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病院は医療技術の最先端を目指しながら、常に進化を続けています。
同時に、これまでの経験を生かしながら、
よりよい癒しの環境を整えるために、環境改良の努力が続けられています。
今回は、一般的な手法に対して、
新たな提案を投げかけた試みを中心に紹介します。
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落ち着きのあるロビーの、座り心地がよいソファ

ーにもたれて、自動演奏のグランドピアノの曲を聴

きながら、明るく開放的な庭園を眺めている人たち。

笑顔で親切なフロントのスタッフたちと、トイレ

の入り口にさりげなく飾られた生け花。

玄関から２階のロビーに上がるエスカレータの両

脇の花壇と、ロビーの天窓から柔らかく陽光が差し

込む喫茶コーナーでくつろぐ人たち。

これらの施設はホテルではありません。病院なの

です。

病院のルーツは中世の修道院の救護活動に遡り、

聖地を目指した巡礼者に宿泊を提供し、看護を行な

った修道院をホスピスといい、後に機能が分化して、

ホテルとホスピタルに至ったといわれています。

客をもてなすホテルと、患者さんを癒し治療する

病院は、機能は異なりますが共通する点もあるよう

です。

私たち「癒しのトイレ研究会」は、清潔で使いや

すく、安心して使える快適なトイレを「癒しのトイ

レ」と表現し、病院のトイレを「癒し」の視点から

見直すことで、施設全体が見直され、患者さんに優

しく質の高い病院に変身して欲しいとの思いで、病

院トイレ改善の啓蒙活動を行なっています。

2002年からトイレを中心に病院を取材し、毎年冊

子を発行してきました。

今回の冊子でご紹介した病院は、トイレや病室の

モデルルームを製作してシミュレーションを行なう

など、完成までにさまざまな試みがされました。い

ずれの病院も患者さんへの思いが、病院のスタッフ

と設計者のコラボレーションによって、トイレを含

めた施設や運営に反映されています。

癒しのトイレづくりを心がけている病院は、トイ

レ以外の施設や運営にも、患者さんへの配慮が行き

届いている感が、取材を通して年々強くなってきま

した。

この冊子が、病院トイレの改善や、病院建設など

のご参考になれば幸いです。

癒しのトイレ研究会事務局

�嶋弘明

はじめに
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中谷 武蔵野赤十字病院長の三宅祥三さんを主任研究者

として、分担研究者である筧淳夫さんたちが平成15、16

年度の厚生労働科学研究費補助金による医療技術評価総

合研究事業でまとめられた研究報告書『医療施設におけ

る療養環境の安全性に関する研究』の説明を初めてうか

がったとき、これは医療や医療施設に関わる人たちには

ぜひ知ってほしい内容だと思いました。そこで、この報

告書を中心となってまとめられた筧さん、研究協力者と

して協働された橋本美芽さん、杉山良子さんからお話を

伺いたいと思います。また、癒しのトイレ研究会の会長

であり、現在、アメリカの医療施設において同様の研究

を進めている　　　　さんにもおいでいただきました。

よろしくお願いいたします。

私たち、癒しのトイレ研究会は、排泄は人間の基

本ですので、とくに医療の場において本当に幸せになる

ためにはトイレ環境が良くならなくてはいけないと考え、

研究し、毎年１冊ずつ本にしてきまして、これが５冊目

です。

今回は病院内の安全性ということで、とくにトイレ内

での転倒事故に焦点を絞ってお話を伺いたいと思います。

転倒転落事故が起こる原因は？
筧 最近、医療事故が話題になっています。もちろん、

医療関係者が事故を少なくしようと一生懸命努力されて

いる中で、転倒転落に関してはどう取り組んだらいいの

かなかなか見え難いところがあり、平成15年、16年の２

年計画で、三宅祥三先生を中心として、この研究会を立

ち上げました。

転倒転落というのが他の医療事故と大きく異なるのは、

きっかけをつくるのが医療スタッフではなく、患者さん

自身なのです。ほとんどのケースで「患者さんが動く」

ことが最初のきっかけになっています。

ですから医療スタッフが「気をつけよう」「今までの自

分たちのやってきた医療業務を見直そう」というのでは

なかなか解決しきれない側面がたくさんあります。そう

いう意味では、この研究報告書の研究過程でも医療スタ

ッフから議論が出ましたが、「目と手の数」で解決するに

は限界がある、というのが現実ではないでしょうか。

では、どのようなアプローチをしたらいいのか。医療

スタッフが見ていないところで転倒転落を起こさないよ

うにしたり、もし転んだり落ちたりしても怪我をしない、

事故にならないようにするにはどうしたらいいんだろう

か、というのが最初のイメージでした。

そこで、転倒転落の事例を約２年間にわたって調べ、

約150件の事例を丹念に追いかけました。ベッドからの転

落、ベッド回りでの転倒、それからトイレでの転倒、廊

下での転倒と大きく４つを取り上げて、具体的にあった

事例をきちっと振り返ることによって、なおかつその事

例を物的な環境の側面から振り返ることによって、どう

いう状況でそういうことが起きたのか、それからじゃあ

それに対応するためにはどういう環境を整えていったら

いいのか、ということを整理しようと試みたわけです。

やってみてよくわかったことは、全国的にも病院では

すでに転倒転落に関してアセスメントをしているわけで

すが、これはリスクのアセスメントなんですね。いろん

な症例や、患者さんの特徴を調べたりして科学的に見え

るんだけど、では、転びやすいという患者さんにどうい

う対策を立てるのかとなると、医療スタッフのカンと経

験と度胸と、いまある病院の人的資源で決まってしまう。

そうではなく、どういう患者さんにはどういう環境を

しつらえてあげたらいいのか、ということをきちっと考

えていく必要があるだろうと。その整理をしたわけです。

座談会　病院トイレの安全性の向上を目指す

患者の様態にふさわしい
環境を考える
事故原因の解析から見えてきた要因と解決方法

出席者

筧　淳夫（国立保健医療科学院施設科学部長）

橋本美芽（首都大学東京健康福祉学部准教授）

杉山良子（武蔵野赤十字病院医療安全推進室・専任リスクマネージャー/看護師長）

（日本医科大学医療管理学教室助教授・癒しのトイレ研究会会長）

中谷正人（司会・中谷ネットワークス）
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自分の意図で、ひとりで向かうトイレ
筧 実際にやってみて、いろんなことがわかってきまし

た。とくにトイレに関しては、トイレのしつらえ方にそ

もそも問題があるといったケースも多々あるし、それか

ら一方で医療スタッフが非常に忙しいので、トイレまで

は誘導するんだけれども、排泄が終わるまでは付き添え

ないからそこで離れてしまい、患者さんが待つことを我

慢しきれず、自分で動いて転んだ例がありました。また

トイレの前で転ぶといったことも起きてました。

トイレではなく、ベッド回りでの転倒やベッドからの

転落にしても、実は排泄に行こうとしていたと想定でき

るケースもいくつかありました。トイレに行く、排泄を

するということがきっかけになっているケースが多分に

あります。明らかにベッド回りでの転倒が、件数として

ははるかに多くて、トイレ回りの件数は少ないのですが、

排泄がらみでの転倒転落と考えると、まだ分析していま

せんが、かなりあるんではないかと想定しています。

中谷 病院内で入院患者さんがベッドからどこかに行く

動機は、排泄以外にはどういうものがあるのでしょうか。

杉山 検査に出ていることが考えられます。しかし、自

分の意図でというのはやはり排泄が一番ですね。それに

検査の場合にはほとんど看護師さんが付き添っていきま

すから、まず問題は起こらないと思います。

橋本 ご本人にとって待てるか待てないか、緊急性の高

さでは排泄に起因することが多いと思います。検査の時

なら、その時間にベッドで待っていれば迎えがきます。

ところが排泄は生理現象ですから予定外ですし、後回し

にできない。

とくに急性期の患者さんですと、人の手を借りて排泄

をする、トイレの中にまで人が入ってくるということに

あまりなれていらっしゃらない。そういったことを人に

頼むことにまだ戸惑いとか遠慮がある方たちが、尿意を

催したときに後回しにできず、予定外に動き始めるとい

うことが原因になりやすい。

アメリカの転倒防止策
アメリカで「転倒事故」はSentinel Events 、警鐘

的事例といいます。これは死ぬかもしれないという重要

性から、根本原因分析をやっています。それによると、

Orientation、Trainingというのが一番多い原因で、二番

目がCommunication。三番目がPatient Assessmentで患

者の評価、四番目がCare Planning、五つ目がPhysical

Environmentという、実際の状況ですね、それから

Alarm System。このあたりまでで40パーセント近くなり

ます。

それに対してアメリカのJCAHO（Joint Commission on

Accreditation of Healthcare Organizations/合同医療施設

評価委員会）が、これをなくすためにSentinel Events

Alart NO.14を出しました。その予防策をとったとたんに、

転倒率の報告数がトントンと下がっているんです。

彼らがなにをするかというと、まず前にも転んだこと

があるかどうか。次に全体的な認知レベル、さらに障害

の稼働性、どれだけバランスをとれる人か、４番目は慢

性疾患、５番目が栄養状態、６番目が痛みのレベル、７

番目が日常生活能力、８番目は薬剤の服用、特にたくさ

んの薬剤を服用していると続くのですが、このような評

価を第一番にしなさいといってました。

根本的に転びやすい可能性がある患者さんは、トイレ

に行きたかろうとそうでなかろうと転ぶのである、とい

うような感じなんですよ。

今年オーストラリアで出たデータによりますと、病院

や高齢者の施設で、患者さんや入居者にカルシウムとビ

タミンDを半数に与え、残りの半数には与えなかった。す

るとカルシウムを与えたほうが転倒しなくなった、とい

資料を持ち寄って、真剣に討論をされました。左から　　、橋本、杉山、筧の各氏。
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うきれいなデータが出ました。患者さんは一般的に転び

やすいと思われているんですが、そういう根本的なこと

を直せば、トイレの転倒も減らすことは可能なんですね。

このJCAHOが2005年に出したレポートには、転倒転落の

一般的なリスクを減らすには、というテーマでいろいろ

書いてあります。

このようなことを知っていて、かつトイレについて、

筧先生たちがなさった調査研究と、両方する必要がある

かなと私は思っているんです。

それから、アメリカのある高齢者施設に、平均年齢90

歳でみんなが元気、というところがあります。そこでは、

転倒予防の第一は視力だというんです。視力検査と聴力

検査、そして自分の足に合った適切な靴を履くこと。日

本のスリッパは、もう転倒しなさいっていってるような

もんで、あれは危険だと思います。とくに高齢者にスリ

ッパは絶対にいけませんね。

そういう根本的に危ないことはいけないと、筧先生に

いっていただいたらいいですね。まず足元を固めること、

視力のチェックをよくすること、そして十分な照明をす

ること、という基本線を確実にして、それから個々の問

題をディスカッションしたらいいのかなと思いました。

筧 先生のおっしゃったJCAHOのSentinel Eventsは

リスクのアセスメントをされているのですよね。リスク

をいかに少なくするかということですね。

今回、杉山先生や橋本先生と一緒に調査させていただ

いたのは、さまざまなリスクよりも、患者さんのバラン

スだとか稼働性であるとか日常生活のレベルといったこ

とが、トイレに行くといった動作の中で、どのように転

び方に結びつくのかとか、座位を保てるのか保てないの

かといったことにどう絡んでくるのかということでした。

それを明らかにすることによって多分対策が変わってく

るんだろうと考え、アセスメント表のようなもので、患

者さんのレベルというかタイプ分けと、対策との関係を

示すことができないだろうか、というようなことをやっ

てみたんです。

患者の認知力が鍵
橋本 発端研究者として横井郁子先生がいて、私は研究

協力者という立場だったんですが、横井先生が実際に事

故を発見した、または患者の担当だった看護師さんに事

故の報告をすべて書いていただくなかで、 先生から

ご指摘のあった既往歴、認知力、バランス能力、当然入

院中ですからわかりますので慢性疾患の状況、栄養状態

一般、 ADLなどすべてヒアリングをしまして、調査用紙

を配布して記名で書いていただきましたところ、全部記

入されてるんです。

ということは、そういうアセスメントの用紙が配布さ

れ、かつきちんとした体制が組めれば看護師の方々もそ

れをちゃんと理解し、評価する能力を十分備えていらっ

しゃる。ですからそういった視点を看護教育の中で与え

ていけば、患者の転倒予防という観点で、患者さんが今

どういう状態にあるかということを十分に把握可能だ、

というのがこの研究報告書の結論なんです。

すばらしいですね。

橋本 その患者さんの状況を把握する指標の上位に位置

づけたのが、身体能力でなくて認知力なんです。

先ほどのお話しでは２番目に位置づけられていた認知

力がこの報告書でも上位にあり、身体能力はその下位に

位置づけて、結局一番転倒に結びつく原因は認知力であ

るとして、それに合わせたタイプ別の対策表を、筧先生

を始め皆さんでつくられたんです。そういう意味では、

皆さんすでに視点は共有していらして、問題点を見据え

ていらっしゃる。

橋本美芽さんが作成した「病棟の転倒事故と医療環境」の資料より抜粋
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薬物服用と認知性
杉山 入眠剤、睡眠剤を服用していて転倒というのもあ

りますが、今ちょっと問題にしているのが抗凝固剤です。

普段はなんでもないんだけど、抗凝固剤を飲んでいる人

は頭を打ったときに急性硬膜下血腫などの思った以上の

大きな事故になる。その人が夜中に暗い中を歩いていっ

て、トイレでふらっとということがありますね。神経的

な問題でそこで倒れて、下が固いから急性硬膜下血腫で

すぐに手術という事例を何件か病院で経験したんです。

ですから、トイレの内装材の材質なども考えないとい

けないし、手すりをあらゆるところに、必要なところに

はすべてつけなければいけないと、すごく感じました。

筧 転倒防止対策を立てるに当たって、ぼくらは３つの

評価項目を想定したんです。

まず、認知、理解力の問題。痴呆とか環境移行に伴っ

て入院当初などに問題行動を起こしたり、薬によっても

うろうとしているような場合がありますね。

ぼくらの研究では話を単純化しようとして、そこに

「いうこときかない患者さん」というのも入れたんです。

座っててくださいね、お手洗いにいきたかったら呼んで

くださいねっていっても、「わしゃできる」っていう人。

それから、動作能力の問題も検討しなくてはならない。

３番目には「今転んで欲しくない患者さん」。どうして

も対策というのは均一にはできない。決定的に集中的に

やりたい、ということがあります。たとえばいろんなラ

インが入っているとか、抗凝固剤を使用している患者さ

んのような場合ですね。

ぼくらはこの３つがポイントではないか、ということ

でアセスメントしたんです。それぞれのタイプごとに対

策を立てられないかと考えたんです。

新しいタイプのトイレが必要
ところで、車いす用のトイレでの転倒事故は一般

トイレと比べてどちらが多いんですか。

橋本 確かな数ではないんですが、今回の調査では転倒

が起きたのは車いすを使っている方が多いということで

はなく、「車いすの方たちが使うスペースの広いトイレで

の転倒」がほとんどだったんです。

広いほうが転倒が多い！？

橋本 はい。何らかの理由で車いすを使っていなくても

広い方を選ばざるを得ない身体状況、または病院の側で

看護師さんが誘導しているわけですね。その環境が患者

さんに合っていないらしいことが少しわかってきました。

例えば、点滴をしていたら、自立して歩行能力があっ

たとしても狭いブースに入れませんね。何らかの条件が

一般のブースに当てはまらないという理由で車いす用ト

イレを使われて、その中で実際に転倒しています。とこ

ろが車いすユーザーの転倒というのはほとんどない。

今までの概念での、一般的ブースか車いす用かという

２種類だけということ自体に問題があるのかもしれない。

新しいタイプのブースの開発が必要かもしれないという

ことが、この研究会の中で議論されているんです。

欧米なんか車いす用トイレなんてなくて、みんな

同じ大きさですね。

橋本 ただ広ければいいかというと、失調症状が顕著な
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時はかえってデメリットになることもありますね。

ADLの能力、身体機能の状況の二者択一ではなく、多

様な選択ができるようなトイレ環境づくりが必要です。

筧 いま日本の病院では一般用と車いす用の２種類のト

イレをひとつの病棟の中で設けていますが、いったいど

れぐらいの比率で各病棟に必要なのかということを考え

たんです。それを調べてみたらですね、実はすごく衝撃

的な結果が出ました。

簡単にいえば、車いす用のトイレは要介護の患者さん

も使います。そういうような車いす兼要介護のトイレを

必要とする患者さんが少ない病院であっても、病棟40床

に対してひとつからふたつは必要だと思われます。

そして、一般用でなく車いす兼介護用トイレがいいん

じゃないかと考えられる患者さんが多い病棟になってく

ると、病棟の中に１個や２個じゃ足りないわけです。

今、日本中の病院でどういう設計をしているかという

と、普通病棟の中の各病室につけるトイレは一般用で、

あとは病棟全体に車いす兼介護用のトイレが１個２個と

いう設計が標準で、ありとあらゆる病棟がそういう設計

になっているわけでしょう。そうすると行動能力とか転

倒転落という側面から考えたときに、実は今の日本中の

病院の急性期病棟の設計が間違っているんじゃないかと

考えられます。

これは研究報告書には載ってないんです。報告書をま

とめた後に分析して気づいたんです。ちょっと衝撃的で

したね、これは。

現場の声がトイレを変える
中谷 この報告書は全国に配布されているんでしょうか。

筧 厚生労働科研の研究報告なので、日本中に配ること

を目的としてつくったものではないんです。

とはいいながらも、それなりにできたかなと思ってい

るので、この２年間の研究報告は国立保健医療科学院の

私たちの施設科学部ホームページの中にPDFファイルで

入っているので、どうぞご覧ください。誰でもアクセス

できますので確認していただき、現場で使っていただき

たいという趣旨でつくっています。

（http://www.niph.go.jp/soshiki/shisetsu/index_j.html)

中谷 この報告書を基にして、さらに多方面から研究さ

れたり、さまざまなデータが集積されて精度が上がった

らいいと思うのですが、いかがでしょうか。

杉山 私は現場で看護師としてケアしていながら、建物

自体は既存のものとして仕方がない、現実的にそういう

受け入れ方をしていました。

たとえばトイレの便座の高さが患者さんにとってどう

かといったことは少しも考えられませんでした。私たち

は実際に患者さんを移すために動かなければならないし、

そのためのテクニックを磨かなければならないのであっ

て、病院の建物自体に意見をいったり変えるなんてこと

はできないんじゃないかと諦め観がありました。

でもそうではなかった。今回この研究に参加して、ト

イレひとつでも、私たちが意見をいえば変わる可能性が

あることに気がつきました。

私たちだからこそ、この患者さんにはこういうトイレ

がいいでしょう、こういった手すりがいいでしょうとい

ったことを、看護の現場からいわなければならないこと

に気がついたのです。これがこの研究のすばらしい点で

あったのかと認識してます。

筧 本来は病院の安全に関するスペックを考える役割を

すべて建築家や、部材や機器メーカーに依存してしまう

のは間違いだと思うんです。

看護に関わる人たちが「環境をどうつくるか」という

ことを考えられるようになった。そういう人たちと一緒

に環境をつくっていくことが大切だと思うんですね。
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中谷 そうしますと、この報告書はこれで終わりではな

くて、また新たな研究なり調査なりが始まるのですか。

新たな挑戦は研究から実践へ
橋本 はい、もう始めています。たとえば手すりの形状

ですが、座り続けやすい手すりと、立ち上がりやすい手

すりとが、現在はしっかりと壁に固定されたL字型として

ひとつの形状にまとめられていますよね。そのつくり方

については多少発展の余地があるかなと思います。

車いすから便器に乗り移るときに、うまく手すりをも

てないから、手を便座においてしまうという例がありま

す。その理由は正しい位置に体を持っていってないから

か、それとも手すりの形状が合っていないから、あるい

は組み合わせた相互に理由があって不安定感を増長して

いるのか。そういった視点から見ると、病棟のトイレの

中で発見するものはたくさんあると思います。

この調査で考えさせられたんですが、病棟のトイレを

考えるときに、看護師さんたちは「どう移すか」に着目

しているのですが、「移す」ということの安定性について

は、あまり建築的な配慮がないんです。看護師が力技で

乗せる、看護師が身体を守るからいいんだという発想で

つくられている。

それに対して、患者さんの力も一緒に使って、さらに

安定性を高めるというような環境のつくり方もあるので

はないかと思うんです。

いろんな能力の方がいらっしゃいますから、その方た

ちの能力を組み合わせられるような環境があれば、安定

性はもっと高くなるなっていうことを、さまざまな病院

を見学をさせていただいた中で気づきました。

今回の報告書の中に書かれているように、転倒事故を

起こした多くの方たちは高齢者です。小柄で、脊髄損傷

を負った方々で、若くてパワーのあるような方々ではな

い。そういう方達を想定したときに、もう少し小ぶりで

もいいんじゃないでしょうか。

メートル法の基準に基づいて作られた２ｍ角のトイレ

と、尺貫法でつくられた木造住宅の狭い柱幅に合わせた

内法160cm角のトイレと比べると、160cmのほうがぴった

りと収まっている。アンチバランスのときの姿勢保持の

状態のぶれでいうと、160cmの方が実はよかったりする

んです。

でも、その通りカッチリつくってしまうと、看護師さ

んたちの動きにくさになってしまうんで、介護しやすく

て、固定性が高く、かつ高齢者の患者さんの身体状況に

合わせた寸法の見直しが必要かもしれませんね。

公共施設の多目的トイレの寸法というものがあるので

すが、体格のいい若年層を対象とした寸法のようですね。

筧 障害者という言葉を使っていた昭和40年代は、対象

が高齢者じゃなかったですから。

杉山 労災、労働災害です。ですから対象は働き盛りの

年代でしたね。

筧 ところが状況が変わってきているのに、寸法はその

ままという辺りに今後の課題がありますね。

私が代表幹事を務めています癒しの環境研究会は

とても大切なことを５つに分けてまして、いちばんの癒

しの基本は「安全」なんです。それからリラックスする

こと、３つ目が効率がいいこと、４つ目が活動的になる、

そこで元気になること、そして５つ目が生き甲斐になる

とか将来にわたって生きていこうという気になること。

先生方にお話しいただいたことは、癒しの環境、病院

全体、医療全体が基本としてもっていなければならない

姿勢ですね。

中谷 本日はどうもありがとうございました。
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病院の運営にＰＦＩを導入

400床の県立病院と410床の市立病院が、老朽化と狭隘

化を理由に、整備充実計画を策定したのが始まりでした。

建て替えを視野にいれた整備計画でしたが、いずれも総

合的な病院であったため、県と市による検討委員会が組

織され、21世紀の医療提供のあり方を見据えて導き出し

た結論は、ふたつの病院を統合整備する計画でした。

1998年11月に、この整備事業の主体となり統合新病院

の開設者となる「高知県・高知市病院組合」が設立され

ました。同組合は99年３月には統合新病院の整備基本計

画を策定し、翌2000年４月に、島根県立中央病院長とし

て病院統合情報システムを稼動させるなど、患者さん中

心の医療を実践していることで知られる瀬戸山元一さん

を、院長予定者として組合理事に迎えました。

公募により「高知医療センター」と決まった新病院では、

「患者さんが主人公の病院をめざして」という基本理念が

掲げられ、これを達成するために、病院運営に民間企業

の運営ノウハウを活用して、病院組合との協働によって

病院経営を行なうという、ＰＦＩ方式が導入されたのです。

病院としては全国的に見ても初の試みで、地元紙は

「高知版ＰＦＩ」と呼び、期待が膨らみました。

ＰＦＩを担当する企業として応募した４グループの中

から、審査によって最終的に選ばれたオリックスグルー

プがＳＰＣ（特別目的会社「高知医療ピーエフアイ株式

会社」）を設立して、病院組合や設計者との協働に参画し

ました。

新築される病院の設計者選定は公開プロポーザル方式

で行なわれ、数多くの応募案の中から審査の結果、全国

的な規模を持つ佐藤総合計画と地元の西川設計とのジョ

イントベンチャーが設計者として選ばれており、SPCの

設立時には実施設計がまとまっていました。

一方、オリックスグループは応募時に行なったさまざ

まな技術提案が評価されて選ばれたのですが、病院の建

設プロセスでは実施設計完了という時期にあたり、新た

な提案をどのように建築で実現するか、関係者全員の努

力が傾注されることになります。

患者さんが主人公の病院とは

ホテルの運営に実績を持つオリックスの方針は、医療

をサービス業としてとらえたものですが、実際にそれを

一般的な病院施設で行なおうとすれば、具体的な機能と

ともに、さまざまなところに違いが出てきます。一般的

に「ホテルみたい」という言葉には華やかさや豪華さと

いったイメージが重なります。一方、「病院みたい」とい

う言葉からどのようなイメージが喚起されるでしょうか。

これを変えるのが目的のひとつでもあります。

オリックスグループでこの事業の施設総括監理にあた

ったのは、オリックス・リアルエステート運営事業部の

松田卓穂さん。以前、建設会社に勤務していた間に15の

病院建設に携わった経験があり、その経験から経営者や

ドクターとともに、看護師さんたちから現場の意見を聞

くことが大切だということを知っている人でした。

「患者さんが主人公の病院をめざして」という病院側

が提示した基本理念に沿って、設計者は以下の６つの設

計コンセプトをもって計画を進めてきました。

１　地域性、敷地環境を配慮した病院にします。

２　明るくわかりやすい病院にします。

３　患者さんに優しい病院とします。

高知医療センター
PFIの参画によってホスピタリティの向上を図る

円形にペーブされた南側の庭越しに見る。右がくろしおホール、中央部正面がふれあいロビー、高
層部が病棟。
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４　患者さんの立場に立ったサービスが提供できる病院

にします。

５　安全で安心できる病院にします。

６　経済性・効率性・将来性を考慮した病院にします。

これに加えて松田さんたちＳＰＣは患者さんサービス

向上のために次の３点を実現したいと望んでいました。

１　ホスピタリティ豊かなエントランス・ロビーとしたい。

２　清潔感のあるきれいなトイレを提供したい。

３　おいしい食事を提供したい。

ＳＰＣの持っているノウハウを生かすべく、実施図面

をもとにさまざまな検討が繰り返された結果、設計を変

更したい項目の数は273にものぼりました。

とくにエントランス回りとトイレの計画は全面的に見

直されるのですが、「皆さんの要望を実現するためには何

とかしましょう」といって立ち上がったのが佐藤総合計

画設計長の永井豊彦さんでした。基本設計が終わった段

階からの構造躯体に関わるような大幅な変更はほぼ不可

能といってもよいでしょう。限られたコストと時間の中

でどこまで理想を実現できるか、大きな挑戦だったと思

われます。

「病院」より「街」をイメージさせる空間づくり

正面エントランスから入るとコーヒーの香りが漂い、

ピアノの音が流れてきて、ホテルのロビーかと見紛うほ

どに明るく開放的で気持ちのよい空間が広がっています。

紗のように透明感がありながら空間を軽く仕切っている

のは、高い天井から吊り下げられたステンレス製のスク

リーン。「ふれあいロビー」と名づけられたこの空間では、

クリスマスコンサートなどさまざまな演奏会が折々に開

催されます。プロも出演しますが、ドクターのグループ

や友人たちによる演奏も披露されるなど、アクティビテ

ィの高い空間となっています。

取材に伺ったとき、ソファに腰掛けている患者さんの

横で、病院のスタッフが膝をつきながら説明している姿

が印象的で、ＳＰＣが掲げたひとつ目の目的は達せられ

ているのを、目の当たりにすることができました。これ

までは順番待ちをした後に薬局のカウンターの前に並ん

で薬を受け取るのが当たり前でした。ここでは、スタッ

フは患者さんと同じ目の高さで話すように教育されてい

ます。患者さんとスタッフとが、一緒になって病を癒そ

うとする姿勢が見えるようです。

１、２階は外来診療および管理部門を中心としたフロ

アで、病院機能に加えて、１階にはコンビニエンススト

アやコーヒーショップ、２階には「くろしおホール」と

名付けられたオーディトリアムがあります。このホール

は医療関係の研究発表や研修などのためのスペースで、

手術室からの実況映像をスクリーンで見ることもできま

す。また、演奏会や演劇などの娯楽的なものも上演して

おり、利用者も病院関係者や患者さんをはじめ、一般市

民や県民まで幅広く活用されています。

くろしおホールホワイエのサッシには高知県産のヒノ

キの集成材が用いられ、壁面には伝統的な土佐漆喰が塗

られるなど、地域の伝統や文化に対する配慮も行き届い

ています。

なお、診察室には最近オフィスでも話題を呼んでいる

フリーアドレス制が採用されています。これは個人の席

を限定せず、空いている場所で仕事をするシステムです。

診察室内の構成は、特殊な診療科以外はほとんど同じで

ふれあいホールの見下ろし。高知市の中心部から車でほぼ20分の距離にあり、周辺には豊かな自
然の風景が広がる。

くろしおホールの壁面は伝統的な手法で土佐
漆喰が塗られ、窓のサッシには高知産のヒノ
キの集成材が用いられている。

くろしおホール内部。
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ラウンジ�

トイレ�

事務室�

スタッフルーム�

くろしおホール�

なるほど�
ライブラリー�

外来コリドール�

コンビニ�

玄関�

ふれあい�
ロビー�外来コリドール�

仕様は男女とも
同じで大便ブー
スの扉には円弧
状に移動するス
ライディング方
式を採用。また
壁面の各所に、
木炭を利用した
防臭材をパンチ
ングメタルでサ
ンドイッチした
パネルが用いら
れている。

男子用外来トイレ。

病棟基準階平面図

２階平面図

１階平面図

外来トイレ入口には職員
の手によって生花が生け
られている。

女性トイレにはバウダーコーナーが用意され
ている。
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す。診療科によって診察室を固定せず、状況に合わせて

診療科のゾーンを増減し、効率的な診察ができるように

配慮された方法で、同時に将来の診療科の変更などにも

対応できるフレキシブルな考え方です。

外来用トイレへの気配り

外来の患者さんたちのためのトイレには、子どもと女

性を大切にという基本的な姿勢から、女性トイレにはパ

ウダーコーナーが設けられるとともに、冷房も用意され

た快適なトイレとなっています。

多目的トイレは右勝手と左勝手があり、さらに一般便

器に加えてオストメイト対応と身障者用便器とが別々に、

それぞれ数ヵ所に分散して設けられています。さらにト

イレ内には使用器具に応じて使いやすい位置にシングル

の紙巻器が複数個配置されています。さまざまな症状の

患者さんの具体的な使い方を想定した上で、それぞれに

対応できるように配慮された結果です。

トイレの扉を外に開くか内側に開くかは、いつも問題

になります。内部で倒れたときなどの内部救助の場合に

は外開きが有利です。しかし、外開きだと中から出ると

きに、外にいる人にぶつかる可能性があります。ここで

採用されたのは円弧状の軌跡を描くスライディング式の

扉です。また、スペース的に余裕がないところでは扉の

中にもう１枚の扉が設けられて、非常時には内側の扉が

外に開くようになっています。（P14の写真参照）

防臭対策としては木炭を原料とする板を松田さんが探

し出し、それをパンチングメタルでサンドイッチしたパ

ーティションを開発して利用しています。壁材に用いら

れたのは大理石風の表情を持つ、600mm角の大判セラミ

ックタイルです。タイルを大判にすることによって目地

を少なくし、汚れが溜まりやすい目地の量を減らしてい

ます。なお、清掃は外部への性能委託です。清掃回数を

決めるのではなく、トイレをいつも清潔な状態に保つこ

とに主眼を置いたもので、クレームがつかないように清

掃・管理することが求められるものです。

入院患者の居住性向上に県民、市民も参加

病院の建設中に、１床室、４床室そして診察室のモデ

ルルームが一般公開され、1,000人以上の県民や市民が訪

れ、そこで行なったアンケートの結果が設計に反映され

ることになりました。アンケートに答えたのは10代から

70代までの人びとで、約550もの意見が寄せられました。

トイレに関する主なものは防音、防臭、そして夜間の使

用時に光が病室に漏れ出さないことなどでした。

病棟は１フロアが２看護単位で構成され、１看護単位

は48床。病室のトイレは分散型が基本で、１床室のトイ

病棟は分散トイレに加えて、看護単位にひとつ集中型トイレが用意さ
れており、女子トイレのブースにはベビーチェアが設置されている。

病棟の集中型トイレに用意されている多目的トイレの仕様は外来と同
じで、多様な利用者と使われ方を想定して計画されている。

病室の手洗いコーナーにも、家庭の洗
面室を思わせるデザインが用いられて
いる。 外来用多目的トイレ。さまざまな場所に紙巻器が設置されている。
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レとも、すべてウォシュレットが装備されています。４

床室のトイレの便器は軸線に対して45度振られています。

そのため、便器に腰掛けたときに目の前に扉がくること

なく、視線が対角線方向に向かい、狭いトイレでも広く

感じられます。また、ギブスをはめているなど、脚を曲

げられない場合でも、脚を前に伸ばしたまま入れる余裕

が足元に生まれます。

扉は通路から引き込み、病室側に吊元を持ってくるこ

とにより、外開きでも外にいる人に当たる危険性を減じ、

夜間の利用時にトイレ内の明かりが病室内に届かないよ

うになっています。

これらとは別に、車いす対応とオストメイト対応、そ

れに便器の右勝手と左勝手が組み合わされてふたつの多

目的トイレが、さらに見舞い客用を兼ねて男女のトイレ

各１が、１看護単位に用意されています。

病室の居住性については、一般的なパイプのベッドで

はなく、家庭で使うようなアメニティのあるものを特注

し、室内照明も間接照明が主体となっていて、柔らかな

拡散光が落ち着いた雰囲気をつくり出しています。読書

灯も無影灯のような効果を出す工夫がされています。反

射板を組み込んだ上部間接照明と、左右にふたつの光源

をもつ下部間接照明との組合せによって、患者さんはど

のような姿勢でも影ができずに本を読むことができます。

多床室の場合、空調は一括して行なわれることが多い

のですが、ここではベッド毎に調整できるような空調シ

ステムが導入されています。

ＳＰＣが拡大したＩＴの活用

ベッドサイドにはパソコン端末機能をもつ液晶モニタ

ーが設置されており、これがテレビの視聴やインターネ

ット接続が可能なまでにスペックアップしたのはＳＰＣ

の提案のおかげです。この端末から前日の夕方までに予

シャワー室�

シャワー�
ブース�

女子� 男子�

多目的�
トイレ�

多目的�
トイレ�

4床室�

４床室の空調方式
ベッドサイド下部から吹き出し、天井から吸い込む。

（資料提供　佐藤総合計画）

病棟部分詳細図。
個室、４床室と
もに分散型トイ
レが用意されて、
多目的トイレが
集中型トイレと
して、シャワー
ブースとともに
用意されている。

左の写真は採尿室のトイレ。遮音性を重視した関係でスライディング
式の扉が採用できなかったため、内開きの扉に非常用の外開き扉をつ
けた二重扉となっている。右の写真は非常用の扉を開けた状態。
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約すれば食事をオーダーすることもできます。

患者さんはオーダーとともにリストバンドに記入され

たバーコードも入力します。オーダーの内容がその患者

さんにとって相応しいかどうかは担当医が判断し、必要

ならばアドバイスを与えます。患者さんを特定するため

のバーコードですが、カルテや顔写真などとともにさま

ざまなデータが統合情報システムとして一元化され、患

者さんの快適な医療生活と確実な医療を実現しています。

食事は病棟配膳システムが採用され、温かいものは暖

かいうちに、冷たいものは冷たいうちに食べることがで

きます。また、各病棟には管理栄養士がいて、患者さん

ひとりひとりについて食事内容や残食を確認しながら栄

養状態をチェックして、コンピュータを利用して栄養管

理をしています。

ベッドサイドの端末は各種診療情報の提供や、患者さ

んから病院に対するクレームなどにも利用されます。患

者さんから寄せられたクレームと、それに対する具体的

な対応方法もこの端末に公開されるため、病院内のコミ

ュニケーションを高める結果となっているようです。

災害への対応

高知県は南海地震の発生が予想されています。高知医

療センターは災害発生時にも病院機能が維持できるよう、

免震構造となっています。また、外来ホールから１、２

階の待合や廊下、診察室までが治療スペースとして機能

するように、壁には医療用の配管が施されています。さ

らに、施設だけが無事でも医療活動はできません。同時

に建設された３棟の職員宿舎にも免震構造は採用されて

います。

アメニティ

ロビーやくろしおホールの家具のセレクトや色彩計画、

各所に置かれたアートなどが、病院全体に居心地のよい

環境をつくり出しており、病院らしくない病院が実現し

ています。

そして、それ以上に、病院スタッフの患者さんに対す

る態度の中にホスピタリティが感じられて、ＳＰＣの役

割が実感できる病院となっていました。

上記の新しい試みは、新しい病院建築のありかたを求

めて、サービスという側面からさまざまに提案をし、そ

れらを慎重に検討しながらたどり着いた結果です。これ

らが今後病院関係者そして患者さんたちによってどのよ

うに評価されるかが楽しみです。

なお、里帰り出産や小児科に入院している子どもの親

たちを支援する「ドナルド・マクドナルド・ハウスこう

ち」が隣接敷地にできました。日本では３番目です。（ド

ナルド・マクドナルド・ハウスの詳細についてはVol.4

「宮城県立こども病院」をご参照ください）

病棟の要ともなるスタッフステーションはフロアの中心部に集約され、
看護業務の連携を図っている。

外来コリドールの名称
をもつスペースは、災
害発生時には診察室や
廊下とともに治療スペ
ースとして使えるよう
に、壁面には医療用の
配管が隠されている。

廊下の先端に設けられた「だんらんラウンジ」
で憩いのひと時を過ごす患者さん。窓の外に
は自然の緑が広がる。

ベッドサイドの端末か
らオーダーした食事
は、ラウンジに設けら
れたパントリー（写真
右側）で配膳されるの
で、できたての美味し
さが楽しめる。
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創設を1916年にまで遡るこの病院は、1935年に現在の

地に移転、その３年後に現在の大阪府済生会中津病院と

名称を変更しました。地域の医療活動に従事しながら、

1980年代には高層棟を３棟増築し、総合医療センターと

して施設が拡充されました。

そして昨年、高度に進化する医療環境に対応するため、

また患者本位の医療をさらに推し進めるために、既存棟

の改修を含む拡大再整備計画が完了しました。

今回ご紹介する北棟はこの計画の第１期にあたり、入

院患者ひとり当たりの病床面積の拡充、外来診療部門の

環境整備、手術部門の拡張などを核として、324床の急性

期病室を加え、旧本館のイメージを玄関棟に継承しつつ、

新築されたものです。

これまでの病院建築からブレークスルーするために

設計を担当したのは日建設計設計部門副代表の川島克

也さん。もともとホテルや博物館などの文化施設、オフ

ィスなど、幅広く設計に携わっていました。

病院建築には高度で特有のノウハウが必要とされるた

め、これまではどこの設計事務所や建設会社も専任チー

ムがあたることが多かったようです。しかし、病院建築

も医療を施す側の機能性や効率性を重視する方向から、

「患者さま」という呼び方が一般的になったように、ホス

ピタリティや居住性、快適性などが重要視されるように

なってきました。

そこで、これまでの病院建築からブレイクスルーする

ためにも、これまでとは違ったアプローチの必要性が認

識され、川島さんが担当となったとのこと。

「工場と病院は設計したことがありませんでした。そ

こで、病院の設計経験があるスタッフをチームに入れて、

病院設計の基本から問い直しました」と川島さんはいわ

れますが、静かで気負いのない話し方から、真摯な姿勢

が感じられました。

再現された旧本館のファサード

病院を訪れると、外来部門の玄関棟として旧本館のフ

ァサードが復元されていますが、これを提案したのは川

島さんでした。「新しい病院建築にあたっては、老朽化が

著しかったため、病院側は撤去する予定だったんです。

ところが、私は大阪の事務所に勤めるようになって、通

勤途中にいつもこの本館を見続けてきたんです。ある意

味では私にとっての原風景かもしれない。そんな気持ち

もあって、この中津病院の歴史と伝統のシンボル的な意

味で残したかったんです」と話してくれました。

復元された旧本館の背後に、北棟が新築されて聳えて

います。北棟の外観で特徴的なのは既存の高層棟に面し

て雁行した彫りの深い表情ですが、これは病室の平面計

画や居住性などに大きく関わって決められたものです。

中津病院
雁行する３床室が拓く分散型トイレと病室の可能性

新築された北棟全景。 旧本館のファサードを復元した玄関棟の背後に、雁行した壁面を持つ北棟が既存棟と向かい合う。



癒されるトイレ環境をめざしてVol.5/17

その詳しい理由は後ほど説明します。

玄関から中に入ると、エントランスホールやアメニテ

ィホールの内装には旧本館の意匠が随所に用いられてい

て、新しい空間や用途にうまくなじんでいます。

印象的なのは大きな吹抜けに設けられたトップライト

から降り注ぐ太陽の光です。重厚な玄関棟の外観からは

想像できない明るさで、意表を突かれるとともに、ホッ

とした気分になります。これは患者さんにとっては救わ

れた気持ちになるのではないでしょうか。

１階から２階の受付へ向かうエスカレータの両脇は花

壇となっていて、まるで劇場の客席へ向かうようです。

診療科ごとに４階まで受付が配置されていますが、すべ

ての受付まで、高い天井のトップライトから光が降り注ぐ

空間を、エスカレータでゆったりと向かうことができます。

２階に設けられた受付からエントランスを見返す。トップライト越しに旧本館の塔が見える。 玄関棟と北棟とは天井、壁ともスリットによ
って分節されている。

アメニティホールと名づけられた玄関棟２階
は趣のある喫茶店のよう。

デイルーム
食堂
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カンファ
レンス
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北棟２階平面図

北棟基準階平面図

(玄関棟)

3床室

北棟

喫茶コーナー

訪問看護ステーション

緊急救助用スペース

記念塔

医療社会事業課
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機械駐車
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雁行して配置された３床室のベッド。（撮影：フォト･ビューロー/庄野啓）

ベッドと窓がセット
になっているため、
カーテンで仕切ると
個室感覚がより強調
される。

換気を十分にとった、
分散型トイレ内の蓄
尿用の棚。

分散型トイレのミラーの裏にはシャワーヘッドが
格納されていて、いざというときに備えている。

トイレ自体の床面積も広く取られているが、
三角形に近い形を利用して、より広く感じる
器具レイアウトになっている。
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３床室と分散型トイレの平面詳細図。

ベッドのレイアウトに対応して雁行させた壁
面の見上げ。細い雨樋が繊細なアクセントと
なっている。
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雁行する３床室

北棟の病室の計画は、既存の高層棟との関係に対して、

どのように配慮するかが重要な課題となりました。

病室の窓が既存の棟の真向かいにならないようにしな

ければ、入院患者のプライバシーが保てません。そのた

めに病室の開口部を既存棟の見えない方向に向けること、

また、既存棟から見ても圧迫感を感じないようにデザイ

ンしなければなりません。

そこで採り入れられたのが、南側が雁行する平面計画

でした。この形式は、日建設計では岩手県の盛岡赤十字

病院ですでに実証済みで、ひとつの角にひとつのベッド

を対応させることによって、多床室でも個室的な感覚に

なり、またパーティションを外して連続させることによ

って、最近では再評価され始めたナイチンゲール病室と

もなり得る、汎用性の高い方式です。

シンプルなパターンでシステム化されているため、１

部屋にいくつベッドを入れるか、看護方式や看護ユニッ

トなどに応じて、自由に決めることができます。

実際に、コミュニケーションが取りやすい、雁行して

いるので他のベッドに気を使わなくてもすむ、プライバ

シーを確保しやすいなど、看護師さんたちにも評判がよ

く、患者さんにとってもベッドごとに窓があって、まる

で個室感覚だと好評です。

個室は淀川に面して眺望の開けている北側に設けられ

ており、１フロアに個室12室、３床室が８室、合計で36

床が１看護単位となっています。「看護単位としては以前

よりもベッド数が少なくなり、より患者さまに目が行き

届くようになりました」と、看護部長の小川由美子さん

は満足そうに話してくれました。

「４床室はいろいろと改良されてきていますが、それ

に対して個室は間口３ｍ、奥行き５ｍ程度が今でも一般

的で、４床室との差別化がなくなってきているのではな

いでしょうか」と、川島さんは現状を指摘したうえで、

「その点、雁行タイプは個室、多床室両方に応用可能で、

これからの可能性を含んでいると思います。これからは

個室の差別化というテーマに、もっと真正面から取り組

んでいかねばならないと思います。」と付け加えました。

病室トイレに対する配慮

３床室のトイレを分散型にしたのは病院側からの要望

でした。しかし、病棟内分散型トイレの欠点もわかって

おり、それを解消して欲しいという条件もついていました。

その結果、川島さんたちが提案したのは、病室と病室

の中間に設けるというものでした。トイレの入り口は廊

下側なので、患者さんは病室を出たらどちら側のトイレ

でも使えます。これは、ひとつの部屋にふたつのトイレ

が用意さているともいえるわけで、右勝手と左勝手をひ

とつ置きに配置すれば、患者さんにとっての選択肢も広

がることになります。

病室内のトイレでは誰が入ったかわかることに抵抗を

感じる人もいます。その点でも、独立性が高く、メンタ

ルな面に配慮した方式といえるのではないでしょうか。

当然、夜間の使用時にも、トイレ内の照明が病室を照ら

すことはありません。

また患者数４人に対してひとつの割合で車いす対応ト

イレが用意されています。さらに、トイレのミラー裏に

はシャワーヘッドが隠されていて、いざというときに対

する配慮も行き届いています。

トイレの計画に関してはモックアップをつくり、川島

さんは小川さんたちと一緒になって車いすを持ち込んだ

りしながら、さまざまなディテールが検討されました。

水回りはトイレと一緒にする、洗面は水が飛び散らな

個室トイレは収納スペースが大きくとられて
いる。

個室は北側に面しているが淀川を遠望できる。

個室。室内照明と読書灯が組み込まれた照明
は間接照明。

病棟に設けられた洗髪室。
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いように配慮する、車いす使用者のために角をなくす。

これらのことが看護師さんたちから提案されました。

個室のトイレにおいては、トイレットペーパーが出し

っぱなしにならないように、収納スペースを設けたのも

看護師さんからの要望でした。トイレ回りはすっきりと

させておくと、見た目にも清潔感が感じられます。一時

はトイレの扉をなくすことも検討されたとのことですが、

これは実現しませんでした。

以前は婦人科とその他いくつかのトイレにしか設置さ

れていなかったウォシュレットが、北棟では全面的に設

置されています。北病棟完成後に行なわれたアンケート

調査では、とくに水回りとトイレに関して、患者さんた

ちからは大好評だったとのことです。

要望調整の難しさ

計画に当たって、川島さんはさまざまな問題について

小川さんにヒアリングをしました。手洗いの位置はどう

か、ロッカーをどうするかなど、使い勝手についてはか

なり詳細にたずねたようです。そのためか、看護師長さ

んの検討チームが出来上がりました。

さまざまな検討を重ねるに従い、川島さんは調整の難

しさを感じたようです。「医療担当スタッフの方々の意見

には矛盾したものもでてきます。また、それぞれのセク

ションからでてくる希望にも大きな差があることがあり

ます。すべての要望を実現しようとするとそれぞれが肥

大してしまい、全体の骨格が崩れかねません。また、患

者さんの声を聴きたいと思ってもなかなか直に聴くわけ

にはいきません。そこで看護師さんから聴くことになる

のですが、その中にも看護師さんの固有の意見が入って

いないとはいえません。

その点、中津病院の看護師さんたちは基本的に患者さ

んの立場を考えておられたと思います。病院のホスピタ

リティはハードの力ではありません。人と人との関係だ

と思います。ここでは現場から看護部長までよくまとま

っていたおかげで、機能とデザインを模索することがで

きました」という川島さんの言葉はお世辞ではないよう

です。小川さんがわれわれ取材陣に説明してくれる口調

や物腰から、誇りと満足感を感じとることができました。

患者さんに対するケア

トイレ回りなどの設備機器はすべて同じ仕様ではなく、

ゾーンによって異なった仕様となっています。それは患

者さんの容態に合わせて、ふさわしい設備機器が使える

ように病室を移動する方式をとるためです。当然、患者

さんがどの病室に入るかは、症状によって決められます。

回復するにしたがってスタッフステーションから離れて

いくことになり、それが退院に向けてのカウントダウン

となれば、患者さんも治療に積極的に取り組むことにな

るのではないでしょうか。このようなゾーニングは、ケ

アする側にとっても対応しやすいと思われます。

スタッフステーションの隣には観察室があり、集中的

な観察が必要とされる患者さんはここでケアされます。

個室もスタッフステーションから近い場所にあり、目が

届きやすく、迅速な対応ができるように配慮されています。

中津病院は27の診療科とともに付属施設として児童福

祉施設、介護老人施設、看護学校など、さらには居宅介

護支援事業なども行なう総合医療センターとなりました

が、癒しの場として、温泉利用施設も有しています。

淀川を望むデイルーム。 スタッフステーションに続く脇のカウンターには、手洗い用のボウル
が組み込まれており、水はねが少なくなるように配慮されている。

スタッフステーショ
ンのカウンター下部
は内側に引き込まれ
てつま先が入るの
で、来訪者はカウン
ターに近づきやす
い。

フロアの中心部に設
けられたオープンな
スタッフステーショ
ン。エレベータホー
ルから入ってくる人
たち、食堂・デイル
ームで寛ぐ患者さん
や見舞い客、背後に
ある観察室などがす
べて視野に入る。
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10年ほど前から都心の湯として注目されていましたが、

今回の再整備事業のひとつとして完成した南棟に、入院

患者用の「済の湯」健診者用に「生の湯」そしてデイケ

ア用に「会の湯」としてリニューアルオープンしました。

さらに屋上にはベンチの置かれた遊歩道と花壇が設けら

れて、まさに都心のオアシスとなっています。

欠かさない緊急時対応の訓練

中津病院はこの地区の災害拠点病院に指定されており、

最近では毎年９月11日前後にイベントを組んでいます。

ストック物資の展示や、大阪駅が爆破されたという想定

で防災訓練を行なったり、救急蘇生を始めとする救急ト

レーニングを、院内の職域を越えたチームで行なってい

ます。それもトーナメント方式でコンクールにするなど、

モチベーションを高めながら、積極的な活動を企画、実

行しています。

入院患者用の温泉「斉の
湯」の入り口には、藍染
の暖簾が掛けられて、下
町情緒を醸し出している。

今回の北棟新築を機に改
修された中央棟の売店周
囲の壁面には、鉄道をテ
ーマにしたグラフィック
が描かれている。

行楽地の温泉のような「斉の湯」内部。

花壇にさまざまな花が咲く南棟屋上の遊歩道。

内部に提出口が設けられた採尿室。

デイルームで語らう
患者さんと見舞い客。

外来用女子トイレ。

外来用多目的トイレ。扉はセンサーで開閉する。
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現在、愛知県安城市の医療拠点としては、南部の厚生

病院とともに、八千代病院は北部の重要な拠点施設とな

っています。

この八千代病院は安城市の北部に位置し、愛知県の広

域２次輪番病院で特定医療法人に認定されています。

病床数320床をもち、急性期の疾患を中心に、慢性期の

疾患にも各科協力して診療にあたり、平成８年には安城

市からの委託で安城市在宅介護支援センターを設置し、

在宅医療も開始しました。

平成17年に現在の場所に新築移転し、療養病棟（52床）、

回復期リハビリテーション病棟（52床）が新設されました。

特殊な領域としては最先端の不妊治療を行なっており、

診療記録、検査や処方、医療用画像などは電子情報とし

て運用しています。

癒しと文化活動の融合へ

新病院設計における基本的な方針はクリーンで家庭的

な病院、というものでした。病院側のスタッフとして担

当したのが、一級建築士の資格を持ち、長い間建築の技

術的な問題から病院内の文化的な活動に至るまで、さま

ざまな相談役として活動してきた情報室の今井康治さん。

「基本的には従来の計画手法によりながら、安らぎ、

和らぎが感じられて、安心して治療に専念できる空間に

するべきだと思いました」とは今井さんの言葉です。

日常生活の中にあって違和感、威圧感を感じない病院

となるように、照明方式、色温度などについては慎重な

検討が繰り返されました。さらにインテリアについても、

廊下や食堂・談話室、理学療法室などからトイレまで絵

画が展示され、家具やカーテンなどのファブリックやデ

ザインが重視されていて、病院としての機能はもとより、

居住空間としても十分な配慮が感じられます。

展示される絵画に関しては、病院全体で調和をもたせ

るために、セレクションは病院側が行なうことになって

います。寄贈を受ける場合でも、インテリアや照明など

にマッチした作品を、病院が選択することになります。

もちろん、地元のボランティア活動の一環としての企画

展的な展示も行なわれますが、その場合にはフロアを分

けて展示し、全体のイメージに混乱が生じないように配

慮されています。

玄関ホールでは癒しをテーマとしたさまざまなコンサ

ート、イベント、文化講演などが行なわれています。毎

週日曜日にコンサートなど芸能関係の催し物が、そして

年に一度ボランティアの集いが開かれています。

病院側でもスタッフ全員が何らかのボランティア活動

に参加するようなモチベーションづくりを行なっており、

この活動はどんどん広がりを見せて、毎日曜日のミニコ

ンサートでは病院内外から40～70人が集まるとのこと。

もともとこのような活動は新病院のハードにもプログ

八千代病院
癒しと文化活動の拠点として

八千代病院外観。エントランスにはキャノピーが広く張り出している。

１階の総合受付。ベンチは可動式で、玄関ホールの使われ方に応じて、
さまざまに移動できるように配慮されている。

４階にレディース病棟が他の病棟と混在しているため、レディース用
の屋上庭園は柵によって仕切られている。
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ラムされており、受付待合を兼ねる玄関ホールの一隅に

はエレクトーンが置かれており、舞台ともなる仕組みで

す。また、待合のいすには小さな車輪が組み込まれてい

て、普段は受付カウンターに向いているのですが、ステ

ージを取り囲む客席のように配置換えするのも簡単です。

トイレにもアートを

「病院内のトイレも、このような姿勢から取り組みま

したが、ソフトの面からだけ考えていくと、単に住宅の

延長上になってしまいます。しかし、病院の機能を十分

に果たすためには、ハードから考えることも大切です。

機器としての便器自体の性能や、その他の機器やパー

ツ類を含めたトイレ内のレイアウト、動作空間などに関

しては、すでに多くの実験結果や実際の現場からのレポ

ートがありますので、基本はすでに抑えられているとい

ってもよいと思います。建築的に付加するとすれば明る

さとカラーリングぐらいではないですか。

その上で何をするかというと、病院全体の空間と違和

感なく連続していることが重要ですね。トイレだけが特

別な空間ではないのです」という今井さんの考えから、

トイレ内部にもアートが飾られることになりました。

今井さんは「特別なことはしていません」とはいいな

がら、これまでに独自でシミュレートしてきた経験がい

ろいろな面で生かされています。

１階外来トイレ前の廊下の壁に
はアートが飾られている。サイ
ンはトイレに限らず、インテリ
ア全体の色調に対して補色が選
ばれている。

外来トイレの手洗いなどにもア
ートがさりげなく置かれている。

外来トイレに限らず、すべてのトイレには物を置く棚が用意されている。
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オストメイト対応の多目的トイレには、水を多量に使って洗い流すこ
とができるように、グレーチングの付いた排水溝が用意されている。

２階外来トイレの入り口。サインは廊下に対して
平行と直角の２方向に設置されていて、どのよう
な角度からでも認知しやすい。

男女兼用の多目的トイレには、さまざまな設備が装備されている。

回復期リハ病棟専用の屋上ガーデンには、ト
レーニング用のコースが設定されている。

談話室から屋上庭園を見る。

１階の待合まで自然光を届ける光庭。

オストメイト対応の多
目的トイレ。病棟の多
目的トイレ（写真左上）
は、車いすでの使用が
多いと想定されるため、
オストメイト用流しを
低く設置している。
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院内すべてのトイレでユニバーサルデザイン化が進め

られました。一般トイレであっても広めになっており、

車いすにも十分に対応できます。また、男子トイレにも

ベビーチェアとベビーシートが設置されています。オス

トメイト対応の多目的トイレには汚物流しは当然のこと、

ベビーチェア、ベビーシート、点滴用フックが用意され、

すべての便器脇には荷物棚が設置されています。

オストメイト対応トイレの汚物流しの高さは、立って

作業しやすい高さと、車いすでも使用できる高さの２種

類が用意されています。

水回りなどに独特の工夫

手洗い場のカウンターは、西ドイツ製のシステムキッ

チンの部材が使用されています。これは造り付けではな

く、後付けができることと取り付けのためのパーツも多

種多様であるため、さまざまな場面でも対応できます。

また、取り外しも簡単で、リペアする場合などにも便利

だとのこと。素材が厚いために耐久性が高く、作業カウ

ンターや窓台などにも利用されました。

屋上緑化によるリハビリコースと散歩道

４ヵ所の屋上には緑豊かな庭園が設けられています。

ベンチやテーブルが用意されてゆったりとくつろぐこと

ができる庭、リハビリのためのコースが用意されている

庭など、さまざまな演出が施されています。さらに、各

廊下の突き当たりに設けられた小さなデイコーナーの外

側にも、植物が置かれた小さなバルコニーがあり、デイ

コーナーの家庭的なスケールにマッチした、気持ちのよ

い場所となっています。

植栽は屋上に限らず、１階の外来待合ホール近くの光

庭にも施されており、穏やかな雰囲気をつくっています。

さらに建物の周囲をも取り囲んでいて、入院している患

者さんにとっても、また外来の患者さんにとっても、ゆ

ったりとした気持ちで治療に専念できる環境がつくられ

ています。

ゆったりとしたスペースの特別個室とトイレ。 病棟の廊下にも額が掛けられて、落ち着いた雰囲気を醸している。

特別個室のトイレと浴室。

手洗いをはじめ、さ
まざまなところに設
けられたカウンター
の素材にもこだわり
がある。

個室のトイレとシャワーブース。

手洗いの水栓のセレク
ションにも、デザイン
的な視点が感じられる。
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