水準の向上に努め、高度で良質、安全な医療を提供します。 

 ３ 個人の人権と意志を尊重し、情報の開示、説明と同意を基本とする医療を提供します。 

 ４ 地域の保健、医療、福祉機関等との機能分担に配慮し、円滑な連携を図ります。 

 

３ ミッション 

  ミッション：「医療を通して市民・地域社会に貢献する」 

 ５つの基本方針： 

１ がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の４疾病をはじめとする生活習慣病を主体と

した急性期高度医療を提供する。 

  ２ ２４時間、３６５日、市民が安心して暮らせるための救急医療を提供する。 

  ３ 地域の関係機関と機能分担と連携を図り、地域全体として最適な医療を提供する。 

  ４ 地域の医療関係者の生涯学習の場としての役割を果たす。 

  ５ 地域住民に対し公衆衛生に関する啓発を行い、住民の健康の保持と増進に寄与する。 
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４ 沿  革 

平成  ７年  長野市民病院建設工事竣工（１月） 

６診療科・１５０床で開院（６月１日） 

※ 建設財源 積立基金１１１億円、国庫補助２億円、起債１００億円 

平成１２年  外来・手術部門等 増改築工事竣工（３月） 

平成１５年  ２１診療科（１月） 

ＣＴ・ＭＲ棟等 増改築工事竣工（３月） 

「（財）日本医療機能評価機構」病院機能評価Ver.4.0 認定（１０月） 

臨床研修病院指定（１０月） 

平成１８年  財団法人長野市保健医療公社が長野市民病院の指定管理者となる（４月） 

平成１９年  地域がん診療連携拠点病院指定（１月） 

平成２０年  ヘリポート開設（１月） 

１００床増床等 増改築工事竣工（２月） 

２２診療科・４００床（４月） 

救急センター開設（４月） 

長野市民病院・医師会急病センター開設（４月） 

平成２５年  ＲＡＬＳ棟及び手術室 増改築工事竣工（２月） 

長野市保健医療公社が公益財団法人へ移行する（４月） 

平成２６年  長野市民病院の地方独立行政法人への移行方針決定（１０月） 

平成２７年 「地方独立行政法人長野市民病院定款」議決（３月） 

「地方独立行政法人長野市民病院評価委員会条例」制定（３月） 

平成２８年  公益財団法人長野市保健医療公社を解散し、地方独立行政法人長野市民 

病院を設立（４月） 

平成２９年  ３１診療科（１月）・３３診療科（４月） 

救急ワークステーション試行運用開始（９月） 

 平成３１年  ３４診療科（４月） 

 令和 元年  ３５診療科（６月） 

救急ワークステーション本格運用開始（９月） 

 

５ 指標実績等 

 指  標 
平成 28年度 

実 績 

平成 29年度 

実 績 

平成 30年度 

実 績 

救急車搬送受入件数 （件） 4,253  4,281  4,504   

がん新入院患者数 （人） 3,224  3,042  3,139   

入院患者総合満足度 （％） 95.1  90.6  91.1   

外来患者総合満足度 （％） 84.4  75.4  77.7   

紹介率 （％） 75.8  78.9  77.1   

逆紹介率 （％） 64.0  82.5  88.8   
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訪問看護訪問件数 （件） 5,675  5,922  6,237   

クリニカルパス適用率 （％） 37.6  41.2  44.0   

病院機能評価の 

Ｓ及びＡ評価の比率（％） 
（％）    ―      ―   80.9   

新入院患者数 （人） 10,782  10,991  11,250   

病床稼働率（関連指標） （％） 90.3       93.4    95.5    

平均在院日数 

（うち地域包括ケア病棟を除く日数） 
（日） 

11.2  

（10.3） 

11.4  

(10.2)  

11.4   

（10.2） 

後発医薬品採用率（数量ベース） （％） 82.9   87.4  89.7   

経常収支比率 （％） 102.7   101.7   101.6   

医業収支比率 （％） 91.8   91.7   93.3   

当期純損益 （万円） 36,578  24,767  20,601 

 

６ 現状と課題 

（１）施設面 

○平成 ７年開設時    ６診療科１５０床 職員数１８３名 

       ↓         ↓ （医療需要の変化に併せ機能強化・充実） 

○平成３０年４月現在 ３３診療科４００床 職員数９６５名 

⇒ 施設の老朽化・狭隘化（病棟・手術室・診察室・執務室等） 

⇒ 施設基準不適合 

⇒ 市民要望の高い人間ドック・透析患者受入れ困難 等 

 

（２）医療情勢の変化 

   ○少子・高齢化が進展し、求められる医療が変化 

     ⇒ 将来的に不足する回復期病床の確保 

     ⇒ 在宅医療など患者の退院後の受け皿の充実 

     ⇒ 在宅医療を担う医師や医療機関の負担軽減 

 

（参考資料１）長野区域内に住所を有する入院患者数の推移の見込 

２０１３（Ｈ２５）年を１とした場合の変化率（長野構想区域） 
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（参考資料２）２０２５年度の病床数の必要量の推計（長野構想区域） 

 

＊長野構想区域は長野医療圏と同義  出典：長野県地域医療構想 

 

７ 工事概要 

 

○地域医療構想・長野市医療政策（ＹＯＢＯＵの推進）への対応改修 

  地域包括ケア病棟（４３床 → ５６床） 

  健診センター（３２人 → ４０～５０人／１日） 

 

○患者要望への対応改修 

  透析センター（１７床 → ２５床） 

  化学療法センター（２０床 →２５～ ３０床） 

 

○長寿命化に向けた改修 

  既存棟１階（救急ＷＳ・救急Ｃ・地域医療連携室・厨房・情報ラウンジ・外来等） 

  既存棟２階（臨床検査部門・手術センター等） 

  既存病棟（病室・説明室・家族控室・スタッフ控室等） 

  遡及工事（既存不適格のエレベーター・エントランスホール天井耐震工事） 

 

○職場環境の改善に向けた改修 

  執務・休憩・食事スペース等 
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（鳥瞰図） 

 

＊第二期工事（教育研修・防災棟増築、職員学生更衣室休憩室、既存棟の改修等）については実施時期未定 

   

① 地域包括ケア病棟【増築棟】 

■ 基本方針 

・地域包括ケア病棟の有効活用により、地域包括ケアシステムの構築に協力し、地域医療に貢献

する。 

・急性期治療経過後、在宅復帰等に向けた治療・看護・リハビリテーションなどを実施し、病院

支援を積極的に行う（ポストアキュート）。 

・かかりつけ医や、在宅、介護施設などからの緊急的な入院が必要な患者も受入れ、必要な医療

を提供する（サブアキュート）。 

■ 計画概要 

・プライバシーへの配慮、療養環境の快適性に留意するとともに、医療行為が支障なく実施でき

る病室を整備する。 

・スタッフステーションは、病棟全体に対して見通しの良い配置とし、患者、見舞者、来訪者な

どに対応しやすいレイアウトとする。 

・認知症対策等、不穏患者の見守りがしやすいレイアウトを考慮する。 

・清潔・不潔エリアを明確に分離し、器材置場は十分なスペースを確保する。 

・病床数 ４３床→５６床 
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「地域包括ケア病棟」の新棟への移転・拡充 

 

 

 

② 健診センター【増築棟】※一部既存流用 

■ 基本方針 

・人間ドックをはじめとした健診事業を通じ、糖尿病や高血圧などの生活習慣病、がんなど様々

な疾病の早期発見、早期治療に繋げる。 

・地域住民の生活の質（ＱＯＬ）向上、予防医療の充実を図る。 

■ 現状と課題 

・企業健診契約について２０％の削減を依頼している状態 △６００人／１年の改善を図る。 

・個人のキャンセル待ち最大 ５５０人の改善を図る。 

・次回の翌年予約日が一カ月遅延状態の改善を図る。 

 

■ 計画概要 

・事務スペースと受付は分離して設置。受付カウンターを広くし、同時に多数受付が可能とする。 

・更衣室・ラウンジを広めに確保し、椅子、パウダールーム、姿見などのアメニティを設置する。 

・診察（説明兼）、問診（指導兼）、エコーは各４～５名程度とする。他身体計測、血圧測定エ

リアを設置する。 

・経鼻内視鏡エリア２、採血スペース３、肺機能２室、眼底・眼圧２室、聴力１室、心電図２室

を確保する。 

・女性専用エリアを設置（マンモ・内診）はカーテンで仕切り、椅子を設置）する。 

・Ｘ線撮影室は２室体制とし、うち１室は女性専用としてマンモグラフィが出来るようにする。 

・スタッフ休憩室等を整備する。 

・内視鏡室エリアのレイアウトを検討、整備する。 

・内視鏡洗浄室・機材庫は拡張し、内視鏡センターとの共有化を図る。 

・人間ドック健診数 ３２人→４０人～５０人／１日 

 

休床休床休床休床

385床 15床15床15床15床

400床

2022年度

稼働
病床数

高度急性期・急性期機能 回復期機能回復期機能回復期機能回復期機能

地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア
病棟病棟病棟病棟

56床56床56床56床

7対1病棟・重症病棟

344床

2019年度

稼働
病床数

高度急性期・急性期機能

地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア
病棟病棟病棟病棟

43床43床43床43床

7対1病棟・重症病棟

342床

７対１病棟から地域包括ケア病棟へ一部病床を転換して56床と

するとともに、療養環境の整備を図り、地域医療構想に対応し、

当該病棟の位置付けを急性期機能から回復期機能へと変更する。
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③ 透析センター【増築棟】 

■ 基本方針 

・安全・安楽な透析治療が実施できるようにする。 

・患者が透析をしながら、社会生活に適応できるよう援助する。 

・患者、家族が透析医療に対する理解を深められるように支援する。 

■ 現状と課題 

・キャパシティ不足の為、毎年、血液透析新規導入患者（２０人前後）の３分の２が受入れられ

ない状況の改善を図る。 

・感染が疑われる患者用の隔離透析スペースが無い。 

・ベッドの間隔が狭く、プライバシーの確保に課題がある。 

 

■ 計画概要 

・個室を３室設ける、内１室は空気感染対策用として陰圧室とする。 

・ベッド間隔は、ベッド移動に支障のない寸法を確保する。 

・スタッフステーションは、全ベッドが見渡せる配置とする。 

・待合室、更衣室、車椅子・ストレッチャー置き場は必要な広さを確保する。 

・臭気対流を防止するため、換気対策に配慮した計画とする。 

・機械・物品管理エリアは患者導線と分離し、十分なスペースを確保する。 

・透析数 １７床→２５床 

 

④ 化学療法・がんセンター【改修】 

■ 基本方針 

・地域がん診療連携拠点病院として高度専門的ながん診療、がんセンターを中心としたチーム医

療による質の高い治療を提供し、がん診療の水準維持・向上に努める。 

・患者にとって最適な治療法を提供し、化学療法の一層の質向上を図る。 

・がん相談支援体制の充実を図り、院内外の患者・家族・就労に関する相談等に適切に対応する。 

 

■ 計画概要 

・診療相談室各１室、処置室、調整室、カンファレンスが実施可能なスペースを設ける。 

・がんセンターは、化学療法センターに近接もしくは動線的に配慮された位置に設置する。相談

室、勉強会など実施可能なスペース、設備を設ける。 

・緩和ケア内科などの診察エリアの配置も考慮する。 

・ベッド（チェアー）間隔については、感染対策上必要とされる距離（飛沫感染）を確保する。 

・患者急変時にも対応可能な個室（２～３室）を設ける。 

・地域医療機関との連携（緩和ケア病棟を持つ医療機関との連携を引き続き継続する。） 

・ベッド数 ２０床→２５～３０床 

・既存健診センター部への移転を前提としている。 
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⑤ 既存棟１階（管理・サービス部門）【改修】 

■ 基本方針 

・地域医療連携部門（入退院支援・紹介逆紹介）の整備により、患者支援体制を充実する。 

・レストラン、情報ラウンジ等の整備により、病院利用者の快適性・利便性の向上を図る。 

・業務拡大やスタッフの増加に伴う既存各部門の狭隘化、経年使用による設備の陳腐化などを解

消し、スタッフの業務効率化、作業環境の向上を図る。 

 

■ 計画概要 

・（地域医療連携室）既存紹介予約センター、医事課（カルテ庫含む）、喫茶等の改修。 

・事務室、説明室、相談室等の移転設置に伴い既存相談支援センターを解体する。 

・（レストラン）既存部改修により拡張する。職員と一般利用者利用スペースを明確にするため、

間仕切りを設ける。 

・（薬剤）夜間休日窓口、処方箋、FAX受付付近の環境を整備する。 

・（医事）既存カルテ庫移設後に事務スペースを確保する。 

・総合受付窓口周辺の改修を検討する。 

・（情報ラウンジ）既設の栄養指導室を移転しスペースを拡張し、待ち時間対策、飲食等多目的

スペースとして活用する。 

・（厨房）改修を検討する。 

 

⑥ 既存棟１階（外来診療部門）【改修】 

■ 基本方針 

・受付を含む外来診療部門の整備により、外来診療時における待ち時間の軽減など、患者の利便

性、快適性の向上を図る。 

・業務拡大に伴う既存各部門の狭隘化、経年使用による設備の陳腐化などを解消し、スタッフの

業務効率化、作業環境の向上を図る。 

 

■ 計画概要 

・（第一外来）ブロック受付方式の更なる効率化・業務集約化を検討。 

・旧受付の問診室・説明室等への転用を図る。 

・中央処置室は、採血スペースを分離し採血待ち患者の待合場所を確保する。 

・外来レイアウト見直しにより診察室を増室する。 

・救急ワークステーションを移転する。 

・生理検査室の部分拡張、既存診察室の内装、照明改修、待合椅子更新等の環境を整備する。 

・（救急ワークステーション、救急センター）現在の外来カンファレンス室に移転し拡張する。

一部は救急スタッフ用スペースとして活用する。既存救急センター内・蘇生コーナーの充実、

説明室の配置、待合室の改修等を実施する。 

・（第二外来）化学療法センター移転に伴う後利用については、外来診療科を移転し、診察室の

増設を図る。 

・現在の受付エリアは診療科の移転・増加を見込み、受付・事務スペースを拡張する。現在の待

合混雑と、改修後の待合患者の増加を見込み、待合いエリアの椅子を更新する。 
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⑦ 既存棟２階 【改修】 

■ 基本方針 

・患者、家族が利用するスペースの拡張、整備を実施し、利便性・快適性の向上を図る。 

・業務拡大やスタッフ増加に伴う既存各部門の狭隘化、設備の陳腐化などを改修するため、各所

スペース有効利用の検討や整備を実施し、業務効率化、作業環境の向上を図る。 

 

■ 計画概要 

・（透析室移転あと利用）家族控室の拡張・整備、臨床検査部門（細菌検査、倉庫、宿直室等）

の移設、栄養科・栄養指導室を移転・整備する。 

・（臨床検査室）病理・遺伝子検査部門を拡張し、輸血部門の改修等を実施する。 

・（手術センター）乗換室を増設する。器材置場の確保等内部改修による手術室の効率的運用を

図る。 

・医師会医師控室・救急ＷＳの後利用（当直室・説明室への転換）を検討する。 

 

⑧ 既存病棟 【改修】 

■ 基本方針 

・病室をはじめとする病棟諸室の整備により、快適な療養環境を提供し、患者の早期回復を支援

する。 

・既存各所の狭隘化や設備の陳腐化を解消するため、改修や施設の有効活用を検討し、患者の利

便性向上と合わせ、職員の業務効率化、職場環境の改善を図る。 

 

■ 計画概要 

・（一般病棟）既存地域包括ケア病棟を新棟に移転後、各階病棟の移転・改修を行う。 

・３西病棟のあと利用は、サテライトリハ室（歩行訓練、ベッド立ち上がり訓練等）、病棟管理

備品倉庫、会議室（カンファレンス・病棟会議）、ＳＣＵスタッフ控室の整備等に充てる。 

・本館各階ラウンジ、畳コーナーに説明室を設置する。 

・病室及び供用部の照明、壁クロス等を更新し、環境改善を図る。 

・廊下床材は医療安全・感染対策の観点から長尺シートへの張替を検討。病棟薬剤師の作業スペ

ースを確保する。 

・４階・５階の１６号、６６号室は、スタッフ控室とステーションの拡張に充てる。既存スタッ

フ控室は多目的スペースとして改修し、患者の食事、不穏患者の見守り等で利用する。 

・各病床数は適正数を検討し病棟ごとに調整する。本館４床室の狭隘対策は、家具、備品のスリ

ム化、内装改修等アメニティの向上を検討する。 

・（ＩＣＵ、ＨＣＵ・ＣＣＵ）車椅子対応可能トイレの設置、シャワー室の増設（説明室の移転

を伴うもの）等を検討する。 
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⑨ 遡及工事 

■ 基本方針 

・建築基準法で定められた大規模改修時等における既存不適格部分の遡及工事を実施する。 

 

■ 計画概要 

・既存エレベーターの耐震化、遮煙対策を図る。 

・既存エントランスホール天井部の耐震化を図る。 

 

 

８ スケジュール 

 

    2018201820182018    

(H30(H30(H30(H30年度年度年度年度))))    

2019201920192019    

(R(R(R(R1111年度年度年度年度))))    

2020202020202020    

(R(R(R(R2222年度年度年度年度))))    

2021202120212021    

(R(R(R(R3333年度年度年度年度))))    

2022202220222022    

(R(R(R(R4444年度年度年度年度))))    

2023202320232023    

(R5(R5(R5(R5年度年度年度年度))))    

市議会・医師会等への説明市議会・医師会等への説明市議会・医師会等への説明市議会・医師会等への説明    

各種準備・調整各種準備・調整各種準備・調整各種準備・調整    

      

基本設計基本設計基本設計基本設計    
      

施工者選定施工者選定施工者選定施工者選定 
      

実施設計実施設計実施設計実施設計    
      

着工～竣工着工～竣工着工～竣工着工～竣工    

    ((((２１ヶ月程度２１ヶ月程度２１ヶ月程度２１ヶ月程度))))    

      

（令和２年４月現在） 

 

 

 

 

新棟増築 改修 


