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安城更生病院 南棟新築 竣工式について 第２報  

医療需要ピークに向けた“がん医療・救急医療・災害医療・予防医療”の体制強化 
 

安城更生病院（病院長 度会正人）は、西三河南部地域の医療・介護需要のピークとな

る 2040 年に向けて、「発展的再構築」と題した大規模な施設整備を進めています。2021年

６月にオープンした高精度放射線治療センターに続き、2021 年 12 月に地上６階建の南棟

が完成となり、がん医療・救急医療・災害医療・健診機能をより充実させてまいります。 

つきましては、当施設の竣工式を以下の日程で執り行います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

建物概要 
建物名称 安城更生病院 南棟 
所 在 地  愛知県安城市安城町東広畔 28 番地 
工 期 令和２年５月 15 日～令和３年 11 月 30 日 
階 数 地上６階（高さ：29.48ｍ） 
面 積 建築面積 2,607 ㎡、延床面積 10,948 ㎡ 
設計監理 株式会社久米設計 
施 工 鹿島建設株式会社、シブヤパイピング工業株式会社、東光電気工事株式会社 

＜本件に対する問い合わせ＞ 
 ＪＡ愛知厚生連 安城更生病院 企画室 細野（ほその）・池田（いけだ） 

TEL：0566-75-2111（代表）FAX：0566-76-4335  
E-mail：kikaku@kosei.anjo.aichi.jp 

取材等、ご興味ありましたら、12 月１日 17 時までに、上記問い合わせ先にご連絡ください。 

 

開 催 日 2021年 12月３日（金）午前 10時 ～ 12時 20分 

場  所 安城更生病院 南棟２階 第２講堂 

式典概要 神事・直会       午前 10時 00分 ～ 10時 50分 

式辞・祝辞・感謝状贈呈  午前 11時 00分 ～ 11時 20分 

テープカット・記念撮影  午前 11時 35分 ～ 11時 50分 

施 設 見 学       午前 11時 50分 ～ 12時 20分 

参 加 者 

 

安城市長 神谷学氏、安城市議会議長 松尾学樹氏、愛知県議会議員 嶋口忠弘氏・今井隆喜氏、

愛知県衣浦東部保健所長 丸山晋二氏、衣浦東部広域連合消防長 可児伸康氏 他 102名 

                                                        

 

 

       

 

 南棟（新棟） 
2021年12月オープン 

 
2021年 6月オープン 

高精度放射線治療センター  高精度放射線治療の最新型専用機器
を２台同時に導入しました。 

 
2021 年 12 月～2022 年６月予定 

既存棟の改修工事 

 

愛知県初！ 
MRI を用いた 
無痛乳がん検査を
導入しました。 
※新棟の特徴は 
次ページをご覧 
ください 

今回竣工する施設 

愛知県下初の無痛MRI乳がん検査を導入 

南棟（新棟）３つのポイント 
① 地域がん診療連携拠点病院としてのがん診療の機能強化 
② 高度急性期医療の対応強化 
③ 早期発見・早期治療に向けた健診・検診の機能を強化 

mailto:kikaku@kosei.anjo.aichi.jp
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＜南棟（新棟）の特徴＞ 

１階 予防医療センター ～がんの早期発見や生活習慣病の予防により、地域住民の健康づくりを支援～ 

①健康管理センターを拡大移転（床面積２倍）。 

②女性専用エリアを設置し、女性特有の検査が安心して受検可能。 

③検査装置を増設し、待ち時間の緩和とがんの早期発見を強化。 

③最大で現在の約２倍の受診者を受け入れ。 

④災害時は予備病床として活用。 

 

 

 

 

 

２階 通院治療センター、外来診察室、第２講堂  ～より多く・より早く抗がん剤治療を提供～ 

①がん診療連携拠点病院として、今後の需要増加が 

予想される「薬物療法（抗がん剤治療）」を機能強化。 

②がんの外来薬物療法を行う「通院治療センター」を 

拡大移転（26 床→43 床）。 

③診察室や第２講堂を新設し、診察室不足を解消し、患者教室を充実、災害時は予備病床として活用。 

 

３階 循環器系集中治療病棟  ～循環器疾患の高度急性期医療を機能強化～ 

①高齢化に伴う循環器系患者の需要拡大に耐えうる設備を整備。 

②冠疾患集中治療室 CCU を増設（8 床→12 床）し、血管撮影室に 

隣接。患者の移動負担の軽減や、綿密なスタッフ連携が可能に。 

 

 

 

 

４階 循環器系病棟 ～高齢化による循環器疾患の需要増加に対応～ 
５階 血液・腫瘍内科病棟 ～クリーンルームを整備・血液がん医療を強化～ 

①4 階には循環器病棟 52 床を、5 階には血液・腫瘍内科病棟 47 床を移転。 

②L 字型で病室や病棟入り口をスタッフステーションから看守りが可能な構造。 

③病棟入り口側に家族との面会が可能なデイルームや面談室を、病棟奥の静かな環境に個室を配置。 

④血液・腫瘍内科病棟は、18 床増床したクリーンルーム（無菌病室、準無菌病室）31 床を整備し、 

白血病などの血液がん患者さんの需要に対応。 

 

 

 
 
 
 

 

<注目の新ドック> 

● 愛知県下初導入MRIを用いた無痛乳がん検査 

● 全国的に珍しい超音波内視鏡と MRIを用いた膵臓がんドック 
無痛乳がん検査ドゥイブスサーチ 

３つの特徴 
「恥ずかしくない」 
「痛みのない」 
「被ばくしない」 
 

血管撮影室ハイブリッドラボ CCU 

通院治療センター 外来エリア 

クリーンルーム入口 L字型構造の病棟 

ホテルライクな空間でおもてなし 
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＜背景＞ 

ＪＡ愛知厚生連安城更生病院は、1935（昭和 10）年

に設立されて以来、86 年にわたり地域の医療を支えて

います。現在では、安城市の市民病院的役割と西三

河南部地域の高度医療を提供する中核病院、さらに

は優れた医療人を育成する教育病院としての責務を

果たしています。 

当地域は、2040 年頃までの人口増加に伴い、医療

需要が大きく伸び続ける反面、それを支える医療資源

が非常に少ない地域となっています。今後、地域医療

を守り続けるために、地域内の医療機関が役割を分担

し、限られた資源を有効活用する仕組みの構築が求め

られています。こうした背景のもと、西三河南部地域の

基幹病院である当院では高度医療のさらなる機能強化

を図るべく、新施設の建築と既存施設の改修を中心とし

た「発展的再構築」というプロジェクトを進めています。

第１弾として 2021 年６月に高精度放射線治療センター

を開設し、愛知県では初の組み合わせとなる２台の最

新型高精度放射線治療機器を導入しました。 

この度、第２弾として 2021 年 12 月に、がん医療をは

じめとする高度急性期医療・災害医療・健診機能を充

実させるため、６階建てとなる新棟（南棟）を開設しま

す。2022 年６月には、既存棟の手術機能や集中治療・

入退院支援等の強化など、各機能を大幅に見直しま

す。これらのプロジェクトを軸に高度医療・急性期医療

を中心として機能をさらに高め、今後も安心して暮らせ

る地域づくりに貢献してまいります。 

 

＜安城更生病院 概要＞  

病院長：度会正人 
病床数：749 床  
住 所：愛知県安城市安城町東広畔 28 番地 
開設日：昭和 10 年 3 月 5 日 
診療科：全 37 科 
主な各種指定： 
地域医療支援病院、救命救急センター、総合周産期母子医療センター、 
地域中核災害拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、がんゲノム医療連携病院 など 

 

2022年に完了予定の発展的再構築 

 

2021年完成予定の南棟（新棟） 

 

南棟（新棟）に入る予防医療センター 
（女性フロア完備等、利便性の向上） 

 

南棟（新棟）と高精度放射線治療センター  
 


