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宮城県立こども病院

こどもの視点に立った医療環境づくり

公設民営でスタート
県民20万人の署名運動からスタートし、宮城県が「小

児総合医療整備のあり方検討委員会」を設置したのが

1997年度。この検討委員会は翌1998年３月に「宮城県小

児総合医療整備のあり方報告書―基本構想策定のために

―」を取りまとめて県に提言。それを受けて県は同年６

月に「宮城県小児総合医療整備基本構想」を策定、検討

委員会は引き続き作業部会を設置して専門的な調査・検

討を重ね、同年12月に「宮城県小児総合医療整備のあり

方報告書―基本計画策定のために―」を提出しました。

このように着実な積み重ねの上に、県民が望んだ子ども

病院の計画が進んできました。

運営を委託されたのは50年以上の歴史と実績もつ財団

法人厚生会でした。もともと厚生会は結核や成人病など

の医療機関として発足し、その後呼吸器や循環器関係へ

と専門領域を拡大してきました。

厚生会はその実績を、設計に当たった山下設計はこれ

までの病院建築設計の豊富な経験を、さらに関係する多

岐にわたる専門家の知識と知恵を生かしながら多くの検

討を重ねた末、病床数は全部で160床と決定されました。

これは静岡県立こども病院を参考として検討された結果

です。静岡県では人口約360万人に対して200床。宮城県

では240万人弱の人口に対して160床となり、人口ひとり

当たりの病床数としては静岡県より多くなっています。

JR仙台駅から電車で20数分、のどかな田園風景の

中に建つ宮城県立こども病院は、今年の春に全面オー

プンし、160床のこども病院がフル稼働することにな

りました。2003年に東北地方では初めての子どもたち

のための高度専門医療施設としてオープン以来、段階

的に診療部門の充実を進めてきたのです。

建設に当たっては、まだ日本ではなじみの少ないチ

ャイルド・ライフ・スペシャリスト（CLS）という職

能を始め多方面の関係者が参画し、子ども病院として

徹底的な検討が加えられました。内部へ入るとまるで

遊園地のようです。医療スタッフたちも白衣ではなく、

カラフルな服装で活発に動き回っています。

待合いホールにはトップライトから明るい光が降り

注ぎ、小川まで流れています。エレベータもシースル

ーで、おもちゃ箱の中に入ったような感じ。

屋上は芝生の植えられた広い庭園になっており、晴

れた日には蔵王連山を望むことができます。

「まほう」をイメージしてデザインされた、明るく楽しい待合いの吹抜け。
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子どもの視点に立ったトイレづくり
この病院を訪れる患者さんは小児と産科の人びとです

から、施設としての病院は子どもの視点に立って計画さ

れました。もちろん大人にとってどうなのかという視点

からも、並行して検討が重ねられたことはいうまでもあ

りません。

重要なのは、子どもにとって落ち着いて安心できる場

所であること。ある意味では他から干渉されないことと

思われがちですが、医療的なセキュリティの立場から見

ると、プライバシーの度合いが高いほど、実は危険が伴

っています。治療を必要とする子どもですから、つねに

ケアできる体制が必要です。これは病室についても、ま

たトイレについても同じことがいえます。

そこで、建築の設計を担当した山下設計東北支社は、

「元気のでるファミリーホスピタル」の設計理念の下に、

関係者とともに次のようなプロセスで検討を重ねました。

基本設計では個室を家として捉えました。基本的には

親といっしょにいる状態で考えたのです。廊下側はオー

プンな空間で、奥にいくほどプライバシーが高くなるよ

うにゾーニングされています。ドクターを含めて治療・

看護する人びとは廊下からベッドまでの空間で、ベッド

上は患者の空間であり、ベッドから窓までの空間は家族

やお見舞い客のためのスペースとなります。

具体的な病室の計画上では、水回りの位置が大きな問

4階平面図

3階平面図

1階平面図

「白く四角い」病院のイメージとは違って、「何だろう」と思わせる外
観のデザイン。

屋上庭園は芝生が貼られ、ひろびろとして眺めもすばらしい。
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まり病室が狭くなることも避けたい。トイレの手前にカ

ーテンで仕切れる洗面スペースを設けるなどしてトイレ

のドアを開けたままでも使用できる構造は考えられない

か。後ろ向きで閉められるドアというものには賛成でき

ません。子どもに不自然な姿勢、力の入れ方を強要させ

るのではないでしょうか。これらは検討中に出された意

見です。入院する子どもたちに対する思いやりにあふれ

た意見ではないでしょうか。

結果的に採用された便器は大人用のものでした。ドク

ターに聞いたところ、家ではみなさん大人用を使ってい

るでしょ、という返事からですが、念のために東北大学

医学部にもチェックを依頼したところ、問題なしとの確

認も取れました。実際には設置する高さを低くして、大

人と子どもが共用できるように配慮されています。

さらに、外部からトイレ内の状況がわかるように、ド

アの一部にはフロストガラスがはめ込まれました。

水栓金具もすべて壁付きとされ、手洗いのボウルはオ

ーバーフロー用排水口のないものが選ばれたのも、ばい

菌が繁殖しやすい場所を減らすとともに院内感染を防ぐ

ためでもあります。感染管理は水回りをどれだけ清潔にで

きるかにかかっているのです。

病室の入り口脇にある手洗い器は、医療スタッフが肘

まで洗うとき周囲に水がはねないよう、深めのボウルの

器具が選ばれたのも同じ理由です。

題となります。廊下側か、あるいは窓側か。一般的には

廊下から入ってすぐの位置に置かれている場合が多く見

受けられます。これは窓を大きくとりたいこと、そして

メンテナンス上も廊下側のほうがやりやすいということ

もあります。

寄せられた多くの意見が反映された計画
どのような便器を設置するか、それらのレイアウトを

どのようにするかも慎重に検討されました。

病室のトイレとシャワーについては、建設・運営検討

会議で度重なる検討が加えられ、多くの意見をまとめた

うえで、次のような清潔管理の前提に従って計画される

ことになりました。

● 全身を浴びるためのシャワーや浴室は病室内ではなく、

病棟内に設置する。

● 臀部の洗浄はウォシュレットでの対応を基本とする。

体の汚れがひどい場合にあっては、病棟内浴室で洗う。

● 洗面台は、タオルで体を拭くときや洗面、洗髪、歯磨

きの際に使用できるものを設置する。

子どもはどこで洗面・歯磨き・手洗いをするのだろう

か。自然光の入る明るいサニタリースペースは用意して

あげたい。車いすでの使用および介護に十分なスペース

を確保する必要がある。車いすで利用する際に、トイレ

の中で回転できることが望ましいが、それを重視するあ

上　受付けはいくつかの
ブースに分けられている。

左　「お菓子の家」のイ
メージでデザインされた
エレベータ内部。

右　待合いにはトップラ
イトから太陽の光が豊か
に射し込む。
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また、病室内の清潔を保つため、トイレのドアを折り

戸にして、ホコリ溜まりになりやすい戸袋をなくしてい

ます。さらに、車いすでの出入りを容易にするため、ド

アを取り付ける壁を斜めにして、ドア幅を大きく取った

り、ドア前にカーテンレールを設置して、車いすがカー

テン内で回転できるようなゆとりを持たせています。

モックアップにより、具体的に検証を重ねる
さまざまに寄せられた専門的な意見やアイディアをも

とに設計された病室は、現地にモデルルーム（モックア

ップ）をつくり、さまざまな角度から徹底的に検証が重

ねられました。

建設委員会のメンバーはもとより、厚生会の主要な先

生方、さらには県のホームページや広報で告知されたた

め、一般公開で見にきた人々を含めて約100名ほどがモデ

ルルームを見学しました。そこで指摘されたさまざまな

疑問や新しいアイディアに対しては、再度モックアップ

をつくって再検討されました。

これらのことは、さまざまな使い勝手に対して配慮す

るとともに、回復に向かう子どもたちが、自力でも使え

るように、家庭環境に近い構成として、治癒力を向上さ

せるための仕掛けでもあります。

入院している子どもと親との、また母親同士の情報交

換の場として設けられたファミリーラウンジは、個室と

は付かず離れずの位置にあります。

器にふさわしい運営方法
こども病院では160床に対して十分な人員で医療に従事

しています。

東北では唯一の子どものための総合病院として、診療

科は多岐にわたり、ほとんどの診療科が網羅されていま

す。そのため、患者は東北６県を主として、東京から訪

ねてくる患者さんもいるとのこと。とはいえ、宮城県内

からの患者さんが90％、そのうち70％は仙台市内からの

患者さんです。在院日数は診療科によって極端に違い、

２泊３日から長い場合には数ヵ月に及ぶこともあります

が、平均すると17～18日程度です。

病院の全体は、１階が診察およびサービス業務、事務

などを中心とした部門で構成され、２階には医局を中心

に薬剤部や管理諸室が、３階には手術室、集中治療室、

産科などが配されています、病棟は２階からで、２階は

内科、３階は外科とそれぞれ分離され、４階は内科外科

半々です。

病床数は160床ですが、これとは別に平均すると１日

110～120名程度の外来患者が来院します。原則的には紹

介予約制がとられており、予約状況は診療科によってだ

いぶ違います。市内にもある一般的な診療科の外来患者

は比較的少ないのですが、この病院にしかない診療科と

個室。トイレのドア手前がカーテンで仕切られるように配慮されている。 トイレは窓から自然光が射し込む。

入口が大きく開く個室のトイレ。 個室と廊下とはガラス窓で仕切られている。 院内感染を配慮して、洗面器は患者と医療
スタッフで使い分けている。
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なると２～３ヵ月先までいっぱいとなっているようです。

これからの期待は近隣の環境整備
院内に投書箱「院長さんきいて！」を設置して、患者

さんや保護者の意見を募っています。施設自体やトイレ

に関する意見はほとんど見当たりませんが、子ども病院

に対する期待の大きさがひしひしと伝わってくるとのこと。

肯定的な意見の多い中で、近くに食事をする場所がな

いので不便です、という意見がありました。子ども病院

の近くには確かにあまりお店がないのですが、患者さんの

家族は24時間面会が可能で夜間もずっと付き添われる保護

者の方が多いため、このような意見が出ています。病院の

レストランは午後2時まで、売店は午後5時まで営業してい

ますが、さらに病院では無料の貸し自転車を3台用意し、

買い出しに利用してもらっています。

一方、病気の子どもを持つ親のために、ドナルド・マ

クドナルド・ハウスせんだい（15ページに参照）が病院

の敷地に隣接して建っています。入院した子どもの親を

支援するための宿泊施設で、日本では２つめに建設され

たものですが、親にとってはこれも心強い存在です。

子ども病院には診療科の壁がないといわれます。早急

な対処が必要となるためでしょう。あくまでも患者を優

先した医療体制を、ドクターを含めて必要なスタッフを

そろえることがもっとも重要なことがわかります。

4床室。どのベッドにも窓がついていて個室的。

廊下から個室を見る。まるで家の玄関のようにデザインされている。

4床室のこどもたちが使う、段差がある手洗い。

廊下は広くとられて、プレイコーナーやナースコーナーともなってい
る。家々の玄関が並ぶ「ご近所」をイメージしている。

外来の多目的ト
イレには、さま
ざまな利用形態
に配慮して、多
くのバリエーシ
ョンが用意され
ている。

図書室は入院患
者やお見舞いの
家族にとっても
利用高率が高い
ようで、いつも
賑わっている。
また、病室への
本の貸し出しサ
ービスを行なっ
ている。
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個室の平面計画は、慎重に検討が繰り返された。下の図はドクター、
患者、家族、介護など、それぞれの役割の人たちの動きに不便がない
ように検討している途中の概念図。
右側の4つの図面は車いすとトイレの関係のシミュレーションの図。

病室回り詳細図

所在地　宮城県仙台市青葉区落合4-3-17
設計監理　山下設計東北支社
施工　建築　大成建設・日産建設・奥田建設JV
敷地面積　39,226.8㎡
建築面積　 8,503.8㎡

延床面積　18,870.8㎡
病床数　160床
構造　鉄筋コンクリート造・免震構造
規模　地上４階・塔屋２階
工期　2001年11月～2003年８月
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宮城県立こども病院の計画におい

て、また現在も入院中の子どもたちの

ために重要な役割を果たしているのが

チャイルド･ライフ･スペシャリスト（Ｃ

ＬＳ）の藤井あけみさんです。ＣＬＳ

という職能は、いまだに日本では公的

に認知されたものではありませんが、

すでにアメリカをはじめ、いくつかの

国では公認の職能として、子どもの医

療環境をつくる上で、また運営の上で

も重要な役割を担った存在として活躍

しています。

宮城県立こども病院

病院を変えたCLS
チャイルド・ライフ・スペシャリスト

の存在

宮城県立こども病院の常勤である藤井さんはアメリカ

でＣＬＳの資格を取り、宮城県立こども病院の創設に参

画し、子どもの視点に立つことの重要性を主張し、子ど

もだましではない、大人にも真剣に取り組めるような楽

しい癒しの環境づくりに挑みました。

「病院は一般的に子どもにとってはマイナスの存在で

す。こわい場所、痛いことをされる場所です。ですから

ここで病院が何も努力をしなければ、病院は限りなくマ

イナスの存在になってしまいます。そこで病院はそのマ

イナスを埋めて、されにプラスになるような演出をしな

ければいけないと思います。

私が経験したアメリカの病院にはそれぞれテーマがあ

り、物語がありました。なんといってもディズニーラン

ドを生んだ国です。ファンタジーを大人が本気でやってい

るのです。

病院という枠にとらわれず、自由な発想で病院全体を

つくっていますね。入ったときには美術館やアミューズ

メントパークと見まがうばかりの空間が広がるのです。

宮城県立こども病院でも、できるだけ病院らしくなら

ないように、工夫しています。

病院自体にテーマがあり、物語があるわけですから、

トイレもその重要なファクターとなるといいですね。小

さな空間ですが、だからこそ思いっきり凝ることもでき

るのではないでしょうか。そこに発見や驚きがあったら

いいですね。子ども騙しではいけません。子どもこそ本

物が必要なのです」と話す藤井さんの優しい語り口には

強い意志がこめられていました。

今回の取材では、藤井さんが車いすに乗った子どもと、

病院の中を探検するのに同行させていただきました。

壁に描かれた動物の名前をクイズのように問いかけた

り、さまざまな部屋の機能を説明したりと、まるで子ど

もと友だちのようなやり取りでした。そのうち手術室に

たどりつき、そこで「明日はこのお姉さんたちがお手伝

いしてくれるのよ」という藤井さんの言葉に、「そう、あ

りがとう」という言葉が子どもの口から出てきました。

その間、子どもはリラックスした感じで、明るい表情を

崩しませんでした。

この子どもは翌日が手術の予定だったとのこと。遊び

の中でスタッフを紹介し、顔見知りになることでリラッ

クスさせ、手術に対する恐怖感を払拭してしまったので

しょう。ＣＬＳが付き添った場合、手術を嫌がる子ども

の数が非常に少ないというレポートもあるようです。

子どもの医療環境にとって重要な役割を果たすＣＬＳ

ですが、前述のように公認資格ではないため、病院とし

てもいろいろと難しい問題もあるようですが、藤井さん

の活躍を実際に目にすると、一日も早くＣＬＳという職

能が日本でも公認されることが期待されます。

チャイルド・ライフ・スペシャリストとは

闘病や慣れない病院生活における子どもの精神的負担をできる

かぎり軽減し、子どもの成長・発達を支援する専門職です。仕

事の内容は、病棟における遊びの援助、子どもの理解力に応じ

た説明、治療における精神的サポート、兄弟姉妹の援助など多

岐にわたります。子どもをひとりの尊厳ある存在として捉え、

子どもの心に寄り添い、子どもの目線に立つことを理念として、

1950年代から北米を中心に発展してきました。医療スタッフの

一員ですが、医療行為には一切関わらないため、子どもにとっ

ては「いやなこと、痛いことをしない安心できる存在」であり、

医療者と子どもや家族との架け橋的役割を果たします。

（浜松医科大学小児病棟チャイルド・ライフ・スペシャリスト：世古

口さやか　日本チャイルド・ライフ研究会ホームページより抜粋）

（http://claj.npo.gr.jp/）
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病気の子どもが親元を離れて入院生活を余儀なくされ

ることは、子どもにとって寂しく、辛い経験です。また

患者本人だけでなく、家族の経済的、精神的な負担は想

像以上に大きいものです。そんな家族をサポートする目

的で建てられたのが「ドナルド・マクドナルド・ハウス」

――付き添いの家族が利用できる宿泊施設です。ハウス

のコンセプトは"HOME AWAY FROM HOME"――我が

家のようにくつろげる第２の家です。

このような趣旨で建設されたハウスは、長期医療を必

要とする子どもの家族にとって、大変に貴重な存在とな

っています。母体は「公益財団法人ドナルド・

マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン」。

１）福祉、医療分野等におけるボランティアへの助成

２）ボランティア育成のための国際交流や国内外研修

３）ボランティア活動を振興するための普及啓発

４）宿泊施設の設置、運営などソフトとハード両面での支援

などを目指して設立され、原則的には子ども病院に隣

接した敷地に建設されています。

運営は病院とリンクし、プライオリティも病院に従っ

ています。運営委員長には病院長、運営委員としては副

院長や看護部長、ソーシャルワーカなどがあたり、ハウ

スマネージャーが実際の運営にあたるシステムです。

建設費と運営費は日本マクドナルド社をはじめ、多く

の企業や個人からの支援によって成り立っています。ま

た全国のマクドナルドの店舗に置かれたハウスの募金箱

にも支えられていますが、基本的にはボランティアに助

けられています。

宮城県立こども病院に隣接する仙台のハウスは2003年

11月に、日本国内では２番目のハウスとしてオープンし

ました。全体はふたつの棟で構成されています。玄関側

の共有棟には広くゆったりと落ち着いたエントランスホ

ール、キッチンと連続したダイニングルーム、さらにリ

ビングルーム、プレイルーム、図書館を兼ねた多目的室、

コンピュータルームなどが完備しており、当然、トイレ

もバリアフリーになっています。

この棟の背後には２階建ての宿泊棟が、プライバシー

を確保するために渡り廊下でつながれています。簡素な

がら居心地と使い勝手がよい宿泊室が用意されており、

ふたつの棟ともに外装や内装には多くの木材が用いられ

て、ナチュラルでやさしい雰囲気になっています。部屋

数は16室。通常はツインですがソファがベッドになり、

さらにエクストラベッドを入れれば４人まで対応できま

す。また、２室は大部屋となっており、使い方にはさま

ざまなバリエーションが考えられます。

「現在地域のかたがたを中心に187名のボランティアが

４人一組、３時間交替という体制を敷いてくれています。

また隣接する広瀬高等学校の生徒さんたちも協力してく

れています。私たちは、入院しているお子さんの看病に

疲れた家族のかたがたが、少しでも心の緊張を解いてリ

ラックスできる場となるように、努力しています」とは

ハウスマネージャーの中島康志さんの言葉です。

滞在期間は最大で４週間。入院期間が長期に及ぶ場合

には４週間の利用の後、いったんチェックアウトし、そ

の後は２週間あけてから再利用できます。再利用の宿泊

は２週間で、３回繰り返すことができるという規定です。

滞在中は自炊のためのキッチンが用意され、部屋の清

掃や後片付けは利用者がそれぞれ自分ですることになっ

ています。ハウスは利用者の経済的な負担を軽減しなが

ら、ボランティアの協力を得て少しでも快適な環境をつく

るための、地域ぐるみの協力体制で運営されています。

ドナルド・マクドナルド・ハウスせんだいー入院している子どもとその家族の宿泊施設

Home Away From Home

上 ハウスの外観。大きなウッドデッキが設
けられて、季節のよい時にはゆっくりとリラ
ックスできそう。

4枚の写真は上から右へエントランスホール、
スタンダードな宿泊室、ダイニングルーム、
多目的トイレ。いずれもゆったりとした空間
となっている。

※2005年掲載のため、文章内容
が現在と異なる部分があります。
ご了承ください。
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