
 

事業計画（復興まちづくり（医療施設等） 

 

○岩手県（盛岡医療圏） 

①被害状況について 

医療圏の 39 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 21 病院で

あり、平成 24年３月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院

はない。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 

 

 ③成果目標 

  上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○岩手県（岩手中部医療圏） 

①被害状況について 

医療圏の 13病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は７病院であ

り、平成 24年３月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は

ない。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 

 

 ③成果目標 

  上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○岩手県（胆江医療圏） 

 ①被害状況について 

医療圏の 10病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は９病院であ

り、平成 24年３月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病



 

院はない。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 

 

 ③成果目標 

  上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○岩手県（両磐医療圏） 

①被害状況について 

医療圏の 10病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は８病院であ

り、３月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は１病院。 

 

②復旧状況について 

  上記の一部損壊の一関市の１病院については、一部復旧を行うための復旧工

事を平成 23年 10月に完了し、同月から外来診療を行っている。また、平成

25年４月から建て替え工事に着手し、平成 26年３月復旧工事完了。 

  

③成果目標 

  上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○岩手県（気仙医療圏） 

①被害状況について 

医療圏の３病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は２病院であり、

平成 24 年３月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は１病

院。 

 

②復旧状況について 

  上記の全壊の陸前高田市の１病院については、平成 23年７月中に仮設診療

施設の設置を完了し、現在、仮設診療施設にて診療を行っている。 



 

 

③平成 26年度における成果 

 病院設計業者を決定。 

 

 ④平成 27年度の成果目標（集中復興期間の成果目標） 

  用地の造成及び病院設計 

 

⑤事業完了予定年度 

  平成 29年度  

 

 

○岩手県（釜石医療圏） 

①被害状況について 

医療圏の６病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は３病院であり、

平成 24 年３月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は

２病院。 

 

②復旧状況について 

  ・上記のうち、一部損壊の釜石市の１病院（Ａ）については、平成 23年５

月に一部制限しながら診療を実施、平成 24 年度７月に復旧工事が完了。 

  ・全壊の大槌町１病院（Ｂ）については、平成 23年６月より仮設診療施

設にて診療を実施している。  

 

③平成 26年度における成果 

  （Ｂ）病院については、平成 26年７月より工事に着手。 

 

④平成 27年度の成果目標（集中復興期間の成果目標） 

  （Ｂ）病院の工事の円滑な推進 

 

 ⑤事業完了予定年度 

 平成 28年度 
  



 

○岩手県（宮古医療圏） 

①被害状況について 

医療圏の６病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は３病院であり、

平成 24 年３月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は１病

院。 

 

②復旧状況について 

  上記の全壊の山田町の１病院については、平成 23年７月より仮設診療施設

にて診療を行っている。 

 

 ③成果目標 

  平成 26年４月より復旧工事に着手。 

 

④平成 27年度の成果目標（集中復興期間の成果目標） 

  （Ｂ）病院の工事の円滑な推進 

 

 ⑤事業完了予定年度 

  平成 28年度 

 

 

○岩手県（久慈医療圏） 

①被害状況について 

医療圏の４病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は３病院であり、

平成24年３月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 

 

 ③成果目標 

  上記のとおり、復旧済み。 
  



 

○岩手県（二戸医療圏） 

①被害状況について 

医療圏の３病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は３病院であり、

平成24年３月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 

 

 ③成果目標 

  上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○宮城県（旧石巻医療圏） 

①被害状況について 

医療圏の 13病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は４病院であ

り、平成 24年３月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は

３病院。 

 

②復旧状況について 

  ・上記のうち、全壊の石巻市の１病院（Ａ）については、平成２４年度上期

から仮設診療施設にて診療を行っている。平成２６年９月から復旧工事に

着工、平成 27年夏頃の開院を目指す。 

・全壊の石巻市１の病院（Ｂ）については、平成 23年度下期から仮設診療

施設にて診療を行っている。平成２７年度中に工事に着手し、平成 28 年

度中に診療所として開院を目指す。 

・全壊の石巻市の１病院（Ｃ）については、閉院となった。 

 

 ③平成 26年度における成果 

  ・（Ａ）病院：工事着工，基礎工事を実施（工事進捗率 12％） 

  ・（Ｂ）病院：実施設計業務委託契約を締結。 

 

 



 

④平成 27年度の成果目標（集中復興期間の成果目標） 

 ・（Ａ）病院：工事進捗率 88.5％ 

 ・（Ｂ）病院：実施設計完了，建設工事入札・着工 

 

⑤事業完了予定年度 

  平成 28年度 

  

 

○宮城県（気仙沼医療圏） 

①被害状況について 

医療圏の７病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は５病院であり、

平成 24年３月末で施設の損壊により入院受入制限の病院は２病院。 

 

②復旧状況について 

  ・上記のうち、一部損壊の気仙沼市の１病院（Ａ）については、平成２４年

上期に復旧工事に着手し、平成 24年８月に復旧済み。 

・全壊の南三陸町の１病院（Ｂ）については、平成 24 年３月に仮設診療施

設の設置を完了し、現在同施設にて診療を行っている。なお，平成 23年

６月には町外に仮設病院を開設している。 

平成 26 年 7 月に移転復旧工事に着手、平成 27 年 12 月からの開院を目指

す。 

 

③平成 26年度における成果 

  （Ｂ）病院について工事進捗率 25％。 

 

 ③平成 27年度の成果目標（集中復興期間の成果目標） 

 平成 27年 12月開院 

 

 ④事業完了予定年度 

 平成 27年度 

  



 

○宮城県（仙台医療圏） 

①被害状況について 

医療圏の 81病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は６病院であ

り、平成 24年３月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は

ない。 

 

②復旧状況について 

・全壊の岩沼市の１病院（Ａ）については、平成 23 年度下期に復旧工事に 

着手し、平成 24年１月に復旧工事完了。 

・一部損壊の仙台市の１病院（Ｂ）については、平成 23 年度下期に復旧工

事に着手し、平成 23年３月に復旧工事完了。 

 

 ③成果目標 

  上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○宮城県（仙南医療圏） 

①被害状況について 

医療圏の 13病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は６病院であ

り、平成 24 年３月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は

１病院。 

 

②復旧状況について 

 一部損壊の柴田町の１病院については、平成 23 年度上期に解体工事等を完

了させ、平成 23年度下期から復旧工事に着手。平成 24年度７月に復旧工事

完了。 

 

 ③成果目標 

  上記のとおり、復旧済み。 

 

 

 



 

○宮城県（旧大崎医療圏） 

①被害状況について 

医療圏の 22 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 19 病院で

あり、平成 24年３月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院

はない。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 

 

 ③成果目標 

  上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○宮城県（旧栗原医療圏） 

①被害状況について 

医療圏の５病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は２病院であり、

平成24年３月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 

 

 ③成果目標 

  上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○宮城県（旧登米医療圏） 

①被害状況について 

医療圏の６病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は３病院であり、

平成24年３月末で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 



 

 ③成果目標 

  上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○福島県・県北二次医療圏 

①被害状況について 

医療圏の３２病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は１９病

院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。 

 

 ②復旧状況について 

   上記のとおり、復旧済み。 

 

 ③成果目標 

   上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○福島県・県中二次医療圏 

①被害状況について 

医療圏の３３病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は２４病院

であり、３月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はな

い。 

 

 ②復旧状況について 

・ 一部損壊の１病院（Ａ）については、復旧工事が完了し平成２５年１２

月から診療を行っている。 

  ・ 全壊の１病院（Ｂ）については、平成２３年７月から仮設診療施設にて

診療を開始し、復旧工事が完了した平成２５年７月より通常の診療を行っ

ている。 

 

 ③成果目標 

   上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○福島県・県南二次医療圏 

①被害状況について 

医療圏の１１病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は５病院。現



 

在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 

 

 ③成果目標 

   上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○福島県・会津二次医療圏 

①被害状況について 

医療圏の１９病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は５病院現

在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 

 

 ③成果目標 

   上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○福島県・南会津二次医療圏 

①被害状況について 

医療圏に１病院あるが、震災直後に被害はなかった。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 

 

 ③成果目標 

   上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○福島県・相双二次医療圏 

 

（現在更新作業中） 

 



 

○福島県・いわき二次医療圏 

①被害状況について 

医療圏の２７病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は２１病院。現

在、施設の損壊による入院受入制限または不可の病院はない。 

 

 ②復旧状況について 

  上記のとおり、復旧済み。 

 

③成果目標 

  上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○茨城県・水戸二次医療圏 

①被害状況について 

医療圏の４２病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は３０病院

現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 

 

 ③成果目標 

   上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○茨城県・常陸太田/ひたちなか二次医療圏 

①被害状況について 

医療圏の２３病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は１４病

院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 

 

 ③成果目標 

   上記のとおり、復旧済み。 

 

 



 

○茨城県・日立二次医療圏 

 

（現在更新作業中） 

 

 

○茨城県・鹿行二次医療圏 

①被害状況について 

医療圏の１１病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は５病院。現

在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 

 

 ③成果目標 

   上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○茨城県・取手/竜ヶ崎二次医療圏 

①被害状況について 

医療圏の１９病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は７病院。現

在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 

 

 ③成果目標 

   上記のとおり、復旧済み。 

 

 

○茨城県・土浦二次医療圏 

①被害状況について 

医療圏の１５病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は８病院。現

在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。 

 

 ②復旧状況について 

上記のとおり、復旧済み。 



③成果目標

上記のとおり、復旧済み。 

○茨城県・つくば二次医療圏

①被害状況について

医療圏の１７病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は８病院。現

在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。 

②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。 

③成果目標

上記のとおり、復旧済み。 

○茨城県・筑西/下妻二次医療圏

（現在更新作業中） 

○茨城県・古河/坂東二次医療圏

①被害状況について

医療圏の１０病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は１病院。現

在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。 

②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。 

③成果目標

上記のとおり、復旧済み。  
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	③［平成26年度における成果］重要港湾施設以外について本復旧を推進。
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