３． 病院沿革
1935年2月11日
1935年2月11日
1935年3月5日
1935年7月31日
1941年4月
1945年3月
1946年6月10日
1947年4月1日
1948年8月15日

(昭和10年)

（昭和16年）
（昭和20年）
（昭和21年）
(昭和22年)
(昭和23年)

1951年8月22日
1953年4月1日
1953年5月14日
1955年4月1日
1961年4月1日
1961年8月1日
1964年8月5日
1964年9月1日
1966年1月16日
1966年8月10日
1967年11月11日
1968年7月10日
1970年1月1日
1970年6月1日
1970年12月1日
1973年4月1日
1975年6月7日
1976年4月1日

(昭和26年)
(昭和28年)

1977年4月1日
1978年4月28日
1979年1月1日
1979年3月20日
1982年5月1日
1984年9月22日

(昭和52年)
(昭和53年)
(昭和54年)

1986年4月15日
1986年12月2日
1988年5月1日
1988年6月20日
1988年10月4日
1989年1月7日
1989年2月1日
1989年6月29日
1989年12月10日
1990年4月1日

(昭和61年)

(昭和30年)
(昭和36年)
(昭和39年)
(昭和41年)
(昭和42年)
(昭和43年)
(昭和45年)

(昭和48年)
(昭和50年)
(昭和51年)

(昭和57年)
(昭和59年)

(昭和63年)

(昭和64年)
(平成 1年)

(平成 2年)

竣工式 丸碧連合会
初代病院長 森 豊治 就任
丸碧連合会 「更生病院」 開設 (45床)
病棟増築 (90床)
第2代病院長 榊原彦一 就任
第3代病院長 堀 三造 就任
第4代病院長 勝見廣吉 就任
付属看護婦養成所 設立
愛知県厚生農業協同組合連合会に移管
(一般85床･結核9床･伝染11床､計105床)
公的医療機関に指定
付属准看護婦養成所に変更
結核病棟 開設 (267床)
救急告示病院 指定
第１病棟 開設 (一般281床･結核104床･伝染22床､405床)
総合病院となる
救急指定病院に指定 (専用病床数10床・CCU4室4床）
付属更生高等看護学院に昇格
第5代病院長 高島常二 就任
第2病棟 開設 (486床)
外来診療棟 改造
第6代病院長 永坂三夫 就任
第7代病院長 山崎健之 就任
人工腎臓センター 開設
院内保育所 開設
付属更生高等看護学院3年課程(全日制) 併設
リハビリ棟 竣工
西三河救急医療センター承認
更生看護専門学校と改組
第3次病院群(小児）指定
第3病棟 開設 (557床)
精神科･小児外科診療科名として登録
伝染病棟(6床) 開設 (一般557床･伝染6床､計563床)
リハビリ指定病院
病床数 変更 (一般566床･伝染6床､計572床)
＊2病棟4階西増床
新生児未熟児センター増床 (一般576床･伝染6床､計582床)
病床数 変更 (一般574床･伝染6床､計580床)
基準看護 特3類 3フロアー承認
第5病棟 開設 (一般635床･伝染6床､計641床)
第2病棟 改造 (一般664床･伝染6床､計670床)
第1病棟 改造 (一般666床･伝染6床､計672床)
特3類基準看護 承認 (193床)
第1病棟 改造 (一般674床･伝染6床､計680床)
外来診療棟 改造
第8代病院長 稲垣善幸 就任

1991年1月1日
1992年4月1日

(平成 3年)
(平成 4年)

1992年4月17日
1992年5月1日
1992年6月1日
1992年8月1日
1992年11月2日
1993年3月1日
1993年6月1日
1993年7月1日
1994年1月6日
1994年1月31日
1994年3月16日
1994年5月1日
1994年5月9日
1994年8月1日
1994年10月1日
1995年4月1日
1995年5月12日
1996年4月1日
1996年7月22日

(平成 5年)

(平成 6年)

(平成 7年)
(平成 8年)

1996年9月1日

1997年2月15日
1998年4月1日
1998年5月1日
1998年7月1日
1999年1月1日
1999年5月25日
1999年11月30日
2000年4月1日
2000年4月1日
2000年7月1日
2001年11月1日
2002年4月1日
2002年4月30日

2002年5月1日

(平成 9年)
(平成10年)

(平成11年)

(平成12年)

(平成13年)
(平成14年)

投薬施設基準 承認
臨床研修指定病院 指定
特３類基準看護 承認 (545床)
院内コンピューター導入 稼働
（検査システム・診療支援システム）
体外衝撃波胆石破砕術施設基準 承認
看護婦等の勤務条件に関する基準 承認
作業療法施設基準 承認
特別管理給食の基準 承認
ライナック治療装置 稼働
更生訪問看護ステーション 開設
特３類基準看護660床 承認
地域医療計画18床 増床 (一般692床･伝染6床､計698床)
安城市在宅介護支援センター更生 開設
病床数 変更 (一般689床･伝染6床､計695床)
病床数 変更 (一般690床･伝染6床､計696床)
病床数 変更 (一般692床･伝染6床､計698床)
ＭＥセンター・ベットセンター 開設
Ｘ線骨密度測定装置 設置
総合リハビリテーション 承認
移転準備室 開設
新看護体系2：1看護A 取得
第9代病院長 久野邦義 就任
愛知県エイズ治療拠点病院 指定
院内感染防止対策施設基準 承認
ボランティア室・仮眠室 開設
服薬指導室・薬物投与計画室 分離
医療法一部改正に伴い診療科名一部変更
理学療法科 → リハビリテーション科
リウマチ科 追加
ＭＲＩ 設置
循環器科 標榜
病診連携室 開設
地域周産期母子医療センター 指定
クリニカルパス 導入
伝染病棟 廃止
病床数 変更 (一般692床､計692床)
更生病院介護保険センター 開設
ホームページ 開設
医療情報部発足
広報紙「いんふぉめーしょん更生」 創刊
診療録等の開示を開始
ナースキャップ 廃止
新築移転 新病院開院 「安城更生病院」に名称変更
形成外科 標榜
労災保険二次健診等給付医療機関 指定
医療情報システム 稼働
（電子カルテ・看護システム・ＰＡＣＳ等）
救命救急センター 指定

2002年5月16日
2002年6月1日
2002年8月1日
2002年9月8日
2002年10月1日
2002年10月5日
2002年11月1日
2003年1月1日
2003年4月1日
2003年5月26日
2003年8月11日
2003年8月26日
2003年9月1日
2003年10月15日
2003年10月29日
～10月31日
2003年11月14日
2004年1月1日
2004年2月6日
2004年5月30日
2004年6月21日
2005年2月1日
2005年2月8日
2005年4月1日

2005年6月22日
2005年10月5日
2005年11月21日
2005年12月1日
2006年3月3日
2006年4月1日
2006年4月3日
2006年4月3日
2006年7月1日
2006年8月1日
2007年3月31日
2007年4月1日
2007年5月1日
2007年6月1日
2007年9月1日
2007年11月18日

(平成15年)

更生介護保険センターに名称変更
介護老人保健施設「あおみ」 開設
保育所「ひまわり園」 開設
緩和ケア病棟施設基準 承認
ＨＣＵ稼動開始
安城市まちづくり建築賞にて「選考委員長特別賞」受賞
「保健師助産師看護師法」の改正に伴い、看護婦等の名称を
看護師に改正
安城市社会福祉協議会より当院ボランティア「よつばの会」
感謝状受賞
総合相談室 開設
患者認証システム 稼働
地域災害医療センター 指定
院内ハンドブック「Navi Book」作成
意見箱増設（情報センター）
地域がん診療拠点病院 指定
特定集中治療管理料（ＩＣＵ） 取得
意見箱増設（各病棟デイルーム）
日本医療機能評価機構 病院機能評価受審 （Ver.4）

(平成16年)

（平成17年）

(平成18年)

（平成19年）

NICU 6床、未熟児室 14床 許可
心疾患リハビリテーショントレーニング室 許可
新生児特定集中治療室（NICU)施設基準 取得
指導処置室（診療棟2階） 許可
NICU6床 → 9床 未熟児室14床 → 11床 許可
日本医療機能評価機構 病院機能評価認定（Ver.4）
院内携帯電話解禁
3台目ＭＲＩ 設置
第10代病院長 山本昌弘 就任
パイロット組織図 承認
後期研修制度 開始
CT機器更新 64列マルチスライスCT 許可
日本医療機能評価機構 付加機能（緩和ケア）評価受審（Ver.1）
日本医療機能評価機構 付加機能（緩和ケア）評価認定（Ver.1）
第7～10会議室（地下1階） 増設
PET－CT 許可
病院敷地内禁煙 開始
一般病棟10：1入院基本料 取得
内視鏡センター 移設
医局棟（図書室含む） 開設
2階 栄養指導室 移設
相談室 開設
Ｅブロック（通院治療） 開設
地域中核災害医療センター（現・地域中核災害拠点病院） 指定
病診連携室を地域連携室に名称変更
一般病棟7：1入院基本料 取得
がん相談支援室 開設
水治療室 廃止 → 心疾患リハビリテーション室 拡張
言語療法室 増設
ＮＰＯ法人卒後臨床研修評価機構 臨床研修評価受審

2008年1月1日
2008年3月22日
～3月23日
2008年4月1日
2008年5月20日
2008年9月29日
2008年10月14日
2008年10月23日
2008年12月22日
2009年1月25日
2009年2月1日
2009年3月4日
～3月6日
2009年4月1日

2009年6月5日
2009年7月1日
2009年7月29日
2009年9月18日
2009年11月9日
2010年1月12日
2010年2月24日
2010年4月1日

（平成20年）

（平成21年）

第11代病院長 浦田士郎 就任
副看護部長室・管理事務室 拡張
ＭＲＩ機器更新 許可
遠隔読影システム 稼働
愛知ＤＭＡＴ指定医療機関 指定
立体駐車場 開設
第10会議室 廃止 → 女子更衣室 拡張
文書作成支援システム 稼働
日本医療機能評価機構 病院機能評価受審 （Ver.5）

（平成22年）

2010年6月7日
2010年8月1日

2010年9月3日
2010年9月27日
2010年10月8日
2010年12月1日

2011年3月4日
2011年3月11日
～3月14日
2011年3月25日
～3月30日
2011年3月30日
2011年4月1日
2011年4月5日
～4月9日
2011年7月1日
2011年10月1日

ＮＰＯ法人卒後臨床研修評価機構 臨床研修評価4年認定
電子カルテシステム 更新

（平成23年）

標榜科変更・追加 20科 → 29科
救急科 標榜
教育研修センター 開設
医師事務作業補助者 導入
日本医療機能評価機構 病院機能評価更新（Ver.5）
DPC制度 導入
CT機器更新 64列マルチスライスCT 許可
理美容室（常設） 廃止
血管撮影装置更新 許可
産婦人科外来診察室 増設
小児医療センター 開設 （ 小児病棟 移設）
登録施設制度 開始
がん診療連携拠点病院指定 更新
日本医療機能評価機構 付加機能（緩和ケア）評価受審（Ver.1）
病床数 変更 (一般692床→717床､計717床)
新生児センター 移設・増床
NICU9床 → 15床 GCU11床 → 30床 許可
新生児ドクターカー 導入
日本医療機能評価機構 付加機能（緩和ケア）評価更新（Ver.1）
地域医療支援病院 指定
救命救急センター外来 拡張
病床数 変更 (一般717床→723床､計723床)
総合周産期母子医療センター 指定
母体胎児センター 開設 （周産期センター 改称）
MFICU 6床 許可
第16回 愛知県 人にやさしい街づくり賞 受賞（小児医療センター）
東日本大震災 DMAT派遣
東日本大震災 医療救護班派遣①
第4駐車場 開設
診療機能のセンター化
東日本大震災 医療救護班派遣②
集中治療センター ICU 6床 → 8床
難病医療協力病院 指定

HCU 18床 → 16床 許可

2011年11月30日
2012年1月1日
2012年1月18日
2012年2月17日

2012年3月9日
2012年7月17日
2013年1月7日
2013年3月29日

（平成24年）

（平成25年）

2013年5月7日
2013年6月1日
2013年4月6日
2013年7月9日
2013年7月26日
2013年8月20日
2013年9月9日
2013年9月17日
2013年10月1日
2013年10月24日
2013年10月28日
2013年11月25日

2014年2月15日
2014年3月12日
～3月13日
2014年4月1日
2014年4月1日

（平成26年）

日本医療機能評価機構 機能種別版評価項目一般病院２＜Ver.1.0＞受審

厚生連職制規程改正（病院組織機構図改正）
標榜科変更・追加 29科 → 30科
臨床検査科 標榜
DPC病院群 Ⅱ群指定

2014年4月1日
2014年6月6日
2014年7月31日
2014年10月1日
2014年10月18日
2015年2月18日
2015年2月28日
2015年3月25日
2015年6月21日
2015年10月4日
2015年11月1日
2015年11月1日
2015年11月14日

ＮＰＯ法人卒後臨床研修評価機構 臨床研修評価受審
ＮＰＯ法人卒後臨床研修評価機構 臨床研修評価4年認定
ライナック更新 許可
地下1階改修工事
中央カルテ庫 縮小 → 女子更衣室 増設
医局棟シミュレーター室 新設
NPO法人ミーネット ピアサポート 開始
救命救急センター当直室(5) 廃止 → カンファレンスルーム 拡張
乳房Ｘ線撮影装置 増設 許可
病床数変更 （一般723床→725床 計725床）
ＨＣＵ 16床 → 18床 許可
病床数変更 （一般725床→726床 計726床）
小児医療センター（9階西） 45床 → 46床
井戸水浄化設備 稼働
外来改造工事 着工（a～h）
a.採血・採尿室 移設・拡張
b.小児科外来診察室（7） 増室
c.小児科化学療法室・MRI説明室 設置
d.地域連携室 移設・拡張
e.内科処置室・点滴室 移設・拡張
かかりつけ医検索システム 稼働
被ばく低減施設 認定 （全国39番目・東海地区第1号）
病床数変更（一般726床→735床 計735床）
新生児センター ＮＩＣＵ 15床 → 18床 ＧＣＵ30床 → 36床
ｆ.内科診察室（15,16,17,18,19） 増室
g.医療福祉相談室 拡張
ｈ.栄養指導室（1,2） 移設・増室
外来改造工事 終了
血管撮影装置更新 許可

日本医療機能評価機構 機能種別版評価項目一般病院２＜Ver.1.0＞認定

（平成27年）

手術室整備工事 着工
病床数変更（一般735床→749床 計749床）
4階東14床増床
安城市総合防災訓練（災害拠点病院訓練）実施
手術室1室増室・ハイブリッド手術室1室新設
安城更生病院創立八十周年記念式典及び祝賀会 開催
血管撮影装置更新（ハイブリッド手術室）許可
東海4県農村医学会 開催 （幹事病院）
80周年病院祭・with安城市健康づくり体験会 開催
標榜科新設 30科 → 31科
歯科口腔外科
医療情報システム 更新・診察券リニューアル
日本医療マネジメント学会愛知県支部学術集会 開催（幹事病院）

2015年11月19日
2015年11月21日
2015年12月1日
2015年12月4日
2016年1月1日
2016年1月1日
2016年1月17日
2016年3月31日
2016年4月1日

2016年5月1日
～5月6日
2016年5月13日
2016年11月10日
2017年7月21日
2017年8月19日
2018年1月4日
2018年2月24日
2018年4月1日
2018年11月26日
2019年1月1日
2019年3月26日
2019年6月21日
2019年9月1日
2019年11月25日
2019年12月9日
2019年12月13日
2020年1月1日
2020年1月27日
2020年2月6日
2020年4月1日

（平成28年）

（平成29年）

（平成30年）

（平成31年）
（令和元年）

（令和2年）

ＮＰＯ法人卒後臨床研修評価機構 臨床研修評価受審
安城市総合防災訓練（災害拠点病院訓練）実施
経カテーテル的大動脈弁置換術実施施設 認定 （全国81番目）
日本医療機能評価機構 副機能（緩和ケア）評価（Ver.1.1）認定
ＮＰＯ法人卒後臨床研修評価機構 臨床研修評価4年認定
総合入院体制加算 取得
安城市健康づくりフォーラム（於：マツバホール） 共催
在宅介護支援センター 廃止
安城市地域包括支援センター更生 開設
診療科追加 32科 → 33科
新生児科
熊本地震 医療救護班派遣
がん患者就労相談会開始
2管球CT装置 増設 許可
救急不応需応需に対する活動指針発表
第1回 夏休み子ども病院探検隊
Webサイト・広報誌リニューアル
愛知メディカルラリー ｉｎ 安城 開催
輸血機能評価施設認定
CT機器更新 許可
医療被ばく低減施設認定
PET-CT更新 許可
日本医療機能評価機構（一般病院2_3rdG ver.2.0）_6認定更新
一般社団法人日本脳卒中学会「一次脳卒中センター」認定
安城更生新棟建築及び本棟改修工事起工式
高精度放射線治療棟建築工事開始
ISO15189認定取得(臨床検査技術科)
ＮＰＯ法人卒後臨床研修評価機構 臨床研修評価更新
（エクセレント賞受賞）
ひまわり園新築移設
新棟建築工事開始
第12代病院長 度会正人 就任
診療日変更 （第1・3土曜 → 休診日）
診療科追加 33科 → 36科
脳神経小児科 乳腺外科 感染症内科

