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Ⅰ. 統合新病院の施設概要
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統合新病院は次の８つの施設整備コンセプトに基づいて設計しております。

施設整備コンセプト

①患者の視点に立った施設整備

③健診機能との有機的な連携

②医療ニーズへの対応

④災害・感染症流行下における業務継続

⑤働きやすい職場

⑥環境への配慮

⑦将来に向けた成長と変化への対応

⑧経営の視点



統合新病院は、現在の市立伊丹病院がある伊丹市昆陽池１丁目の敷地に、医療の提供を継続しながら建設します。

こちらは、敷地北西上空から見たイメージになりますが、統合新病院は３つの建物で構成します。

※2020年５月時点、設計提案時のイメージ

基本設計のイメージとは異なります

6

施設構成



※2020年５月時点、設計提案時のイメージ

基本設計のイメージとは異なります

１つ目は病院本体となる「西棟」、２つ目が健康管理施設がメインとなる「東棟」、そして東棟と西棟をつなぐ「連絡棟」です。

これら３つの建物が一体となって市民の皆さまの命と健康を守る病院施設になります。 7

施設構成

西棟
東棟 連絡棟
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西棟の１階から３階の低層部分は、救急・外来・手術などの診療部門、4階から７階の高層部分は病棟部門を配置します。

東棟の１階は、健康管理施設と講堂、２階から３階にはメンタルヘルスケア部門と管理部門を配置します。

西棟は、地下１階地上７階建て、東棟は地上４階建てです。

施設構成
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こちらは北西側（県道米谷昆陽尼崎線）から見た統合新病院のイメージパースです。 画面右から西棟、連絡棟、東棟です。

※2020年５月時点、設計提案時のイメージ

基本設計のイメージとは異なります

施設構成
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① 配置計画については統合新病院を敷地の南側エリア
に配置し、北側エリアに立体駐車場約180台と平面駐
車場約370台を整備します。

② 職員宿舎や保育所が入る建物は、敷地北西エリアに
計画します。

③ 一般車やタクシー等の出入口は現在の伊丹病院と同
じ交差点から進入し、駐車場ゲートや車寄せは出入
口から十分な距離をとって、周辺道路に渋滞が発生
しないよう配慮します。

④ 救急車出入口は県道からだけでなく、国道からも入
ることができる計画とします。

⑤ 病院関係者の車両は一般出入口とは区別し国道側
から入ります。

敷地配置計画
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① 西棟１階の北側に病院のメインエント
ランスを設けます。

② メインエントランスの正面に総合待合
を設け、受付・会計等を配置します。

③ エレベーターを中央のわかりやすい位
置に配置します。

④ 救急部門、内視鏡、放射線診断等の
診療部門を配置します。

⑤ 東棟は健康管理施設や講堂を配置し
ます。

⑥ 連絡棟にはカフェ、コンビニを設け、診
察や検査の待ち時間を有効に過ごし
ていただくスペースとします。

1階ゾーニングプラン

西棟 連絡棟

東棟
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① 西棟２階はエントランスからエス
カレーター等でアプローチし、ワ
ンフロアに外来部門を集約配置
します。

② 東棟はメンタルヘルスケア部門
のほか管理部門を配置します。

③ 吹抜けがある連絡棟２階には、
レストランを設置します。

2階ゾーニングプラン

エスカレーター・
エレベーター



13

① 西棟３階は手術室、集中治療
室とその関連部門、管理部門
を配置します。

② 東棟は研修などを行う管理部
門を配置します。

3階ゾーニングプラン
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① 西棟４階には病棟のほか
リハビリ部門と屋上庭園を
配置します。

② 東棟は機械室等を配置し
ます。

4階ゾーニングプラン

屋上庭園
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① 西棟の５階～７階は病棟を配置
します。

② １フロア4看護単位の計画とし、
看護の連携拠点を中央部に集
約します。

5～7階ゾーニングプラン
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① 西棟の屋上階は機械室等を
配置します。

② その上には、災害時の患者
搬送等を想定したヘリポート
を整備します。

屋上階ゾーニングプラン
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① 西棟地下１階には、給食
調理を行う栄養管理部門
などの供給部門を集約し
セキュリティを高めます。

② 外部には専用動線となる
スロープを設けます。

地下1階ゾーニングプラン



Ⅱ．ご意見、ご提案を頂きたいテーマ
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ご意見・ご提案を頂きたいテーマは主に２つになります。

市民の皆さまが統合新病院を訪れる場合に、関わりの深いものをテーマとさせて頂きます。
皆さまとイメージを共有するために、現在の市立伊丹病院の写真と当社設計の事例写真をご覧ください。

19

ご意見・ご提案を頂きたいテーマ

１、受付・待合・案内表示について

２、カフェ・コンビニ・レストランなどについて



１階ゾーニングプラン 20

１階では、総合待合、放射線、内視
鏡や健康管理施設など各所に受付
や待合を設けます。

テーマ１ 受付・待合・案内表示
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２階の外来、検査などにも受付や待合
を設けます。

テーマ１ 受付・待合・案内表示

２階ゾーニングプラン



22こちらは、現在の市立伊丹病院１階の受付・待合の写真です。

テーマ１ 受付・待合・案内表示



23同じく現病院の外来待合です。

テーマ１ 受付・待合・案内表示



総合受付・待合の事例 豊田厚生病院（愛知県）

24

ここからは当社の事例紹介です。吹抜けのある待合空間になります。

テーマ１ 受付・待合・案内表示



総合受付・待合の事例 高知赤十字病院（高知県）

25こちらの病院では、間接照明や色の濃い木目を用いて落ち着いた雰囲気にしています。

テーマ１ 受付・待合・案内表示



外来受付・待合の事例 加古川中央市民病院（兵庫県）
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受付まわりに色を使ったり、わかりやすい案内表示を用いた事例です。

テーマ１ 受付・待合・案内表示



放射線受付・待合の事例 新小山市民病院（栃木県）
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こちらの病院では、アートを配して不安を和らげる工夫をしています。

テーマ１ 受付・待合・案内表示



外来受付・待合の事例 岡山市立市民病院（岡山県）
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待合の端部から自然の光を取り入れて不安を和らげる工夫をした事例です。

テーマ１ 受付・待合・案内表示



外来受付・待合の事例 高知赤十字病院（高知県）
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テーマ１ 受付・待合・案内表示

統合新病院には診察や検査の待合が多くあります。時には、診察や検査の待ち時間が長くなる場合もあります。

その待ち時間をいかにストレスなく過ごせるか、といった視点でご意見・ご提案などをよろしくお願いします。

外来受付・待合の事例 新小山市民病院（栃木県）



１階ゾーニングプラン 30

カフェ・コンビニは連絡棟の１階に
計画しています。

テーマ２ カフェ・コンビニ・レストラン
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レストランは吹抜けのある開放的な
連絡棟の２階に配置する計画です。

テーマ２ カフェ・コンビニ・レストラン

２階ゾーニングプラン



32来院された方々が気軽に集うアメニティの拠点として、カフェ、レストランの他にも情報コーナー、
ギャラリーなどを設けて、開放的な空間になるよう計画しています。

連絡棟の内観イメージ
※2020年５月時点、設計提案時のイメージ

基本設計のイメージとは異なります



33現病院１階玄関ホールにあるコンビニです。

テーマ２ カフェ・コンビニ・レストラン



34現病院地下１階にあるレストランです。

テーマ２ カフェ・コンビニ・レストラン



カフェの事例 岡山市立市民病院（岡山県）

35

ここからは当社の事例です。コーヒーショップを誘致して飲み物を提供するカフェスペースを設けました。

テーマ２ カフェ・コンビニ・レストラン



レストランの事例 豊田厚生病院（愛知県）

36

こちらは外の景色を眺めながら食事ができるレストランです。

テーマ２ カフェ・コンビニ・レストラン



ギャラリーの事例 豊田厚生病院（愛知県）
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こちらは院内の展示ギャラリーを設けた例です。

その他の事例



連絡棟の事例 新百合ヶ丘病院（神奈川県）

38
吹抜けのある連絡棟の事例です。左手には売店を配置しています。

その他の事例



トイレの事例 岡山市立市民病院（岡山県）
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その他、トイレ、エレベーター、エスカレーター、駐車場、駐輪場、バス、タクシー乗り場などにつきましても、

自由にご意見・ご提案をお寄せください。よろしくお願いします。

その他の事例

エレベーターホールの事例 高知赤十字病院（高知県）



タクシー乗り場の事例 新小山市民病院（栃木県）

40

その他、トイレ、エレベーター、エスカレーター、駐車場、駐輪場、バス、タクシー乗り場などにつきましても、

自由にご意見・ご提案をお寄せください。よろしくお願いします。

その他の事例

駐車場、駐輪場の事例 岡山市立市民病院（岡山県）



41

ご視聴ありがとうございました。

※2020年５月時点、設計提案時のイメージ

基本設計のイメージとは異なります

ご意見の聴取方法については市立伊丹病院のホームページをご覧ください。
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