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～基本構想の策定に際して～ 

 

本県では東日本大震災及びそれに続く原子力災害により、医療提供体制の根底を揺るが

す未曽有の大被害が生じた。多くの尊い人命が失われるとともに、県民を取り巻く医療環

境が一変した。あれから 5 年が経とうとしている今も、県内医療機関の医療機能の確保・

強化が喫緊の課題となっている。 

本県では震災以前から、多くの職種において全国都道府県の人口当たりの平均従事者数

を下回っていたため、県内の医療機関をはじめとした関係者による懸命の対策が講じられ

ていたが、その状況は一層危機的な段階にまで追い込まれた。 

特に原子力災害によって、これまで県民が送ってきた穏やかな生活が一変し、5 年が経と

うとしている今でさえも、県民の健康指標の悪化が進むとともに、保健医療従事者の県外

流出が止まらず、その長期化が強く懸念されている。このことは他の自治体とは一線を画

す大変深刻かつ憂慮すべき問題である。 

これらのことから、県では保健医療従事者の安定的な養成と確保を速やかに行うため、

県内の関係団体と共に、平成 25 年度に「保健医療従事者の確保に関する検討会」の開催、

平成 26年度からは「保健医療従事者養成に係る有識者会議」を開催し、人材養成のあるべ

き環境や望まれる人材等について協議してきた。 

今般、上記有識者会議からの提言を踏まえ、県内における質の高い保健医療従事者の養

成、必要数の安定的な確保、ひいては本県の地域医療提供体制の充実、県民の健康増進等、

地域で活躍する人材創出を目的として、その養成の在り姿と新たな養成施設の整備に係る

基本構想を策定する。 
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今後の保健医療業界を取り巻く環境変化について、全国及び本県固有の動きが生じ

ている。 

（１）全国的な動き 

ア. 着実に迫る高齢化と医療需要の増大 

日本の高齢人口（65 歳以上の人口）は、平成 27年現在で 3,360万人と過去最高を記

録し、団塊の世代及び第二次ベビーブーム世代が高齢人口に入った後の平成 54年には

3,878万人とピークを迎えると予測されている。これに伴い、高齢化率（高齢人口の総

人口に対する割合）も平成 27年現在で 26.7％と過去最高を更新し、全人口の 4人に 1

人以上が 65歳以上の高齢者である。45年後の平成 72年には 39.9％、すなわち 2.5人

に 1人が 65歳以上となることが見込まれている。 

この流れは着実かつ必然的に進むと想定されている。平成 26年 7月に閣議決定され

た政府の健康医療戦略においても、「健康長寿社会の形成が急務」として、この対策が

国内における重要課題であると位置づけられている。 

同時に、上記の流れと比例して増大する医療需要に対し、関係分野の人材育成や研

究開発等を効果的に講じることによって、その課題を解決していく必要がある。 

 

イ. 提供者中心の医療から患者中心の医療への転換 

これまでは“疾患の治療”に重きが置かれ、提供者を中心とした医療が主流であっ

た。一方、近年はインターネット等の普及に伴い、患者と医療従事者の情報格差は少

なくなり、患者自身が治療方法を選択するケースが多く見られるようになってきた。

さらに患者の価値観やライフスタイルの多様化に併せて、最適な治療を提供するオー

ダーメイド医療が求められている。 

また、施設や職種に応じた専門化・役割分担による効果的かつ効率的な医療提供体

制の構築も進められており、1人の患者に対して各領域の医療専門職が連携して質の高

い医療サービスを提供していくことが求められている。 

 

ウ. 疾病構造の複雑化 

医学の進歩や生活習慣の変化に伴い、治療の中心は感染症などの急性期疾患から高

血圧や糖尿病、脂質異常症、認知症などの慢性期疾患 へと変化してきた。 

1 人の患者が複数の基礎疾患を抱えながら継続的に治療を行っていく時代になり、医

療従事者はより複雑な病態を理解し、最適な治療を提供することが求められる。 

 

エ 医療の高度化 

高度な医薬品や手術ロボット等ハイテク医療機器の台頭により、医療技術は近年急

速な高度化が進んでいる。さらに再生医療製品の普及やその技術開発に伴い、今後ま

すます医療技術は進化していくことが予想される。この流れの中、それらを取り扱う

医療従事者が備えておくべき知識・技術も高度化してくることが考えられる。 

第１ 保健医療業界を取り巻く環境変化 
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（２）本県固有の動き 

ア. 国内平均を超える進度で押し寄せる高齢化 

本県における平成 27年現在の高齢化率は 28.6％であり、全国平均を 1.9ポイント上

回っている。今後、この傾向は加速し、全国に先立ち 25 年後の平成 52 年には高齢化

率 39.3％に達すると予測されている。 

世界でも類を見ない“高齢化先進国”となっている日本の中でも、本県は超高齢社

会への対応がより迅速に求められるとともに、医療需要への対策も急務である。 

 

イ. 複合災害の根深い影響と県民の健康不安の増大 

東日本大震災及び原子力災害による影響は大きく、4年余りが経った今でもふるさと

に帰還できない県民が多くおり、その影響は長期化・深刻化している。 

また、多くの病院、医科・歯科診療所、薬局等医療関係機関にもその影響は及び、

本県の医療提供体制に大きな被害を与え続けている。関係機関による懸命な対策が続

けられているものの、震災前と比較すると依然医療提供体制は整っていない。  

さらに原子力災害が引き起こした影響は、残念ながら本県が今後数十年間抱えてい

く深刻な問題となる。県民は避難の要否に関わらず、健康への不安を感じ、心身にス

トレスを抱えながら生活をしている。 

中でも、子どもや保護者、高齢者に与えた影響は大きい。子どもの外遊びの減少や

全国平均を大幅に超える肥満傾向児の割合に見られるように、原子力災害は震災前ま

で当然であった県民の穏やかな日常生活にも影響を及ぼしている。 

また、避難を余儀なくされている地域の県民、とりわけ高齢者については、以前の

コミュニティーと異なった環境に置かれたことによる心理的ストレス等が影響し、介

護保険認定率の上昇等、各種健康指標の悪化が懸念されている。 

これらの問題が今後長期化する可能性がある中で、本県としては考え得るあらゆる

手立てを講じ、健康指標の向上はもちろん、県民の豊かな日常を取り戻さなければな

らない。 

 

ウ. 医療従事者の流出 

複合災害は医療従事者の流出にも影響を与えている。特に相双医療圏においてその

状況が顕著であるほか、病院が稼働していながら医師数の減少が大きい郡山地域など、

各地区がそれぞれに喫緊の課題を抱えている。 

医療従事者の不足は医療提供機能の低下に直結すると考えられる。特に広大な面積

を抱える本県においては、他県にも増して効率的・効果的な医療提供体制の整備が求

められる。県内において早期に安定的な数の医療従事者を輩出することで、人材不足

の解消を図り、充実した医療提供体制を構築していくことが望まれる。
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既述した環境変化を考慮すると、今後の保健医療従事者養成に当たっては、単に需要

量を充足する有資格者を輩出するだけでは不十分である。本県で必要とされている現

状を考慮に入れながら、次のような資質を備えた保健医療従事者を、十分量輩出する

ことが求められる。 

 

１ 高度な知識・技術を備えたプロフェッショナルな医療人材 

日進月歩に進む医療環境や、多様化・複雑化する患者と家族のニーズに対応するため、

保健医療従事者は高度な知識と技術を備えたプロフェッショナルな人材であることが

求められる。 

本県においては、医師・看護師以外の医療人材について、上記のような目標を掲げた

育成を、県が直接的に行っていないことにより、多様な分野の高度な医療人材を県内

各地域に輩出できていないと考えられる。 

 

２ チーム医療の一翼を担う医療人材 

効果的・効率的な医療を提供していくためには、各領域のスペシャリストが各々の目

的と情報を共有し、役割を分担しながら有機的に連携・協働する、いわゆる「チーム

医療」の実現が必要である。また、施設の機能に応じた役割分担が進められるにつれ、

自施設内の連携だけでなく、病病・病診・診診といった施設間連携や医療と介護の連

携など、より広い視野でのチーム医療の実現が求められるようになる。 

チーム医療の一翼を担うためには、より広い視野で物事を捉え、他職種の機能や専門

性をよく理解し、自らの職種の果たすべき役割を明確にした上で各領域のスペシャリ

ストと密に連携を取り、支え合う関係であることが求められる。 

本県においてもその必要性は同様であり、高度な知識や技術を備えた「職種のリーダ

ー」足り得る存在の育成がより求められてくる。 

 

３ 地域に根ざし、地域医療を支えることのできる医療人材 

今後は急性期医療・回復期医療・慢性期医療・介護などの各分野の医療従事者が協力

して 1 人の患者を地域全体で支えていく「地域包括ケアシステム1」の構築が急速に進

められていく。一方で、このシステムを根幹から支えていく、地域の医療関係機関と

連携し、その地域全体の医療提供体制を支え、リードできる保健医療従事者が全国的

に求められている。 

本県は複合災害による大被害を受け、医療従事者の流出が未だに続いている状況であ

り、県民は心身ともに大きなストレスを抱えている状況である。本県の保健医療従事

者については、地域医療提供体制への貢献はもちろん、様々な局面で光と影を併せ持

                                                   
1 重い病気や要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、 

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステムのこと。 

第２ 求められる保健医療従事者像 
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つ本県の姿を熟知しているとともに、常に県民に対して寄り添い、支え、福島の地で

活躍したいという「ふくしまへの想い」を持つことが不可欠である。 

このような人材は、他者に頼らず、本県が直接育成を行うことで、はじめて生み出さ

れるものである。当該人材を県内に安定的に輩出し続けることが、地域医療提供体制

の充実、県民の健康増進、そして本県医療分野の復興へとつながるものである。 

 

  ※ 上記「求められる保健医療従事者像」を満たす人材を育成するためには、必要な

経験や相応しい資格を持つ教員も不可欠である。当該教員を核とした層の厚い教

員陣の確保を目指す必要がある。 
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１ 新養成施設の設置形態 

既述した保健医療従事者を養成するための施設については、これまで保健医療従事

者養成の基幹を担ってきた「大学」と「専門学校」のいずれかが考えられる。 

以下の 2 つの評価基準で検討した結果、本県における新養成施設は、大学としての

設置が望ましいと考えられる。 

 

＜基準①＞求められる人材像との適合性 

   Ⅰ 高度な知識・技術を備えたプロフェッショナルな医療人材 

   Ⅱ チーム医療の一翼を担う医療人材 

   Ⅲ 地域に根ざし、地域医療を支えることのできる医療人材 

＜基準②＞実現可能性 

 

  検討の詳細は以下の通り。 

評価基準 
各設置形態の特徴 

大学 専門学校 

人材像との

適合性 

Ⅰ  柔軟なカリキュラムのもと、

十分な時間をかけて高度な知

識・技術の習得が可能 

 研究・教育分野への進路も選

択可能 

 資格取得に必要とされる知

識・技術を短期間で習得する

ことで、早期から医療現場で

実践を通じた学習を続けるこ

とが可能 

Ⅱ  他学科との合同授業・合同実

習等の交流を通じて、多職種

連携の意義や重要性を学生の

段階から十分に理解し、チー

ム医療を現場で即実践できる

人材を育成することが可能 

 自身の専門領域を集中的に学

びながらも、他の養成施設と

の連携や病院実習等を通じて

チーム医療の基礎を習得する

ことが可能 

Ⅲ  幅広い知識と視野を備え、病

気を治すことだけに拘らず、

患者に寄り添い、地域医療を

リードできる人材を育成する

ことが可能 

 専門知識を習得後、早いうち

医療現場で患者と触れ合うこ

とで、実践を通じて患者の価

値観、地域医療の重要性を学

ぶことが可能 

実現可能性 

 学位授与が可能な専任教授の

確保や、大学設置審議会等の

対応が必要であり、開学には

多大な時間と労力が必要 

 教員の確保や開学における審

査等のハードルは比較的低い

ため、設置にはそれほど多く

の時間と労力を要さない 

 

第３ 新養成施設の目指すべき方向性と求められる要件 
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２ 目指すべき方向性と求められる機能 

新養成施設の目指すべき方向性に求められる機能は以下の通り。 

 

（１）質の面 

既述の「求められる人材像」を十分に満たす保健医療従事者を県内に供給するた

めの中核的な役割・機能を担う。 

そのために求められる機能は以下の通り。 

ア 大学院教育まで見据えた 4 年制ないしは 6 年制大学として、適正なカリキュ

ラムのもと、医療現場を熟知し、学問的に秀でた教授陣による質の高い教育を

提供することで、医療現場における次世代のリーダーや、大学等における教育

者・研究者など幅広いキャリア形成を支援できること。 

イ 関連学部・学科等と密接な連携を行い、基礎教育の段階から様々な職種が協

力・協調した学習をすることにより幅広い視野を獲得し、かつ多くの臨床実習

経験等で実践力を養える教育を提供できること。 

 

（２）量の面 

開設 10年前後を目処に保健医療従事者の県内需給ギャップを解消するため（※）、

十分量の保健医療従事者を輩出する。 

そのために求められる機能は以下の通り。 

ア 必要数を目標期間内に十分量輩出でき、かつ定員割れを起こさない定員数を 

設定すること。 

イ 県内の主要な医療・介護施設等と幅広いネットワークを有し、医療・介護施

設等のニーズに応えると同時に、向学心のある学生の希望に沿うキャリア形成

を提供できること。 

 

 ※県内における保健医療従事者の需給ギャップ、及び新養成施設設置時の需給シミュレーションに 

ついては「第５ 保健医療従事者の現状と将来予測」にて詳述する。 
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１ 理学療法士 

理学療法とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を

図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その

他の物理的手段を加えることをいう。また、理学療法士とは、厚生労働大臣の免許を

受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業

とする者をいう。（理学療法士及び作業療法士法第 2条） 

理学療法士はこれまで脳血管疾患や運動器に対してのリハビリテーションが中心で

あり、主として回復期に行われていた。 

しかしながら、近年では心疾患や術前・術後のがん等、対象疾患が拡大しつつある。

また、回復期のみならず、上記の疾患等における急性期リハビリテーションや呼吸器

疾患等における慢性期リハビリテーションといった領域においてリハビリテーション

需要が増大しつつある。その上、介護領域においても身体機能を回復させるのではな

く、維持していくという介護リハビリテーションの需要も今後の高齢化の進展に伴い

更なる増加が予測される。 

加えて本県においては県民の様々な健康指標が悪化しており、今後要介護・要支援

者数の増加や生活習慣病患者の増大を招くおそれがある。これを食い止めるため、ま

ず運動不足を解消し健康増進を図る意味において予防リハビリテーション需要も増大

していくことが見込まれる。 

このような新たなリハビリテーション需要に対しては、これまでの早期回復を目的

とした治療行為としてのリハビリテーション提供だけでは対応できるものではなく、

今後は患者のライフステージに寄り添い、患者の状況に応じた最適なリハビリテーシ

ョンの形態を提供することに加えて他の医療・介護サービスの必要性の判断といった

高度な知識・技術を有した人材が必要とされる。 

このように医療・介護の幅広い分野で様々な状況の患者に対してリハビリテーショ

ンを提供していくためには、同一の患者に対して提供するサービス量も必然的に増大

してくることが予想される。 

 

２ 作業療法士 

作業療法とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力

又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることを

いう。また、作業療法士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用

いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。（理学療法士及

び作業療法士法第 2条） 

作業療法士は理学療法士と同じくリハビリテーションの中核的職種を担ってきたが、

基礎的能力の回復・維持を担う理学療法士よりも少ない人員で日常生活への適応支援、

精神疾患対応等といった、より幅広い領域をカバーする状況に置かれている。 

第４ 新たな施設で養成すべき職種 
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一方で現状、作業療法士の従事者数（常勤換算ベース）は、理学療法士の３分の２

程度に留まっている。 

このような状況の中で、作業療法士においても、カバーすべき疾患の拡がりに加え、

維持期リハビリテーションへのシフトという状況が生じており、その結果として、元々

不足している人材需要の逼迫に拍車が掛かっている。 

加えて、上記の理学療法士の業務領域拡大に伴い、密接に関わりを持つ作業療法士

としても、震災後に増大しつつある予防リハビリテーションへの対応が求められる。 

このように、医療や介護、保健福祉等多くの分野でリハビリテーションの需要が増

加する中、運動機能の回復だけに留まらず暮らしと尊厳を支える専門職として重要な

役割を果たす、理学療法士及び作業療法士の安定的な養成と質の高い人材確保が必要

となる。 

 

３ 診療放射線技師 

診療放射線技師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下

に、放射線を人体に対して照射することを業とする者をいう。（診療放射線技師法第 2

条） 

国内における診療放射線技師については、医療現場では量・質ともに需要超過の状

況が続いている。その背景としては各メディカルスタッフの高度専門化・業務分担の

流れの中で、診療放射線技師の業務範囲が拡大しているという点が挙げられる。特に

平成 26 年の診療放射線技師法改正の影響は大きく、CT、MRI 検査時の造影剤の血管内

投与や投与後の抜針・止血の行為、下部消化管検査時などの肛門からのカテーテルの

挿入などを診療放射線技師の業務範囲として追加し、さらに医師又は歯科医師の立会

いを伴わない X線撮影（健康診断時に限る）も認められた。 

こういった業務拡大の流れの中で、今後の診療放射線技師には機器の操作技術のみ

ならず、検査実施における高度な医療知識・技術、さらには撮影した画像の読影補助

能力や患者への説明能力なども求められ、量・質ともに需要超過の状況はさらに悪化

していくことが予測される。 

本県においては、全県民を対象とした被ばく線量の評価を行うとともに、疾病の予防、

早期発見・早期治療につなげ、将来にわたる県民の健康の維持、増進を図ることを目

的とした「県民健康調査」をはじめとした様々な支援策を講じている。また、福島県

立医科大学においては、原子力災害等の要因により、県を越えた連携が必要な際に主

導的役割を担う「高度被ばく医療支援センター」及び「原子力災害医療・総合支援セ

ンター」の指定を受けている（H27.8原子力規制委員会より）。 

このように、本県においては原子力災害以降、他県とは全く異なる状況のもと、様々

な施策が講じられている。放射線に関する正確な知識を十分量備えた人材が、県民は

もちろん、県内外に対して適切に説明できる必要があり、このことが可能な当職種の

存在は今後も不可欠になってくる。 
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４ 臨床検査技師 

臨床検査技師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、

医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病

理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査

を行うことを業とする者をいう。（臨床検査技師法第２条） 

国内における臨床検査技師においては検査業務の機械化・自動化の流れを受けて医

療現場における現状の需給状況はバランスが取れているように見えるが、今後は以下

の 2つの要因から大幅な需要超過となる可能性が高いと考えられる。 

 ①臨床検査技師の業務範囲拡大 

診療放射線技師と同様、臨床検査技師についても業務範囲の拡大が進んでいる。平

成 26 年の臨床検査技師法改正により、臨床検査技師が診療の補助として採血に加え、

検体採取（具体的な検体採取項目については、今後、厚生労働省令において定められ

ることになるが、インフルエンザ等の検体採取、表在からの検体採取、肛門からのス

ワブでの検体採取が想定されている）が出来ることとなった。これらの業務に対して、

高い精度と技術に基づく迅速な処理を行う必要が生じているとともに、今後はそれに

付随する患者への説明をも担うことが考えられ、より一層業務量が増すと想定される。 

②退職者の影響 

臨床検査技師の年齢構成をみると、60～65歳で同技師数全体の 4％、56～60歳で 12％、

51～55 歳で 13％、46～50 歳で 12％となっており、若年層が大半を占める理学療法士

や作業療法士とは異なり、臨床検査技師では毎年一定数の定年退職者が出てくること

が想定され、特に現在の 60歳代前半の世代が退職した後（今後 5年以降）は急速に供

給状況が悪化することが懸念される。 

以上より、当職種は今後、量・質ともに需要超過な状況が見込まれる。 

 

翻って、県内における上記 4職種の養成施設設置状況は以下の通りとなる。 

職種 養成施設の設置状況 

理学療法士 郡山健康科学専門学校（4年制、定員 80名） 

作業療法士 郡山健康科学専門学校（4年制、定員 40名） 

臨床検査技師 福島県立総合衛生学院（3年制、定員 20名） 

診療放射線技師 なし 

 

理学療法士、作業療法士、臨床検査技師については専門学校 1校のみであり、診療放

射線技師にいたっては県内に養成施設が存在しない状況である。既述の上記 4 職種の

状況を考慮すれば、新たな養成施設の設置は必要不可欠かつ急務であると考えられる。 

なお、保健医療従事者の職種は多岐にわたっており、上記 4職種以外についても現状

で不足が認められている職種や、今後需要が見込まれ、不足が懸念されている職種も

ある。それらの職種については、今後その需要数の変化を注視し、さらなる人材不足

が想定される場合には、速やかに養成環境に係る検討を実施することとする。 
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１ 対象職種における需給予測 

（１）需給予測の目的 

本章では、第 4 章で選定した職種を養成するにあたり、県内における 4 職種の保

健医療従事者の現状と将来の需給予測の把握を通じて、必要な人員数及び輩出まで

の期間を検討することを目的とする。 

 

（２）予測方法 

保健医療従事者の需要量（現在及び将来における必要数）から現在勤務中の従事

者数、既設の県内養成施設からの輩出数、退職等による流出数、その他流出入を差

し引きし、各年度における不足分を算出していく。 

さらに、各年度の需要、供給、不足分の予測値の経年変化を確認することで、人

材不足の推移状況、新養成施設からの人材供給が与える改善状況及びその不足解消

の時期について考察を行い、学生定員数策定の論拠の 1 つとする。 

 

この需給分析実施のために、予測モデルを独自に作成して、分析を行った。 

需要モデルについては、厚生労働省の社会保障・税一体改革における社会保障改

革に関する集中検討会議（第十回）で用いられた「医療・介護に係る長期推計」モ

デルを参考にした。 

上記「長期推計」モデルでは、将来の保健医療従事者数を算出するにあたり、全

国の医療施設利用者数（患者数）／介護施設利用者数（要介護・要支援者数）当り

の保健医療従事者数を固定値として、将来の全国の患者数／要介護・要支援者数を

年度ごとの人口推計に基づき変数として乗算することで、年度ごとの保健医療従事

者数を算出している。 

 ただし、上記長期推計モデルにおいては、今後の保健医療従事者に求められる人

材像という要素を考慮に入れたものではないため、今回のモデルにおいては有識者

へのヒアリング調査で得た視点を新たに検討に盛り込むことで改良を図っている。 

第５ 保健医療従事者の現状と将来予測 
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なお、今回の需要数は、現状予測できる要因を可能な限り加味したものであるが、

各職種において現時点で定量的な把握が困難である需要も考えられることから、同

要因を想定した需要数を点線にて表記した。 

 

【需要量の算出方法】 

 

 

供給量については、平成 27年度を起算年度とし、各年度の従事者数に各種要因に

よる県内への流出入数を差し引きして推計を行った。 

なお、人材不足分が解消される年度を越えた後は、高度な知識等を有し、県内定

着の可能性が高い新養成施設の卒業生を求める声が高いことから（後述の医療・介

護機関ヒアリングによる）、県外養成施設等からの人材流入が減じられると想定した。 

加えて、新養成施設が輩出する保健医療従事者の県内定着率については、他大学

調査における各職種の平均就業率のうち最大値である 60％を設定している。 

 

【供給量の算出方法】 
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２ 需給予測を踏まえた新養成施設の定員数案 

（１）職種別の需給分析結果 

各職種において将来的に人材不足が発生することが改めて確認された。以下、 

各年度における不足状況及び経年変化について、職種別に整理した。 

 なお、現在最も不足数が多い理学療法士の人材不足の解消時期である平成 43 

年度（開設 10年後）に、他職種についても解消させることを目標として、定員 

数の検討を行った。 

※ 開設時期については、後述する「第１２ 整備スケジュール案」に記載した 

平成 33年度の開設としている。 

※ 各年度における不足状況については、新養成施設から第１期となる卒業生を 

輩出できる平成 37年度を例として提示している。 

※ 新養成施設の定員数については、後述する「（２）分析結果からの各職種の定

員数」で述べる定員数により計算している。 

 

ア 理学療法士 

理学療法士は当初の需給における乖離が最も大きい職種である。一方で県内

既設の専門学校が 80 名の定員を擁しており、他県からの流入も多いことから、

人員数の上では逓増する特徴を持つ。 

平成 37年度における需給状況については、628人の不足が予測されている。 

 

今回設定した需要数で予測困難な事項としては、地域包括ケアシステムの導

入等による在宅介護の大幅な伸びや原子力災害に起因した介護需要の増等が挙

げられる。 
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※ 経年予測によると、定量的把握が困難な需要を除けば、平成 43 年度に 

需給バランスが取れる見込みである。 

 

イ 作業療法士 

      理学療法士と同様、当初の需給における乖離が大きいが、理学療法士と比較

して緩やかなペースで供給量が増えている。 

平成 37年度における需給状況については、494人の不足が予測されている。 

  

 

 

今回設定した需要数で予測困難な事項としては、理学療法士と同様の理由が

挙げられる。 

 

 

※ 経年予測によると、定量的把握が困難な需要を除けば、平成 46 年度に 

需給バランスが取れる見込みである。 
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ウ 診療放射線技師 

診療放射線技師については、需給の状況が一定であり、その乖離も他職種と

比較して少ないという特徴を持つ。 

平成 37年度における需給状況予測については 143人の不足が予測されている。 

 

 

今回設定した需要数で予測困難な事項としては、法改正による同職種の業務

範囲拡大が想定を上回るケース、県内外に対する放射線の正確な知識と本県の

現状等について、原子力災害の影響長期化に伴い、さらなる説明機会が発生す

る等が挙げられる。 

 

 

※ 経年予測によると、定量的把握が困難な需要を除けば、平成 43 年度に需給 

バランスが取れる見込みである。  
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エ 臨床検査技師 

      臨床検査技師の特徴は他職種に比較して中高年の年齢層が高いことから、今

後の退職者の増大による供給量の減少が進展により、需給ギャップの乖離が拡

大していくことが懸念される。 

平成 37年度における需給状況予測については 109人の不足が予測されている。 

  

 

今回設定した需要数で予測困難な事項としては、法改正による同職種の業務範

囲拡大が想定を上回るケース等が挙げられる。 

 

 

※ 経年予測によると、定量的把握が困難な需要を除けば、平成 49 年度に需給 

バランスが取れる見込みである。 

 

（２）分析結果からの各職種の定員数 

検討の結果、喫緊の不足状況に対して、県内養成施設がその解消に大きく寄

与している理学療法士は定員 40名、現員数が安定しており、新養成施設による

供給効果が高い診療放射線技師については定員 25名にて、目標年度に当面の不

足数は解消されると考えられることから、定員を左記のとおりとする。 

一方、指定規則上限の 40名に定員を設定した場合でも、作業療法士において

は平成 46 年度、臨床検査技師においては平成 49 年度まで期間を要する。より
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早期にこの状況を解消するため、２クラスによる養成として定員を 40 名以上と

することも考えられるが、教員数や必要教室数の増が生じるため、費用対効果

の観点から望ましくない。よって、この両職種は 40名の定員とし、可能な限り

早期に不足状況の解消を目指す。 

なお、平成 43 年度は開設から 10 年後であるため、今回定量的把握が困難と

した需要も含めて適宜その状況を注視し、適宜定員の見直しを行うこととする。 

 

【不足解消のための定員数検討】 

 

 

３ 県内医療・介護施設への聴取結果 

      上記にて実施した需給予測・分析結果について、地域の実情に即しているか

を検証するため、県内主要方部における医療機関 18 施設（急性期・回復期・慢

性期）、介護施設 11 施設（老人保健施設・訪問リハビリ／看護ステーション）

に電話調査を行い、うち医療機関 10 施設、介護施設 8 施設から回答を得た。 

      いただいた主なコメントは、以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・理学療法士、作業療法士について： 

「近年は県内外からの供給量もそれなりに多いものの、長らく需要が逼迫している。」 

「地域包括ケアシステムや在宅医療の流れを受けて、理学療法士の数も足りないが、作業

療法士の数がさらに足りていないと感じている。」 

「最近では、4 年制大学卒の人材を優先して採用することが多い。」 

・診療放射線技師、臨床検査技師について： 

「今後退職者の増大により人材確保策を講じる必要があると感じている。」 

「患者に対する説明能力といった、有資格者プラスαの知識・技術を有した人材の必要性

を感じている。」 

「就業後のキャリア形成の必要性から、4 年制大学卒の人材を優先して採用している」 
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回答結果についてはこれまでの記述と符合していた。現場の声からも当構想におい

て「求められる保健医療従事者」とした者の需要が高いと考えられる。 

 

４ 入学対象となる高校生の意向調査 

（１）意向調査の目的と手法  

上記のような需給状況及び想定される養成施設の学生定員枠に対する入学需要を

把握するため、対象となる高校生に保健医療従事者への関心や新養成施設への進学

希望に対する意向調査を行った。対象の高校は県内各地域 11 校、高校１～2 年生約

6,000名を対象としたアンケート調査を実施した。 

 

（２）意向調査結果  

回答者：5,836名、回答率 95％であり、十分な回答量を確保できた。 

地域 高校名 所在地 対象者数 回答者数 回答率 

県北 
Ａ高校 福島市 640 611 95% 

Ｂ高校 福島市 640 613 96% 

県中 
Ｃ高校 郡山市 640 622 97% 

Ｄ高校 郡山市 640 620 97% 

県南 Ｆ高校 白河市 560 514 92% 

会津 
Ｈ高校 会津若松市 560 530 95% 

Ｉ高校 会津若松市 480 443 92% 

相双 
Ｊ高校 相馬市 400 383 96% 

Ｋ高校 相馬市 320 300 94% 

いわき 
Ｌ高校 いわき市 640 623 97% 

Ｍ高校 いわき市 560 577 96% 

全体  5,836 95% 

 

今回の 4 職種に対する認知度としては、医師・看護師と比較すると、認知度は劣る

ものの、「ある程度理解している」層までは全体の 14～25％、「名前くらいは聞いたこ

とがある」層まで加えると 7～8割近くが該当する。 

・4 職種での共通事項について： 

「現場での実践の基盤となる知識・技術面を習得した人材が欲しい。」 

「コミュニケーション能力を有し、多職種連携ができる人材が欲しい。」 

「県外出身者は比較的短期間で県外に転出することもあり、地域に永く定着できる人材が

欲しい。」 

「県内に 4 年制大学の養成施設を設置することは歓迎で、積極的に採用したい。」 
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その中で、保健医療系養成施設への進学希望を持つ学生のうち、大学への進学を検

討しており、県内４年制大学としての新養成施設への進学に興味を持つ層は 872名（回

答者全体の 14.9%）。１学年あたりでは 436 名となり、既述した新養成施設で想定され

る学生定員数を大幅に上回る数が内在していることが示唆できる。 

新養成施設を設置した際には、この層を確実に取り込んでいく必要がある。 

   

 

大学としての新養成施設に魅力を感じる点として、「施設・設備」「実戦的なカリキ

ュラム」「資格試験」「高度知識・技術」「就職率」「学費」「チーム医療」「アクセス」

等が挙げられ、これらで全体の約７５％に達した。今後重要視すべき内容である。
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１ 運営上の基本方針 

新養成施設の設置形態は既述のとおり、大学形態での設置が望ましいとした。 

ここでは「既設大学による運営」及び「単科大学の新設」として比較検討を行う。

比較基準としては、これまで既述した新養成施設の目指すべき方向性等を満たすため、

以下の基準で検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価基準 
各設置形態の特徴 

既設大学による運営 単科大学の新設 

人材像と 

の適合性 

Ⅰ  既設の保健医療系学部の研究施設と

の連携により共同研究等の実施を通

じて、ノウハウの早期蓄積に加えて、

互いの研究活動における相乗効果を

創出することが可能。 

 特定の専門領域に対してのみ、経営資

源を集中投下することが可能である

ため、極めて高い専門性を有した人材

の輩出が可能。 

Ⅱ  他の保健医療系学部との交流を通じ

て、多職種連携の意義や個々の役割を

理解し、チーム医療を現場で即実践で

きる人材の育成が可能。 

 他の保健医療系の大学同士で連携す

ることにより、多職種間連携の機会を

獲得することも可能。 

Ⅲ  既設大学において、既に地域の医療・

介護機関と広範なネットワークを構

築しているため、地域に密着した実習

や卒後の就業が可能。 

 新設大学ゆえに、しがらみに束縛され

ることなく、自由度の高いパートナリ

ングが実施可能。 

実現 

可能性 

Ⅰ  既設大学の施設や教職員を共用する

ことで、施設整備や人的資源確保に要

する時間を圧縮可能。 

 総合大学と比較すると小規模組織の

ため、意思決定プロセスも簡素で、ス

ピード感もって望むことが可能。 

Ⅱ  既設大学の施設や教職員を共用する

ことで、施設整備・運営や人件費等に

要する経費を圧縮可能。 

 総合大学と比較すると小規模組織の

ため、手続きの簡素化・効率化を進め

やすく、意思決定等の諸手続きにおけ

るマネジメントコストの圧縮が可能。 

上記の比較検討の結果、既設大学による運営が望ましいと考えられる。 

第６ 新養成施設の運営手法 

＜基準①＞求められる人材像との適合性 

   Ⅰ 高度な知識・技術を備えたプロフェッショナルな医療人材 

   Ⅱ チーム医療の一翼を担う医療人材 

   Ⅲ 地域に根ざし、地域医療を支えることのできる医療人材 

＜基準②＞実現可能性 

   Ⅰ スケジュール面 

   Ⅱ コスト面 
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２ 望ましい連携先 

既設大学による運営に際し、県内私立大学への業務委託によっても養成は可能と思

われるが、私立大学は設立主体が考えるポリシーを第一とする経営がなされることが

自然であり、県が有する問題意識をそのまま遂行することは困難である。一方で県立

大学は県が有する課題を県と一体となって解決することができる機能を有しており、

県立大学にしか果たせない役割でもある。 

さらに、最優先すべきは医療において中心的な役割を担う医師及び看護師を養成し、

附属病院を運営している環境である。このことを鑑みると、本県で当該条件を唯一つ

満たしている大学は福島県立医科大学であり、同大学による運営が望ましいと考えら

れる。 

 

３ 運営上の組織構成 

今回養成する４職種については、全国的に単独の学部形態もしくは看護学科と統合さ

れた学部形態が多い。また、後者の場合は看護学科よりも定員が多い場合は、その運

営上、単独の学部形態とすることが、近年では一般的となっている。 

本県が養成する４職種については、既述のとおり 1学年 145名程度の定員数となる見

込みである。統合先となる可能性が最も高い福島県立医科大学の看護学部の定員数（1

学年 84名）を大きく上回る規模感であることを鑑みると、新たな学部としての設置が

考えられる。 
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１ 施設規模 

既述の 4職種（理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師）を養成す

る大学として適切な施設規模を算出するため、同種の学科を設置し、かつ規模が類似

している（収容定員 400人以上 800人未満）他大学校舎の事例調査を行った。 

各大学における 4 つの項目〈講義・演習室、実習・実験室、研究室、管理関係・その

他（事務、食堂、廊下等）〉について合計面積（㎡）を調査し、それを 4 学年分の定

員数で割った「学生一人当たりの面積（㎡／人）」を算出した。 

 

調査 

対象校 
設置学科 

定員数 

（名） 

総面積（㎡） 

学生一人当たりの面積（㎡／人） 

講義・ 

演習室 

実習・ 

実験室 
研究室 

管理関係 

・その他 

A大学 臨、看、助 476 
2,079 2,814 1,373 7,647 

4.37 5.91 2.88 16.07 

B大学 放、看 482 
2,730 2,120 1,541 5,397 

5.66 4.40 3.20 11.20 

C大学 
理、作、看、 

栄、歯 
740 

2,418 4,459 2,018 6,472 

3.27 6.03 2.73 8.75 

D大学 
理、作、診、 

看、助 
765 

1,923 8,257 2,121 14,542 

2.51 10.79 2.77 19.01 

平均値   3.95 6.78 2.90 13.75 

※理：理学療法士 作：作業療法士 放：診療放射線技師 臨：臨床検査技師 

 看：看護師   助：助産師   歯：歯科衛生士   栄：栄養士 

 

上記の各項目における平均値を学生一人あたりの必要面積とし、それに本施設におけ

る想定学生数（各学科の定員数×4学年分）を乗じることで、本施設の施設規模（基本

項目）を算出した。 

内訳 
学生一人当たり

の面積(㎡/人) 

想定面積 

(㎡) 

端数調整面積

(㎡) 

基 

本 

項 

目 

講義室･演習室 3.95  2,291  2,300  

実習･実験室 6.78  3,932  3,940  

研究室 2.90  1,682  1,690  

管理関係･その他 13.75  7,975  7,980  

第７ 想定される施設概要 
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以上より、本施設の施設規模（基本項目）は 15,910 ㎡とする。ただし、最終的な施

設規模を算出するに当たっては以下の 6 点を調整項目（①～⑤は上乗せ項目、⑥は差

引き項目）として設定し、施設の設置場所に応じて加除することで最終的な施設規模

を決定していく。 

①多目的ホール 

 各種合同授業等の開催を想定し、1学年 4学科の全学生を収容可能なホールを設置 

 400㎡を想定 

②駐輪場 

 全学生の 60%相当数の自転車を収容可能な駐輪場を設置 

 2.8㎡/台 × 350台 ＝ 980㎡ 

③駐車場 

 2学年分程度の自家用車の駐車場を設置 

 12㎡/台 × 400台 ＝ 4,800㎡ 

④図書室 

 4学科設置において必要となる専門書類を所蔵できる図書室を設置 

 650㎡を想定 

⑤高層化による共用部の増加分、及び共用空間の設置 

 現段階での確定は困難であるため、増加分は一般的な校舎の 4%～5%と仮定 

 800㎡を想定 

⑥食堂 

 全学生の 80%が利用し、厨房を 150㎡確保すると想定 

既に基本項目の「管理関係・その他」に含んでいるため、不要の場合に差し引く 

 1.5㎡/人 × 470人 + 150㎡ ＝ 855㎡ 

 

※基本項目・調整項目における想定面積算出には以下の定員数を使用した。 

 理学療法士   ： 40名 

作業療法士   ： 40名 

診療放射線技師 ： 25名 

臨床検査技師  ： 40名 

 

※なお、施設概要の詳細な検討は基本計画にて行うものとする。 

 

 

 

 

1学年定員 145名、4学年合計 580名 
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今回想定される施設を設置可能な面積を確保でき、かつ、保健医療従事者養成に係る

有識者会議からの提言内容である「医療系大学と連携が取れる」場所について、県内主

要方部の中で候補地を選定した。 

同候補地を主要な要件に照らして検討し、望ましい候補地として「福島県立医科大学

構内」及び「福島市市街地」の２か所を選定した。 

両候補地について、以下の基準に照らして詳細な検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれの候補地も有識者会議からの提言内容を満たし、養成が望まれる人材を教育でき

る環境であると考えられる。その上で周辺要件について検討すると、中心市街地の活性化

に資すること、学生・教職員のアクセスが良好であること、駐車場の確保に係る検討が不

要であること等の長所が挙げられる、福島市市街地が有力である。 

同案の最大の懸案事項と思われる建設用地の確保については、１２月２４日に福島市よ

り「県への無償貸与を検討する」旨の申し出がなされた。 

同条件が履行されることを前提としたうえで、福島市栄町地区への設置が最も望ましい

と考えられる。 

第８ 設置場所に求められる要件及び比較検討 

１ コンセプト 

  周辺環境に応じて当学部が有する特徴はどのようなものか。 

２ 教育環境 

  どのような周辺環境で日常的な教育がなされるか。 

３ 医療環境、医療従事者、他職種学生等との接点 

病院等医療施設、介護福祉施設、医療関係職種の学生等、学生生活や実習を通じて、

より多くの環境に触れることができるか。 

４ アクセス状況   

  公共交通機関の状況を踏まえ、アクセス状況は良好か。 

５ 利便性 

  主たる利用者である学生、専任及び兼任教員にとって、通学通勤及び授業に際しての

利便性は良好か。 

６ まちづくりへの貢献 

  当学部が立地することで、周辺地域の活性化に資することができるか。 

７ 「第７ 想定される施設概要」における調整項目 

  コスト縮減の観点から、講義・実習以外に必要な施設の新設が必要か（体育館及び 

グラウンドは他施設との共用を前提とするため、検討事項から割愛する）。  

多目的ホール、駐車場、駐輪場、食堂、図書室、その他厚生施設について検討する。 

８ 建設用地 

  建設用地の状況はどのようなものか。 

９ 施設計画・その他の課題 

  施設整備に際して概況及び懸念される概況はどのようなものか。 
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【設置場所の比較検討結果】 

△
・福島市中心部から公共交通機関あり(バス30分)

・福島松川スマートICから10分程度
◎

・福島駅に至近であり、県内外からのアクセスが良好

・公共交通機関で30分程度で県立医大へアクセス可能

△ ・自家用車以外の通勤通学の手段が限定される ◎ ・県内外在住の学生・教員の利便性が高い

学生 ○ ・実習以外は移動不要 △
・体育等の教養科目や医大での実習の際に移動が必要

 （専用シャトルバスの新設等により補う必要がある）

専任教員 ○ ・移動不要 ○ ・移動不要

兼任教員 ◎ ・移動不要 △ ・医大（光が丘）との間で移動が必要

△
・郊外に立地するため、福島市中心部の活性化に貢献しに

くい
◎ ・中心市街地の活性化に直結する

△ ・学部として保有する必要があるため、新たに整備が必要 △ ・新たに整備が必要

◎ ・自転車での通勤通学があまり想定されないため、不要 △ ・新たに整備が必要

△
・約400台程度を新設する必要があり、用地取得と造成工事

が必要
◎ ・整備不要

△ ・新たに整備が必要となる可能性あり ○ ・近隣に飲食店が多いため、整備不要

○ ・既設施設を共用できる可能性あり △ ・新たに整備が必要

○ ・同敷地内の既設施設を共用できる可能性あり △ ・近隣に無いため、他施設との供用を検討

17,885㎡（≒18,000㎡）

図書室

厚生施設

・緑に囲まれた環境で学業に専念しやすい

21,110㎡（≒22,000㎡）

・医師や看護師を目指す学生や実際の臨床現場と日常的な接点

を持つことができる
・市内の福祉施設や総合病院等、多職種との交流が容易に可能

加除する施設 加算：多目的ホール（400㎡）、駐車場（4,800㎡）

加算：多目的ホール（400㎡）、駐輪場（980㎡）、図書室（650

㎡）、高層化共用部（800㎡）

減算：食堂（855㎡）

15,910㎡

・地域社会との接点がつくりやすい

「第７　想定

される施設概

要」における

調整項目

多目的ホール

比較検討を加味し

た延床面積

基本的に必要とな

る施設面積

（基本項目）

調整後の検討

駐輪場

想定される最低階数

用途地域等

許容延床面積

利便性

公共交通機関によるアクセス

コンセプト

授業に

要する

移動

通学通勤

多職種連携

候補地見取り図

所在地

敷地面積

許容建築面積

②福島市市街地

福島市光が丘

約8,200㎡（医大敷地全体は約38万㎡）

用途地域：第一種住居地域

建蔽率　：60％

容積率　：200％

より高く（高度医療の追求） より広く（地域包括ケア等の環境のもと、裾野を広げる）

3,173.32㎡

福島市栄町

8階

2,538.65㎡

用途地域：商業地域

建蔽率　：80％

容積率　：600％

（38万㎡に容積率を乗じた76万㎡から敷地内の建物面積を減じ

た面積）

約8,200㎡

4階

①福島県立医科大学構内

19,039.92㎡

◎

まちづくりへの貢献

教育環境

その他の課題
・転石等の地中障害の可能性あり

・敷地内の余剰地が少なくなる

総合評価 ○

・地下構築物が残存している可能性あり

施設計画

建設用地

・敷地が広いため、工事条件や工期、コスト等が想定しやすい
・市街地につき、工事進捗への影響が懸念されるが、

  大きな影響はないと想定する。

・県有地

・周辺地の支持層：約-10m強

・福島市が検討を約している「市が用地取得の上、県に無償貸

与」を前提とする

・周辺地の支持層：約-10m

食堂

駐車場
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 本養成施設設置に係る必要経費には「施設整備費」と「運営費」があり、以下の通り想

定している。ただし、基本構想内における検討は大まかな計算であり、詳細な検討は基本

計画にて実施するものとする。 

 

＜想定施設概要＞ 

 建設予定地  ： 福島県福島市栄町 10周辺 

 敷地面積   ： 3,173.32㎡ 

 想定施設規模 ： RC –地上 8階/地下 1階 

 施設延べ面積 ： 約 18,000㎡ 

 基礎種別   ： 直接基礎 

 その他    ： 免震等の特殊システムの採用は未検討 

 

１ 施設整備費 

   施設整備費は約１２０億円（消費税１０％込）を見込む。 

   施設整備費には、建物本体工事（建築、電気設備、機械設備、輸送設備、周辺外構 

工事）、実習機器整備、各種備品を含む。 

 なお、基本・実施設計、設計監理、地質等各種調査、解体工事、地中障害物撤去は

含まない。 

 

２ 運営費 

定員満了時の運営費は約１０億円を見込む。 

運営費には人件費（教員/事務局）、教員研究費、外部講師招聘、教材等購入、光熱

水費、機器保守管理費、委託費を含む。 

また、収入については入学料、授業料が考えられるが、外部資金（文科省厚労省の科

研費、民間の競争的資金等）の獲得にも努めることとする。 

なお、運営に要する経費については、地方交付税算定に係る基準財政需要額に算入さ

れることを申し添える。 

第９ 必要経費の検討 
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１ 学生定員 

需給シミュレーションの結果を受け、各職種の定員は以下の通りとする。 

理学療法士   ： 40名程度 

作業療法士   ： 40名程度 

診療放射線技師 ： 25名程度 

臨床検査技師  ： 40名程度 

 

２ 教員数 

詳細は基本計画にて検討するカリキュラムに基づいて決定する。 

 

３ 事務局体制 

県立医科大学の他学部及び事務局の配置数と照らした事務職員と市街地への立地に

より別途必要となる司書や施設管理を含め、詳細は上記教員数と併せて、基本計画で

検討する。

第１０ 学生定員・教員数・事務局体制 
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■遵守すべき建築関係法令で主なものは以下の通り。 

ただし、今後の詳細な調査結果を受けて随時見直しを行う。 

・建築基準法、建築基準法施行令 

・屋外広告物法 

・水質汚濁防止法／大気汚染防止法／悪臭防止法 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・騒音規制法／振動規制法 

・ダイオキシン類対策特別措置法／土壌汚染対策法 

・労働安全衛生法 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

・健康増進法 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) 

・エネルギーの使用の合理化に関する法律 

・浄化槽法 

・公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律 

・危険物の規制に関する政令 

・都市計画法 

・消防法 

・放射性物質汚染対処特措法 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

・資源の有効な利用の促進に関する法律 

・地球温暖化対策の推進に関する法律 

 

■留意すべき文科省・厚労省の定める法令は以下の通り。 

・学校教育法、学校教育法施行令、学校教育法施行規則 

：大学の目的、修業年限、必要な教職員･組織等を定めている。 

・学位規則 

：学位授与の要件や手続き、学位の名称等を定めている。 

・大学設置基準 

：教育研究上の基本組織、収容定員、校地、校舎等の施設及び設備等を定めている。 

・養成する職種に関する養成所指定規則、指導ガイドライン、指導要領 

：一学級の定員、必要な施設、機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備等を定め

ている。 

 

なお、福島県・福島市の条例等については設置場所や施設の検討をさらに進めていく中

で、必要となる条例等を随時確認していく。 

第１１ 関係法令上の制約条件 
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 本養成施設の整備スケジュール案は以下の通り。 

 

ア 基本計画策定     ：平成２７年度内 

イ 基本設計及び実施設計 ：平成２８年４月～平成３０年 1月 

ウ 建築等各種工事    ：平成３０年２月～平成３２年５月 

エ 開設準備       ：平成３２年６月～ 

オ 開設         ：平成３３年４月 

 

 

基本構想及び計画策定

基本設計及び実施設計

建築等各種工事

開学

平成
２７
年度

平成
３２
年度

平成
３３
年度

平成
２８
年度

平成
２９
年度

平成
３０
年度

平成
３１
年度

準
備

開
設

基本計画策定

基本設計及び実施設計

建築等各種工事

開設準備

第１２ 整備スケジュール案 
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基本計画は、基本設計以降の事業をより円滑に実施するために、本構想で検討した内容

を具体化していく。検討する順番及び事項は以下の通りとする。 

 

１ 教育方針等の理念及び前提条件の確定 

（１）各種理念等の設定 

   新学部における教育理念や育成目標、各学科の特色や教育課程の編成方針等を 

設定する。 

（２）建設用地の確定 

今回の整備に必要となる用地の使用範囲を決定する。 

 

２ 基本構想項目の詳細検討 

上記１で決定した内容を受けて、以下の内容を検討する。 

（１）周辺環境を含めた計画の確定 

まちづくりの観点から当施設に求められる役割等、キャンパスの在り方について 

検討を行う。所在自治体（福島市）と運営主体である福島県立医科大学との協議を 

実施する。 

（２）建物内構成の検討 

教育方針やまちづくり等の観点を踏まえ、必要とされる部屋の種類、面積、配置、 

導線、階層等の検討を行い、建築面積や延床面積の精緻化を図る。 

併せて、建築に際して最適な構造工法や制震/免震等耐震工法の検討、設計時に 

必要となる据付備品の検討等を行う。 

（３）必要経費・事業工程の精緻化 

   上記を踏まえた建設等コストの詳細検討を行う。検討に際しては、既設施設の共

用や再生可能エネルギーの活用等、ライフサイクルコストの縮減に努める。 

また、開設までの工程を詳細に検討する。 

（４）組織規模の検討 

   想定される教育理念やカリキュラム案に応じて必要な教員数を検討する。事務局

体制についても、福島県立医科大学の既存人員を考慮の上、必要な人員を検討する。 

 

３ 基本・実施設計プロポーザルに向けた与条件の確定 

   上記２で検討した内容を確定させるとともに、駐輪場等建物外の要件を確定する。 

 

４ 基本・実施設計プロポーザル公募要領案の策定 

   基本構想及び基本計画を踏まえた同公募要領案の策定を行う。

第１３ 基本計画に関する考え方 
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