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本館改修工事
について
Repair work 

増改築構俎に付随した

病院機能の充実
について

Function 

増築棟のオ—プンに引き続き、本館改修工事を行います。
改修工事は約1年の期閾を要しますが、診療体制のさらなる強化を図り、地域の基幹病院としての役割を果たし
て行きます。
また、職員満足度ならぴに研修環境の向上にも取り組みます。

療養礫境の向上を目的に、必要に応じてリニューアルを実施します

（令和 2年 5月完了）リハビリテ ー ションセンタ ー移設、サブ病棟改修

ICU （特定集中治療室）6床新設、CE室移設、病棟薬剤ステ ーション新設、仮眠室新設 等

会議室・カンファレンス室増設、医師当直室増設、看護学生控室新設、各部門更衣室増設 等

循環器アンギオ室新設、CT装置更新、超音波検査室拡幅、結石破砕装置更新 等

l 「ダヴィンチ」導入
令和3年8月に、 棗新鋭の手術支援ロポット「ダヴィンチXi」を専入し、 初症例に向けた体制
整備を進めています。当面は泌尿器科領域に限定して手術を実施しますが、 今後、診療科・対
象症例を順次拡大していきます。
これまで松阪・紀勢・東紀州地域では前立腺がんにおけるロボット手術は、 実施できる施設
がありませんでしたが、当院の「ダヴィンチ」導入によって、この地域内でロボット手術を受ける
ことが可能となります。
11月に松阪地域の施設では初の症例を迎える予定です。

I 2管球CT導入
新棟救急センタ ー ヘのCT移設に伴い、 本館に 2管球CT(Siemens社製SOMATOM
Drive)を尊入しました。三重大学病院以南の施設では初の導入となります。
機器の特徴としては、大｀流出力が可能な新型X線管球を2つ搭載しており、高速二重らせん
振影による他機種を圧倒する非常に高い時問分解能を有しています。
被ばく低減機能や低管竜圧撮影はもちろんのこと、 心臓等の血流検査に於いても今までとは
比較にならない程の高速撮影が可能な上に、たいへん鮮明な画像が得られる優れた装置です。
低侵襲な検査をすべての患者様に還元できるものと期待しています。

l ドクターカー導入、救急車両更新
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この度」A共済三重の支援の下、ドクタ ーカ ーと救急車両の整備を行いました。
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当院は松阪地域の二次救急病院ならびに小児救急拠点病院として重要な役割を果たしています。
新救急センターを11月より稼働し、救急受入体制をさらに強化するとともに、ドクターカ ー事
業の運用開始に向け、体制竪備を進めています。
また、災害拠点病院として大規模災害発生時の支援車両としての役割も期待できます。

1 当院の沿革について

昭和36年 7月 212床にて開院（一般132床、結核80床） 平成 9 年 4月 焉在馳に断纂移転（一艦440床J

昭和37年 6月 総合病院承認、中央総合病院に名称変更 平成12年 1月 日本医療機能評価機構の一般病院種別B認定

昭和38年 3月 293床に培床（一般215床、結核78床） 平成15年 8月 全身MRI装雷設冨

昭和45年 1月 増築によリ343床（一般265床、結核78床） 平成16年 3月 地域医疫支援病院承器

昭和45年 1月 人工透析開始 平成17年 1月 地域がん診療連携拠点病院承翠

昭和51年 5月 管理棟完成、393床（一般315床、結核78床） 平成17年 7月 松阪地区小児救急拠点病院として運用開始

昭和51年 5月 病裸再謂、393床（一般355床、結核38床J 平成19年 3月 化学療法センター 完成（20床）

昭和52年 1月 臨床研修病院指定 平成19年 4月 人間ドック検診簡設襲能評価紹定

昭和52年 5月 小児科外来増改築完成 平成21年 4月 IMRn-1応放射線治縦装石等入

昭和52年 6月 松阪中央総合病院に名称変更 平成23年 2月 電子カルテシステム運用開始

昭和53年 4月 病棟再網により一般397床(I CU2床、CCU2床） 平成23年 7月 開院50周年

昭和53年 7月 人工透析24床に増床 平成24年 2月 災害拠点病院指定

昭和56年 3月 増築棟完咸、489床に増深 平成24年 12月 院内保育窟設「ドレミ保育園」新設

昭和56年 3月 人工透析34床に増床 平成25年 4月 最新MRI装11:13.0T導入

昭和57年 5月 CTスキャナー室を設互 平成25年 5月 放射線治廠棟増築棟完成

昭和60年 11月 医字コンピューターシステム運用 平成25年 9月 血筐造影刈琺診断装己導入

昭和60年 12月 医療用ライナック設召 平成28年 11月 PET-CT装四導入

昭和62年 4月 無菌室2室完成 令和 2 年 2月 へき地医意拠点病院指定

昭和62年 4月 RI室移設完成 令和 3 年 8月 手術支採ロポット「ダヴィンチXi」荘入

平成 1 年 7月 体外衝撃波尿路結石破砕装酉(ESWL)設国 令和 3 年 10月 2管球CT温入

平成 2 年 7月 MRI磁気共嗚断麿診断装iili設冨 令和 3 年 10月 新棟(:It館）嬢工
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松阪インター

伊勢自動車道 至津
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近鉄山田線 I 交通のご案内

0公共交通機関でお越しの方
至澤 I JR・近鉄松阪駅より

0お車でお越しの方
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松阪中央総合病院

三重票松阪市川井町字小望102

三交バス・タクシーで約10分

地域医療支援病院・地域がん診療連携挺点病院
災害拠点病院・ヘき地医療拠点病院

伊勢自動車道松阪ICより南へ約5分
国道42号線 松阪駅より西へ 約10分

魯（0598)21-5252 8 (0598)21-9555 □ http://www.miekosei.or.jp/1_mch/index.html

｀ —· 呵＝一 編コ？乏マ2-ら: ,....デ

＼ ＄ず—~ 旦芝乙<9翠看置ば～虻マ 一？、P

増築棟（北館）

竣工のご案内
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松阪中央総合病院
地域医療支援病院・地域がん診療連携拠点病院
災害拠点病院・ヘき地医療拠点病院



ロ

当院は平成 9年4月に現在 地へ新築移転して以来、

松阪市と周辺地域の急性期・救急・専門医療を担う

基幹病院としての役割を果たしており、これまで施

設・機能面の整備および、医療の質向上・業務の多

様化に対応した人員整備を行ってまいりました。

しかし、移転後20年以上が経過した現在、職員数

は開院当時に比べ150人ほど増加しており、施設の

狭陰化が課題となるとともに、これまで以上に機能

而を充実・強化していくには施設の拡幅が必要とい

う考えの下、2017年度より増改築計画に取組んで

まいりました。

院長挨拶
Greeting 

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、様々な制約を強いられる中での工程で

したが、この度当初の計画ど おり、新棟（北館）の竣工を迎え、11月より本格運用を開

始する運びとなりました。

これもひとえに関係者の皆様のご尽力と地域の皆様方のご理解の賜物と心より感謝申

し上げます。

新棟の完成により、診療機能も大幅に充実し、地域のみなさまの幅広いニーズに充分に

お応えできるものと考えます。

当院としてさらなる向上の機会ととらえ、病院スタッフ ー丸となり、安全で安心な質の

高い医療を継続して提供できるよう、努めてまいります。

今後とも、ご支援ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

院長三田孝行

馴欝碍l _ 景口国覇皿：＇
2017.7基本設計開始

2019.3実施設計開始

2020.5リハビリテ ーションセンター

本館4階に移設し遍用開始
4階サブ病棟改修工事完了

2020.1 I日リハビリ棟取壊し

2020.8起工式

2021.1鉄骨建方

2021.9新棟（北館）完成

2021.10竣工式

施設概要
Facility 

名称 三重隈厚生農業協同組合連合会

松阪中央総合病院 北館

面 積 違築面積／約 1,199 rrl 延床面積／約 4,908rrl

構造 鉄骨造 5 階廷

健康管理センター 「エポック」
0 「エポック」 を利用される方は年々増加しています。部門面積をl日施設の3倍以上

に拡幅することで、 1 日の平均利用者数は旧施設の 35 名に対し、常時 50 名の受

入が可能となります。

0 部門内・新棟内に各種検査室を設置し、可能な限り同一施設内で健診を完結でき

る運用としました。

0 プライバシ ー確保の紐点から、 待合エリアは充分にゆとりをもったスペースを確保

するとともに、女性専用エリアを設置しました。

血液浄化センター

〇透析治療が必要な恵者様は増加しており、 今後も同様の動向が予測されていま

す。この地域の愚者様が 安心して透析治療を受けていただけるよう、 透析治療室

を新棟へ移設し、治療環境の向上を図りました。

〇感染症・重症への対応として、個室（陰圧）を2室設圏しました。

〇霰新の透析支援システムを導入し、安全な透析治療と業務の効率化を実現しました。

救急病棟
〇救急専用病床を 20 床配置し、1階救急センターと直結することで、 迅速な救急入

院対応が可能となります。

〇感染症への対応として、陰圧室を5床設置しました。

0 今後の本館改修において、隣接エリアに ICU （特定葉中治療室）を設置し、高度急

性期対応の病床を集約します。

〇脳外科領域の救急対応として、将来的に一部をscu （脳卒中ケアユニット）に転換

可能な構造としました。

内視鏡センター

〇消化器領域は当院の強みです。この強みを活かすことを最大の目的とし、内視鏡セ

ンターとして集約し、内視鋼室を6室に増室しました。

〇健診を含むより多くの内視鏡検査に対応します。

0 がんの早期発見、 早期治療を行い、「地域がん診療連携拠点病院」としての役割を

果たします。

〇治療・検査時の患者様の負担を少しでも和らげるため、 ゆとりのある落ち着いた

空間を配匿しました。

救急センター

0 部門面積を旧施設の3倍に拡幅し、初療室 4 室、診察室 4 室を配置しました。

〇診断から治療までの迅速化を回るため、CT および一般撮影装雹をセンター 内に

配備しました。

〇感染症への対応として、専用診察室（陰圧）を設置しました。

0新棟3階に直結した救急病棟を設置することで、迅速な入院対応が可能となります。
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