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巻頭言

意のままに排泄ができる歓び

髙栁和江（日本医科大学医療管理学教室准教授 /癒しのトイレ研究会会長）

　今回の癒しのトイレ研究会会誌は、リハビリテーショ

ンがサブテーマだ。段階の世代が定年を迎え、どんどん

高齢社会になる。65 歳以上の人口が 50％を超えると、も

う高齢社会とは呼ばず、高齢者がいるのが当たり前の「普

通の社会」になる。高齢者が生活しやすい環境をつくっ

ておくのは、当たり前のことである。わざわざリハビリ

といわなくても、すべてが、高齢者も障害者も住みやす

い街、トイレ対応が当然だ。車いすトイレだけでなく、

すべての個室が十分大きなこと、部屋の床がぬれていな

いこと、ゴキブリが飛び出してこないことなど、基本だ。

幸せに排泄するための大きな視点を持ってほしい。

　

　これには、生理的欲求が満たされなくてはならない。

食道ガンで食道が細くなったために食事ができない人に

胃瘻（胃に管をつける）手術を行って、その管から流動

食を入れて、体力維持をして、延命をする。でも、口か

ら食事をするほうが、どんなに幸せか。現在では、食道

にあるガンの真中に導管と呼ばれるパイプを通して、そ

のパイプの太さの食事をさせる。直接に口からものを食

べることができるというのは、胃に入った管から流動食

を入れるよりも、もっと喜びが大きい。

　排便も同じだ。自然に肛門から排泄することは、この

上ない幸せなことだ。私はもともと小児外科医で、多く

の患者さんを手術してきた。直腸肛門障害や他の病気の

ために、排便コントロールが大変な子どもも多く、胸を

痛めていた。帰国してから、成人で、脊髄損傷で車いす

生活になった人の苦労を知った。

　人間の尊厳は、生理的な排便をすることによって守ら

れる。足が動かなくなったのは良い。外にいけなくても

良い。だけど排便だけ何とかしてくれ……というのが彼

らの気持ちだった。頑固な便秘やそれにともなう失禁。

２～３日に一度、下剤を飲み、浣腸をして、さらに摘便

という方法で何時間もかかって排便をする。リハビリ病

棟では看護師に摘便をしてもらい、大量の便をビニール

袋に入れて見せられる、「昨日の夕食を覚えている？あれ

を食べたら、こんな便になるの。だから、食べたらいか

んよ」などと、食事の指導を受ける。これが看護師の療

養上の世話指導というものなのだそうだ。

　日本では予防と、後始末でしかなく、便秘は死なない

からと医療の対象ではなかった。でも、患者さんは失禁

が心配で外出もできない。外出も万一を考えて、タクシー

を使い、費用も大変だ。

　米国では逆流防止弁つき管を盲腸の一部に埋め込むと

いう手術をする。２日に一度、グリセリンを盲腸から注

入する。腸の蠕動運動にそって、大腸が動いて、便を出す。

痛くなく、不快感もなく、早い人では５分間で便意が起

こり、15 分で大腸すべての便を出すことが可能。ごく普

通に肛門から排便でき、問題もない。下腹部に小さな管

を埋めこむだけの手術で盲腸ポートという。

　ラジオ深夜便で私が、この手術の話をしたところ多く

の反響があった。排便に関して人にいえずにどのように

苦労しておられるかをお聞きして涙が出た。医療は命を

助けるためだけではなく、患者さんの尊厳を高めるため

に、患者さんを幸せにするために使うべきものだ。

　青梅市立総合病院で、この手術ができるようになった

のは 2002 年のことだ。それ以来 100 人以上の患者さんが

この手術を受けて幸せになっている。「10 年ぶりに木綿

のパンツがはけた」「８年ぶりにお花見に行きました」「船

で魚釣りにいったんです」次々にうれしい報告が届いた。

　患者さんから、いろいろアイデアもいただいた。トイ

レに関して長年苦労して、一家言ある方々ばっかりだ。

患者さんからの改善点をあげてみよう。

1. 照明を明るく

2. 便座と便器のジョイントがずれる。

3. 穴が大きすぎて、おしりがはいりこむ

4. 便座がない障害者用トイレがある

5. 寝たままのトイレ床面に長い便が着いたりする

6. 水流がきつくて、尻がぬれる

7. 手すりをつけても力の入れ具合いが患者によって違う。

　左手で使えるもの、腕が乗って手すりの間に入りこまない

8. L 字型の手すりは立てる人に必要

9. 手すりに吸着力があるものがよい。塗装に関係するのだろう

　苦労しておられることがよくわかる。でも、みんな、

各論だ。私は、もっと、根本的に、総論での改善点がほ

しい。どのトイレも、車いす用のトイレをつけることを

原則にするべきである。さらにいえば、どのトイレも、

階段を２～３段上がってから入ることになっているとい

う構造を改めることを、である。車いす用トイレがあっ

ても、その前に階段があれば、ひとりでは入れない。

　スウェーデンには障害者の権利章典がない。すべての

法律の最後に、障害者の場合はという条項がついている

ので、わざわざ障害者の権利章典をつくる必要がないと

いうのだ。日本も、来たる「高齢」とはわざわざよばな

くてもよい「〔高齢〕社会」を迎えるために、今から、総

論を論議しようではありませんか。社会を変えていこう

ではありませんか。行動が求められているのだ。
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座談会　回復期リハビリテーション病院のトイレ環境

「もう一度ひとりで使いたい」
患者さんの願いを支えるトイレ 

多様な身体状況をケアする現場から

石川 誠（医療法人社団 輝生会 理事長／初台リハビリテーション病院） 

井上由起子（国立保健医療科学院施設科学部 施設環境評価室長）

宮﨑康久（日建設計設備設計部門設備設計部 主管）

司会・磯 誠二（癒しのトイレ研究会 主任研究員） 

　医療制度の見直しが進みつつある現在、急性期から回

復期まで病院ごとに機能と役割を分担し高度なサービス

を提供する「医療連携」が大きな流れとなっています。

　脳血管障害等の罹患後、早期に適切なリハビリテーショ

ンを受けることで退院後の生活の質（ＱＯＬ）向上がは

かれることは広く知られています。急性期病院での入院

を経て回復期病院へ転院する患者に向けた質の高いリハ

ビリテーションの提供は、本格的な高齢社会の進行とと

もにその需要がますます高まっているといえるでしょう。

　今回の座談会では、日本屈指のリハビリテーション病

院の理事長、専門的視点から保健医療施設について多岐

にわたる調査・考察を重ねてきた研究者、多くの病院設

計の現場で設備に関するリアルな要求に応えてきた設計

者、三者三様の「回復期リハビリテーション病院におけ

るトイレ」に対するお考えを語っていただきました。

「数」がなければ始まらない　　　　　
磯　まずは回復期リハビリテーションの場で水まわりが

どのように使われているかから伺いたいのですが。

石川　脳卒中や骨折で急性期病院に担ぎ込まれた方は普

通トイレは使っていません。また、歩いて入院しても手

術や検査で数週間寝たきりになって歩けなくなる方もい

ます。このように管が入っていたりオムツがあてられた

りしてこれまではあまりトイレが使えなかったけれど、

ここに来てようやくトイレに行ける、そんな方々が多く

いらっしゃるのが回復期病院です。

　回復期リハビリテーションを排泄に限定すれば「トイ

レが使えない方が自分でトイレに行って用をたして帰っ

てこれる」これが目的です。まずトイレに行けなければ

話にならない。起き上がれず歩けない方をトイレに連れ

て行くのは手がかかります。しかもそういう方々はえて

して頻尿なので、まず何ベッドにトイレがいくつ必要か

という「数の問題」になるんです。

　もうひとつはトイレの構造で、身体に不自由がある方々

が自由に使えなければなりません。ひと昔前は共同トイ

レをカーテンで仕切っただけで、そこから車いすが入れ

る広いスペースが求められるようになり、最近になって

個室にひとつ、多床室にひとつという時代になってきた

というレベルです。

　さらに、人手がなければトイレには連れて行けません。

「患者さん・トイレに行く回数・トイレの数・サポート人

数」のマッチングがまずあり、使い勝手はその上で、そ

れも患者さんとケア側と２つの立場がある。これらの最

大公約数を出すのがなかなか難しい問題なんですね。

井上　私は高齢者施設が専門ですが、トイレを使う時間

はやはり集中します。朝起きたら必ず行きますし、昼食

の前にちょっと行きたいとか、個別ケアといっても朝・昼・

夜とだいたい時間が重なります。だから、集中する時に

合わせてトイレの数を検討するのが重要と思います。個

室はトイレがついてますから、共用トイレの数を考える

際にはその分を差し引いて検討しなければなりませんね。

宮﨑　一般的な総合病院では、設計当初の個室率の目標

がだいたい 30％ですが、面積の関係で 20％ぐらいに落ち

着きます。４床室では部屋ごとにトイレを設けるかどう

か非常に問題になるのですが、最近の例では、病室を一

歩出たコア部分に右麻痺用左麻痺用トイレを一対でつく

るという試みをしています。利点は病室から直接入らな

いので、病室内トイレでよくある「あの人の座った便器

には絶対座りたくない」ということがなくなること。ま

た、完全に車いすで使える大きさのものひとつに加えて

幅 1,200mmくらいで少し狭いけれど介護ができ、麻痺が

ある方も松葉杖の方も使いやすいトイレを右用左用ひと

初台リハビリテーション病院にて。
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つずつつくれる利点がある、３つを対にしてコアまわり

に分散配置する計画をしています。２つの４床室８人に

対して２つあるいは３つのトイレということです。一見

お金がかかりそうですが、建設費にさほど影響はありま

せん。最近の病院では患者さんとは別のお見舞客用のト

イレやパブリックトイレをつくることも増えているので、

数的にはトータルであまり変わらないですね。

片麻痺の患者さんにどう対応する？
石川　うちの病院の４床室では、壁際窓際にベッドを

寄せてたくさんスペースを取り、患者さんが降りる側

のベッドサイド空間を広くとっています。左手前と右奥

のベッドには右の片麻痺の方、その反対側に左の片麻痺

の患者さんがおられ、左右半々になっています。トイレ

は右麻痺用左麻痺用の２つは用意できないので２人の患

者さんは非常に不自由を感じるようになるのですが、左

右両用でとトイレの真ん中に便器を斜めに置いて手すり

をつけるような設計をすると、これがまたうまくいかな

い。「病室みんな同じ側の麻痺の患者さんにすれば」と

いう意見もありますが、専門的なリハビリプログラムの

面から考えるとやはり混在したほうがいいんですよ。                       

　じゃあ個室なら問題ないかというと、日本ではリハビ

リテーションに関して個室優遇策が患者家族に受け入れ

られていません。密室で他人の目がない不安や、ひとり

きりで刺激がないのではと敬遠される可能性があります。

このように、トイレをどうするかでいろんなことがふく

らんでくるんですね。

井上　図面を見てください。初台さんのプランだと設計

としてベッド周りの環境を整えることはできますが、こ

のベッドは左麻痺用、このベッドは右麻痺用となってし

まいます。ベッドは麻痺側に合っているけど部屋のトイ

レは合っていない、ということが起こるのですね。小倉

さんはベッドを自由にレイアウトできますから、トイレ

とベッドの麻痺側を合わせることができる。この可変性

がリハビリテーションの環境として欠かせないと私たち

は信じてきました。このことを確かめるのが調査の目的

でした。

　結果として、初台さんのプランでも問題なく運用でき

ることが分かりました。自分の麻痺側に合った隣や向か

いの病室のトイレを使用されている方が結構いまして、

それで対応できているのです。もちろん、スタッフはそ

の前提でリハビリテーションを行っているのですが。

　ただ、こういった方法をとる場合、ウェイティングリ

ストを男女別麻痺側別の４パターンでつくらなければな

りません。麻痺側に合ったトイレが向かいや隣の病室に

あることも大前提です。その場合でも、病室の入口がト

イレの手前にあると「その病室のトイレ」になりますか

ら他の病室からは使いづらくなるでしょうね。　

初台リハビリテーション病院 4階平面図 初台リハビリテーション病院 4床室詳細図

小倉リハビリテーション病院 6 ・7階平面図 小倉リハビリテーション病院 4床室詳細図

出典：井上由起子、筧敦夫　治療ー療養の場としての回復期リハビリテーション病棟の建築環境に関する考察
回復期リハビリテーション病棟のあり方に関する研究　その２　日本建築学会計画系論文集　第 613号、P.53-P.58、2007.3
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バリエーションをそろえたい

宮﨑　トイレを病室の面積に算定するかしないかなんで

すよ。8㎡基準の中にトイレを入れるとなると病室の中か

ら使うようにしなければならない、廊下側から使えるよ

うにすると面積 8㎡には含まれない。その辺が設計上の

問題としてひとつあります。

井上　回復期病院では、急性期病院と違ってトイレの形

態の基本は車いす対応ということになるんですね。

磯　回復期リハビリテーション病棟では入院期間も長く、

寝たきりから自宅復帰まで患者さんの状態に幅があるの

で、やはり広めのトイレにすればよいのでしょうか？

石川　車いす対応のトイレを基準に、ゆとりがあればあ

る程度のバリエーションをつくるべきだと思います。普

通のトイレも和式のトイレも用意して。でないと世の中

に出た時に和式が使えないんですよ、練習してないと。

日本全体が洋式トイレになってしまえばいいですが、ま

だまだ和式などもありますから。

　いちばん端的なのは男性用の立位の小便器です。外来

には一般の人・家族が訪ねてくるから置きますが、病棟

には置かないところが多いんですね。だから便座に座っ

て使用しているのが現実ですが、リハビリの立場からい

うと男性は立位のほうが出やすいのです。物心ついてか

らずっと立ってやっていますから。病気になったとたん

に座ってといわれても出ない。横になったらもっと出ず、

それで尿閉になるんです、膀胱がしぼりきれず残尿があ

る。だから寝ているより座るほう、座るより立ったほう

が出やすい。だったら立位の小用を必須にするべきだと

いう理屈になりますね。でも、うちでも各病棟にひとつ

しかありません。本当はもっと用意しなくちゃいけない。

宮﨑　石川先生がおっしゃるように、確かに病棟に小便

器をつける例が増えています。例えば各病棟の職員用ト

イレの隣とかにですね。これはとくにお見舞いの方から

の「入院患者さんと同じ便器に座りたくない」というご

意見もあってのことです。

石川　トイレ動作の自立には、車いすスペースのほかに

下着を上げ下げしたりする介助スペースや、尿取りパッ

ドなどの排泄ケア製品のスペースが必要です。駅やホテ

ルのトイレは普通のサニタリーボックスでいいですが、

もっと大きなものが必要なんですよ。すると、臭いなど

の問題がそこから必ず出てくる。たくさんパッドを置い

たとき体裁が悪くならない収納スペースや、どこに廃棄

するか、臭いが出ないかの配慮も大きな問題です。新築

中の病院では汚物処理ボックスを局所換気していますよ。

井上　病棟の汚物処理室で一時的に保管しますよね。

石川　その前に１～２時間でも置かれちゃうでしょう？ 

臭いに関しては最近みなさんうるさくなっていますから。

臭い対策・換気も重要

宮﨑　ここのトイレの換気は天井から吸っていますか？

石川　便器からも吸ってますよ、便器と天井から。

宮﨑　私は最近、空気はやはり上から下に流れるのが自

然と思い、設計では上から給気して下から吸わせていま

す。ユニット工法で壁と便器の間に少しできる二重の壁

を使って座面の下にスリットを切り、そこから臭いを取っ

てしまうと換気効率もよくなります。

　従来のトイレのほとんどが、アンダーカットといって

扉の下に少し隙間を空けそこから空気を入れて天井から

吸っており、臭いものが患者さんの身体を通って上に抜

けていくんです。その発想を逆にして設計させていただ

いている病院が増えています。

「汚れること」を前提に考える
磯　リハビリでの使用となると、やはり便器周辺は汚れ

やすいというのが前提になると思うのですが。

石川　どんな身体状況の方でもトイレにお連れするので

すから、便器にできずにあちこち飛ぶわけですよ。頻繁

に掃除すればいいのですが、これもコストの問題ですか

ら。また高次脳機能障害といって患者さんの認知力に問

題があると、トイレットペーパーをどこで切るかわから

ず便器が紙の山で詰まり、流そうとして洪水になるとか、

あらゆることが起こります。だから散らかりますよね。

こういう問題は、どんな方でもトイレにお連れするリハ

ビリテーション病院でないとわからないと思います。

井上　便器は壁掛けですか？　清掃のことを考えると明

らかに壁掛け式の方がいいと思いますが。

石川　この病院は床からですが、失敗だねと皆でいって

います。だから新しい病院は壁掛けです。ただ、要介助

状態で体重が重い方だと介助する側もゆっくりやるのは

大変で、どすんと座ることになって、便座はよく割れます。

宮﨑　壁掛け式を本格的に取り入れたのは私どもも最近

ですが、やはりそれを最初にいわれました、「ほんとにこ

われないの？」って。壁の補強を何度も実験してみたん

ですが、なかなか難しいところもありますね。

磯　リハビリテーションの場で「どんな方でもトイレに

連れて行く」わけですが、転倒の心配も当然ありますね。

病棟では貴重な、小便器を設置した多目的トイレ。

リハビリテーションと転倒
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井上 由起子（いのうえ・ゆきこ）
国立保健医療科学院施設科学部施設環境評価室長
日本女子大学住居学科卒業。清水建設、横
浜国立大学工学部建設学科博士課程を経て、
2001 年から国立保健医療科学院施設科学
部主任研究官、07年から現職。専門は高齢
期の居住環境、医療福祉施設の建築計画学。
厚生労働省の介護施設等の在り方に関する
委員会委員。著書に「いえとまちのなかで
老い衰える」(中央法規出版 )等

宮﨑 康久 ( みやざき・やすひさ )
日建設計設備部門設備設計主管

1982 年日本大学大学院修了。医療・福祉
施設等を中心に設備設計業務を行う。主な
病院設計として、秋田赤十字病院／ 国立成
育医療センター／山梨県立中央病院／岩手
県二戸病院／東京女子医大八千代医療セン
ター／国立国際医療センター ( 建設準備中 )
／東京警察病院 ( 建設中 ) ／北秋田市民病院 
( 設計中 ) ／安曇野赤十字病院 (設計中 )

石川 誠（いしかわ・まこと）
医療法人社団 輝生会 理事長

1973 年群馬大学医学部卒。同年、群馬大学
医学部 脳神経外科研修医。1988 年虎の門
病院脳神経外科医員。1986 年医療法人社団 
近森会 近森病院リハビリテーション科長。
1989 年近森リハビリテーション病院院長。
2000年医療法人財団 新誠会 理事長。2002
年～ 2005 年初台リハビリテーション病院
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病院設備は家に帰るまでのスタンダード

安全確保と訓練とのトレードオフをどのようにお考えで

すか。

石川　うちの病院では月間 50 ～ 60 件の転倒が起こりま

す。どの病棟でどのように何回転んだかグラフにし、で

きるだけの対策をしていますがなかなか減りません。転

倒のもっとも多い場所はベッドサイドとトイレなんです

ね。トイレなどの自立の判定は皆で相談して「この日を

もってこの方はもうトイレのお世話はいらない」と決め

るんですが、その翌日に転ばれることもあり苦労してい

ます。

 実は転倒防止の最大の特効薬は「動かさないこと」。で

もリハビリテーションは動かすことが重要ですから。件

数の多い病院ほど患者さんを動かしているともいえるわ

けです。とくに排泄時にそばにいるのは出にくくするよ

うなものですから患者さんは扉を閉めてひとりになるの

が大半。そこで前や横に倒れるのがいちばん怖いのです。

　病院によっては転倒しないように患者さんを抑制、ト

イレに縛りつけたりしちゃうんですが、うちではこれを

しないという固い誓いをたてているんです。

宮﨑　転んでもいい設計にしたいのですが、なかなか難

しいですね。設計のほうではやはり床の材料を考えます。

単価的にはカーペットもビニール系も大きく変わりませ

んが、清掃性の面でビニール系が多く選ばれているよう

です。

石川　車いすや足がひっかかるのでリハビリテーション

病院でカーペットは考えにくいですね。また、昔建てた

仮設病院の床がプレハブでふわふわして安普請だったけ

れど転んでも骨折はゼロだったという経験があります。

宮﨑　長尺シートでもクッション性があるものがあります

が、これはナースや普通の方は疲れます。以前ある病院で

使っていましたが、スタッフの評判は今ひとつでした。

井上　高齢者施設では最近は根太を組んだ二重床を採用

するので骨折には至りません。ただ単価が高いですよね。

宮﨑　それと水の問題。二重床は水をこぼすと目地から

入ったり長い間には腐ったりする。建築的なおさまりも

ややこしくなるので、なかなか受け入れられないですね。

井上　トイレについては「スタンダードを置く」という

ことになるのではないでしょうか。排泄はいくつもの行

為の積み重ねですが、それぞれに病院で仕上げておかね

ばならないポイントがあるようです。家に帰れば同じ洋

式トイレでも間口が違ったり段差があったりしますが、

ポイントを押さえておけば、あとは個別に調整するとで

もいいますか。

石川　それはもう、個別性が高いですからね。入浴等も

退院前に自宅を外泊訪問して実践トレーニングし、退院

後も追っかけてリハビリを仕上げていくようにします。

入院中には「体が動かなくても日常動作はなんとかやれ

る」という意識づけ・雰囲気づくりをします。でないと

退院後「私はもう何もできません」という人をつくって

しまいますから。

　本人がトイレに行きたいと思い、行けなくてナースコー

ルを押し、起き上がろうとしてひっくり返ったり、そん

なプロセスを経て、やがてひとりでトイレまで行き下着

の上げ下ろしをして用をたしてまた戻る。その全行程が

うまくいって初めて「排泄動作自立」なんです。トイレ

の中はあくまでその１コマで、「癒しのトイレ」といわれ

てもこれは難しいね。（笑）

磯　当研究会は「癒しのトイレ」をテーマに掲げていま

すが、今日いただいたお話をベースにして、患者さんが

良くなるためにどういう水まわり空間がお役に立てるの

かをもっと考えていかなければと思いました。本日はど

うもありがとうございました。　　
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森之宮健康ゾーンの要として
　大阪城公園の東、JR大阪環状線の森之宮駅近くに位置

する森之宮病院は、既存の急性期医療を中心とした大道

病院と、回復期リハビリテーション医療を中心としたボ

バース記念病院の、それぞれがもっていた機能を高度に

集約した新しい病院として計画されました。

　周辺は大阪府立成人病センター病院、府立健康科学セ

ンター、府立公衆衛生研究所、大阪府赤十字血液センター

などが建ち並ぶ森之宮健康ゾーンであり、森之宮病院は

これを補完する役割とともに、地域の中核病院のモデル

としての存在が期待されています。

　「一般には身体と精神の障害の違いが理解しにくいよう

で、リハビリテーション病院の建設については近隣住民

の反対も多いようです。そのためか、これまでのリハビ

リテーションの専門病院は郊外に建設される例が多く見

受けられます。それでは環境はよいかもしれませんが、

退院後の通院が大変なことになります。これからは都市

型のリハビリテーション病院が必要ではないでしょうか」

とは大道道大森之宮病院長の言葉です。

地域に開放されたオープンな空間構成
　「一歩、病院に踏み入れたときの雰囲気が大切なんです」

と大道院長は身を乗り出して語ります。「ですから床の仕

上げや色彩にもこだわりました」と話すように、１階エ

ントランスホールから診察室に向かう床にはムクの木材

を使ったフローリングが敷き詰められています。大きな

ガラス張りの開口部、高い天井とともに明るくオープン

な空間で、病院周辺とは一味違った雰囲気です。

　病院の１階は急性期患者を対象としたフロアで、総合

受付の前には中央待合を兼ねた「こもれび広場」と名付

けられたスペースがあり、情報提供の場として、またコ

ンサートなどを開くイベント会場としても用いられて、

地域との関連性を高めています。ここの運営は看護師や

医療スタッフによって構成されるフォーラム委員会があ

たり、委員会は壁画などの選択にも関わっています。

　設計にあたったのは伊藤喜三郎建築研究所。技術的な

お話は担当の設計部係長根本俊一さんから伺いました。

　診療は完全予約制なので中待ちは設けず、こもれび広

場から「ホスピタルストリート」と名付けられた中央通

路に沿って診察待合がふたつ、また検査受付と検査待合

がふたつ配置されています。

　建築的な配慮としては、患者の車いす利用率が高いた

め、上下移動を減らして同一フロア内で検査やリハビリ

テーションがすべて完了すること、そして当然のことと

してバリアフリーが基本です。

　外来診療は「フリーアドレス方式」で、各診療科に対

する患者の増減への対応性が高く、効率のよいレイアウ

トとなっています。そのために診察室の仕様は全室共通

として、診療科のへだてなく使用できるようになってい

ます。

　この病院で特筆されるひとつに小児歯科があり、とく

に自閉症等の障害児に対応した病院の例は多くありませ

経験に裏付けられた回復期リハビリテーション
のためのトイレ

森之宮病院
設計：伊藤喜三郎建築研究所

前面道路から見た全景。向かいにある高層住宅に面する病室は、視線を避
けるため斜めに配置している。

配置図・１階平面図。トイレは診療関係諸室の中央に配置されている。

こもれび広場と名づけられた中央待合。家具など
の高さが抑えられていて、視野が広がる。
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ん。車いすの利用や子ども同士の干渉を避けて、診察台

の間隔を広くとっています。

　また空間的な配慮としては、ビデオカメラなどによる患

者のモニタリングなどはせず、職員が座った状態で周辺状

況が見渡せる空間計画になっています。視界を確保するた

めに家具やパーティションの高さは床上1,000～1,100mm、

扉などの把手の高さは車いす対応などを考慮して一般的な

それより低めの 850mmに統一されています。

新病院建設に当たってトイレ委員会を設置
　平成 15 年、新病院建設委員会が立ち上げられ、その中

にトイレ委員会が設けられました。既存のトイレに不満

を持っていたスタッフたちは、オストメイト対応、ユニ

バーサルデザイン対応などの検討に取り組むとともに、

デパートのトイレ見学にも行きました。

　実際の建設に当たってはモックアップでの検証が実施

され、病院スタッフが気がついたところをチェック。始

めその数は百数十点にも及んだといいます。

　結果として１フロアに２看護単位、１看護単位は 40

床ですから 80 床に対してトイレが 33ヵ所になりました。

病室からリハビリテーション室まで水平移動でほとんど

完結していますが、縦動線としても６基のエレベータが

用意され、広い廊下とともに移動に関するストレスはほ

とんど感じないように計画されています。

　１階のトイレの利用は乳幼児も多いため、子ども用の

便器とともに、親子で使えるトイレが設けられています。

　トイレの機器類は、左右の使い勝手にあわせたものが

セットで配置され、オストメイト用の流しも２種類の高

さが設置されていて、体格差によって使い分けられるよ

うに配慮されています。トイレ全体は青い壁面で囲まれ

ており、視覚的に位置がすぐわかるようになっています。

ボバース概念による治療
　ボバース概念とは、イギリスのボバース夫妻によって

1940 年代に始められた中枢神経疾患に対するリハビリ

テーションの方法のひとつです。身体に無理な力を加え

ず脳に刺激を与えることによって、脳の本来とは違う部

分の力で身体機能を取り戻す方法です。そのためには個

人の状態に即した、マン・ツー・マンな治療、リハビリテー

ションが必要となります。そのために PT、OT、STが

167 名も働いており、ひとつの病院でその数も、351 の病

床数に対するスタッフ数の比率も日本一を誇っています。

小児病棟への手厚い配慮
　２階には手術関係諸室、３階は小児病棟と訓練施設を

含めたリハビリテーションゾーン、４階から７階までが

病棟となって全体が構成されています。

　各フロアは中央部のスタッフステーション、リハビリ

テーション室、食堂・デイルームなどを始めとするコア

によって東病棟と西病棟に分けられています。

　３階リハビリテーションゾーンの東病棟にあたる位置

に小児病棟が配置されており、親と一緒に入院できる４

１階のトイレは青い箱のようにデザインされてい
て、視認性も高い。

１階車いす・オストメイト対応のトイレ（左麻痺用）。オストメイト用の流
しは患者さんの体格を考慮して 600mmと 700mmの高さが用意された。

１階トイレ平面詳細図

１階小児用トイレ。子ども用便器のあるブースの仕切りはカーテン。

１階車いす親子対応トイレ。

車椅子
親子トイレ
（左麻痺）

女子トイレ

小児トイレ

対応トイレ 親子トイレ

（右麻痺） （右麻痺）

車椅子
オストメイト 車椅子

男子トイレ

オストメイト
対応トイレ
（左麻痺）

車椅子

SK



10/癒されるトイレ環境をめざしてVol.6

床室と個室、単独で入院する子どもたちのための６床室

で構成されています。子どもたちの気持ちに配慮し、6

床室は 4床室から離して配置されています。西病棟にあ

たる部分には作業療法室、理学療法室、言語療法室、木

工室などが設けられており、これらは外来のリハビリテー

ション患者のためにも用いられます。

 小児病棟のトイレは集中型トイレとして計画されまし

た。計画にあたっては、事前に外来にこられる母親を対

象として、セラピストを通してアンケート調査が実施さ

れました。その結果、約 80％の子どもがオムツを使用し

ており、オムツの交換スペースを十分にとる必要性から、

オムツ交換室として１ブースが設けられました。（年長の

子どもにも対応できるベッド付きのトイレは、リハビリ

テーションゾーン集中型トイレに用意されています）

 オムツ交換室にはシャワーが用意され、さらに汚物処

理室や子ども浴室にも直行できるようになっています。

 トイレは母親と子どもが一緒に入れるように、トイレ

ブースの外側にバギーや車いすを置けるスペースが確保

されています。

 また、一般トイレもリハビリテーションゾーンでは集約

されており、ここにも車いすトイレが設置されたのは、

母親がトイレブース内までバギーを持ち込むことが想定

されたからです。さらにこのトイレは、杖を使う子ども

が自力で使えるように配慮されています。さらに父親も

気兼ねなく子どもをトイレに連れて行きやすいように、

男性トイレに近い側にも車いすトイレが配置されています。

 女性セラピストが男児の治療中にトイレに連れて行く

場合を考慮して、女性トイレ内に男児用小便器が併置さ

れました。ここの手すりは子どもでも握りやすいように、

直径 26 ～ 28mmの手すりを特注して設置されました。

かつてのボバース記念病院では、既製品として市販され

ていないさまざまな補助具を、スタッフが必要に応じて

手作りで対応していました。その良き伝統を引き継ぐよ

うに、リハビリテーションゾーンに設けられた木工室は

作業療法のみではなく、スタッフや母親たちが必要とす

る補助具をつくるための工房でもあります。

上下階の移動をなくしてバリアフリー
 ４階は回復期リハビリテーション病棟、５階は回復期リ

ハビリテーション病棟と身障者病棟、６階は急性期の一般

病棟、７階は個室その他混合病棟という構成で、各フロア

にリハビリテーション室を設けたため、患者さんは水平移

動だけでリハビリテーションを受けられます。以前のボ

バース記念病院では２、３階の病室に対して１階にリハビ

リテーション室があったため、上下移動で交通渋滞が大変

であったとのこと。その教訓を生かしてのレイアウトです。

 トイレは個室と多床室のモックアップをつくり、病院

関係者、設計、施工、メーカーなどを含めて検討が重ね

られました。例えば扉においてはスライディング、２枚

折れ戸、３枚折れ戸の動き方と車いすに乗った状態での

開けやすさなどとともに、便器との距離や介助者の動き

などが検討され、それが反映されました。多床室のトイ

レは各病室単位で利用できるように分散配置され、左右

勝手をペアにして隣り合わせに配置されています。また、

個室のトイレに関しても同様に、左右の勝手をセットに

した個室の配置となっています。

 手洗いの洗面ボウルの寸法にもさまざまな配慮が行き

わたっています。高さに関しては置いた手が不自然な角

度にならないような高さが検証され、補強のためのカウ

ンター下の横バーは車いすが当たらないような位置に調

整され、カウンターの突端部（エプロン）の厚さも、薄

いと突き刺さるような印象を与えるために 35mmという

寸法が採用されました。

 計画上の基本的な考え方は、生活行動の中で身近な排

泄という行為が無理なく安心して行える環境づくりであ

り、バリアフリーはもちろんのこと、左右の麻痺に対応

できること、排泄したいときにいつでも使えるよう、十

分な数があること、そして十分な広さがあり車いすでも

利用が容易であることなどでした。

                 皮膚・排泄ケア認定看護士である正

壽佐和子さんは、「病院の雰囲気が変わって、患者さんに

はゆったりと過ごしていただけるようになりました。ま

た、職員自身も“患者さんをお迎えする”という思いが

より強くなりました」と感想を語ってくれました。

３階平面図。右半分が小児病棟。左側はリハビリテーションゾーンで、外来の小児も兼用。

３階小児病棟の廊下には子ども用のバギーや歩行
用補助具が並び、壁面のグラフィックともあいまっ
て賑やかな町の賑わいのよう。
単独で入院している子どもたちは６床室、親が付
き添い入院している子どもたちは４床室に分かれ
てゾーニングされているのは、親と離れて入院し
ている子どもたちへの配慮。

理学療法室1

面談室

準備室

スタッフルーム

ルーフガーデン
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ステーション
スタッフ

SK

倉庫3

バルコニー バルコニー

301

バルコニー

バルコニー

食堂・
デイルーム

デイコーナー
サテライト

プレイ
ルーム

木工室

PS

リハビリテーション

診察室14

受付
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児
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こどもトイレ

オムツ交換室

こども浴室

汚物処理室

ランドリー室
ファミリー
浴室

脱衣

UB
1618

上部吊戸棚

上部吊戸棚

診察室

対応トイレ

女子トイレ

オムツ交換室

男子トイレ

車椅子

（右麻痺）

対応トイレ
車椅子

（左麻痺）

（リハビリテ-ション）

小児病棟のトイレ。体格にあわせて３段階の高さに手すりが設けられている。

小児用トイレに設
けられたオムツ交
換 室 に 付 属 す る
シャワー。

子どもトイレ全景。大便ブースの仕切りはすべて
カーテン。

子どもトイレの車いす対応の大便ブース。３階リハビリテー
ションゾーントイレ
の平面詳細図。

３階小児病棟トイレ平面詳細図。オムツ交換室から汚物処理室、子ども浴
室へと最短距離で行くことができる。

３階リハビリテーション
ゾーンの車いすトイレ。

３階リハビリテーションゾーンの女子トイレには
男の子を連れて行けるように小便器も用意されて
いる。

３階リハビリテーションゾーンの女子トイレ。
段差のある手洗い横にはベッドが設けられた。

３つ並んだ小児用大便器。肘がかけられるように補助具が手すりについている。
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個室手洗い。車いすでのアプローチ、片手での洗
面に対応できるよう、モックアップで確認した。

多床室の手洗い。手すりの強度と車いすとの関係、カウンター端部の寸法な
どには多くの検討が加えられた。

１病棟にひとつ設けられた男女兼用で小便器も設けられたトイレ。

４階平面図。三角形のコアをふたつの病棟が囲む構成。

個室における患者さんの移動シミュレーション。

多床室の入口とその脇に設けられたトイレの入口。
扉の幅は広く取られており、扉の車いすマークの
下には、左右どちらに手すりがついているか表示
されている。

DDPS

処置室

東スタッフ
ステーション

準備室西スタッフ
ステーション

準備室

介助浴室

EPS

収納

バルコニー バルコニー

WC

WC

WC

WC

EPS

ルーム ルーム

面
談
室

DPSDPS

サテライト
デイコーナー

WCWC

介助浴室

食堂・デイルーム

WCWC

WC WC WCWCWC WC

サテライト
デイ
コーナー

処置室 スタッフスタッフ

4Ｆリハビリテーション室

WCWCWCWCWC WC

収納棚

浴室

4床室

ベッド

床頭台

ロッカー

床頭台

ロッカー

ベッド

ベッド

床頭台

ロッカー

床頭台

ロッカー

ベッド

4床室

トイレ
（右麻痺）

車椅子
トイレ

（左麻痺）

車椅子

（左麻痺対応） （右麻痺対応）

（左麻痺対応） （右麻痺対応）

＜右麻痺＞ ＜左麻痺＞
4 床室平面詳細図。隣り合うトイレは左右の勝手が用意されている。



　新宿駅南口、サザンテラスから少し奥に入った場所に

ＪＲ東京総合病院は建っています。高層オフィスビルの

足下にしゃれたお店やカフェがつらなる表のにぎわいを

よそに、ここは最都心とは思えない静かで落ち着いた雰

囲気。大正期に全国各地でつくられた鉄道病院のひとつ

として長い歴史を持ち、現在はＪＲ東日本旅客鉄道の企

業立病院として「信頼とやすらぎ、安心な医療」を基本

理念に、ＪＲ関係者のみならず広く地域一般に高度な医

療を提供しています。

　また病棟 14 階にはＪＲ東京総合病院高等看護学園が併

設されており、未来の医療を担う優秀な看護師を世に送

り出す教育の場としても機能しているのです。

　「先進性」「安心感」「親しみやすさ」の３つのキーワー

ドの下、2006 年に病院全体のリニューアルが完了。新築

された外来棟は地下３階地上８階、既存建物を改築した

病棟は地下３階地上 15 階ベッド数 474 床、建物の延面積

は約 57,000 ㎡の規模になりました。新たにつくられた吹

き抜けのエントランスホールには、全面ガラス張りのファ

サードから柔らかな自然光が射し込み、カラフルな壁画

と相まって親しみやすく明るい空間となっています。

　現代の病院システムの主流となりつつある、治療対象

部位ごとに外科と内科が連携する「診療科のセンター化」

への対応・多目的トイレの全フロア配置・スタッフ専用

廊下の設置による静かな待合の実現等、「質の高い医療と

快適な癒し空間」を標榜しつつ設計を担当したジェイアー

ル東日本建築設計事務所建築設計第一部設計長の長谷川

健さんは「患者さんにとってはもちろん、病院スタッフ

の介助のしやすさや使いやすさ、サービスの内容などに

配慮しました」と語ります。

　そんな中で患者さんにもスタッフにも好評なのが、今

回とりあげる「リハビリテーションセンター」です。外

ＪＲ東京総合病院

患者さんとスタッフ
双方を考えて配置した多目的トイレ

フロア全体をリハビリテーションエリアに できる限りたくさんの多目的トイレを配置

来棟と病棟の６階部分を一体化してフロア全体をリハビ

リテーションの専門エリアとし、入院患者さんの病室・

外来診察室・入院／外来患者さん双方が作業療法等を受

けられるリハビリテーション室を集中させています。

　リニューアル前は、リハビリテーション室は１階、入

院患者さんの病室は整形外科病棟と一緒に 10 階に配置さ

れ、とくに車いすの患者さんにとって、リハビリテーショ

ンに向かうためのエレベーター移動は大きな負担でした。

現在は同一階となった外来棟と病棟とが中央の渡り廊下

でつながれ、水平移動だけで病室からリハビリテーショ

ン室に行けるようになっています。病院スタッフにとっ

ても、動きやすい合理的な動線となりました。

　ことリハビリテーションにおいて、トイレのあり方は

大きなポイントのひとつといえます。

　「リハビリテーションセンターではまず多目的トイレを

たくさん置くこと。また、一般用も含めて各トイレブー

スはできるかぎり広いスペースにすること。この２点に

ついて、設計側とはとくに検討を重ねました」と話すのは、

センターを統括する田中清和リハビリテーション科担当

部長。

　この希望を容れ、設計は多目的トイレの数の確保が優

先されました。他フロアでは１～２ヵ所のところをここ

では計５ヵ所設置されています。食後等トイレの使用が

癒されるトイレ環境をめざしてVol.6/13

自然光が射し込むエントランスホール。

外来棟と病棟を結ぶ、リ
ハビリテーションセン
ター中央の渡り廊下。水
平移動だけで行き来がで
き、患者さんにもスタッ
フにも好評。

設計：ジェイアール東日本建築設計事務所　

外来棟のアプローチ。
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作業療法室

評価室
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多目的トイレ 多目的トイレ
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集中する時間帯に、車いす利用者が多いセンターで患者

さんが困らないようにという、現場をもっともよく知る

看護師の声を取り入れて決定されたとのこと。渡り廊下

をはさんだ外来棟（＝リハビリテーション室側）にも３ヵ

所設置され、これなら使用がもっとも集中する朝食前後

の時間でも行列ができる心配はないでしょう。加えて多

目的トイレは患者さんが介助の手を借りずにひとりで用

をたすにも使いやすく、リハビリテーション促進に一役

買っているという面もあります。

　配置の仕方は集中型が基本。病院は当初、すべての４

外来棟に設置された多目的トイレの内部。車いすでの動きや
介助者の作業が楽にできる十分な広さが確保された。

作業療法室前の廊下には、右勝手と左勝手各々の多目的トイ
レが並んでいる。入口はすべて手かざしセンサーの自動扉。　

個室のトイレは、車いす対応
のものとそうでないものと２
種類ある。写真は対応してい
ないブース。

床室入口にそれぞれ配置するよう希望しましたが、既存

建物の活用を考えた結果、４床室３部屋につき右勝手用

と左勝手用のブースを最低ひとつずつ配置することで落

ち着きました。ここに一般用集中型トイレを加え、どの

病室からも短い距離でトイレにたどり着くことができま

す。４床室の患者さんは自分の身体状況に合わせて、車

いす利用時や介助者が必要なときには多目的トイレを、

リハビリテーションが進んで身体の自由度が上がれば一

般用トイレを、というように使い分けています。

　個室は室内にトイレを配置していますが、車いす入室

６階リハビリテーションセンター平面図

外来棟多目的トイレ詳細図
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病棟の端に設けられたＡＤＬ室では、トイレは意図的に
開き戸にされ、　ブース内も一般と変わらないスペースに
なっている。

個室は扉も家具も木調に統一され、落ち着いた雰囲気。洗面の
グースネック水栓は、吐水口がボウルから外に出ないよう改造
されている。

受付に置かれた患者さん手作り
の折紙人形に心がなごむ。

が可能な広いトイレブースと、車いすが入らない狭めの

ブースの２種類が用意されています。狭いブースの部屋

の患者さんは、車いすを使っている間は４床室の患者さ

んと同じように室外の多目的トイレを利用、車いすが不

要になれば室内トイレを利用します。こうして回復状況

に合わせてあちらこちらのトイレを使うことも、リハビ

リテーションの一環となっているのです。

　さらに長谷川さんも田中さんも重視したのが、可能な

限り大きくしたというトイレブースの寸法です。とくに

車いすが楽に入れるよう間口を広くし、入口から便器ま

での前スペースにできるかぎりの余裕を持たせること、

介助者が一緒に入って手を貸しやすい広さにすることに

最大限の努力が払われています。

　加えてディテールへの気配りも。「いろいろマニュアル

はありますが、どれも理想型で、実際のブース内スペー

スにはあてはまらないことが多かったですね」と話す田

中さん、便器や手すりの位置と取り付け方・扉の形態・

各器具類の強度に至るまで、モックアップをつくって寸

法や使い勝手を確認したり、病院側と設計側のスタッフ

が一緒に展示会を回っては議論と検討を重ねました。

　今回のリニューアルでもうひとつ忘れてはならないの

は、限られたスペースや既存の躯体を生かすことを前提

に設計がなされた点でしょう。「新築部分も改築部分も、

基本的には狭い中を工夫しながら頑張ってやったという

のが特徴的だと思います」と長谷川さん。

　例えば新築の外来棟では、多目的トイレは十分な広さ

の間口を取ったものの、一般集合トイレブースの扉は幅

550mmとぎりぎりまでコンパクトにしています。物理的

なスペースの条件に加え、ブースに入って扉を閉める際

に不自然に身体を逃がさずにすむよう、モックアップで

使い勝手を確認しながら寸法を決定したとのこと。

　改築である病棟では、条件はよりシビアになってきま

す。病室とのバランスを考慮しつつ５つの多目的トイレ

を配置するという病院の希望に設計側は、もとは一般集

合トイレや給湯室だった「既存の水まわり部分」を用途

変更して多目的トイレをはめ込む、という方法で応えま

した。もともとの躯体や間仕切りの位置で制限を受けざ

るを得ない状況では、例えば引き戸でなく思いきって折

り戸を採用するなど、ケースバイケースで臨機応変に問

題を解決していったのです。

　さらに長谷川さんは続けます。「病院の設計では、患者

さんのみならずスタッフに対してこそ多くの配慮が必要

なのではないかと思います。クリーニングやメンテナン

ス性といった面はそのまま病院の機能や環境に関わるし、

スタッフの介助のしやすさや行うサービス内容・体制を

考慮した部屋や廊下のつくり方が、結局は患者さんの利

益につながるのでは」

　例えばリハビリテーション室と病室を一体化したセン

ター自体、患者さんの移動の負担が減る以上にスタッフ

の作業効率に対するメリットが大きいそうです。患者さ

んがひとりで使いやすい多目的トイレを増やすことも、

少人数で多くの仕事をこなすスタッフの作業軽減に当然

つなげられるはず。また個室の洗面器は、肘までしっか

り洗いたいというスタッフ側の希望で、キッチン用のグー

スネック水栓と深いボウルを採用しています。

　そしてもちろん、平均入院日数 50 日超という決して短

くはないリハビリテーションの日々を過ごす患者さんに

とって、安心して治療に臨める機能性と落ち着き、そし

て常なるアメニティを感じる空間であることこそが強く

求められるのではないでしょうか。

　病棟では家具や手すり、個室の扉などが木調で統一さ

れているほか、受付コーナーをはじめセンターのあちら

こちらに手作りの折紙人形や季節感あふれる小物が飾ら

れています。患者さんから持ち込まれることも多いとい

うこんな心なごむしつらいも、癒しとしての病院空間を

そっと支える役割を果たしているにちがいありません。

限られたスペースを最大限に生かす

スタッフ・患者双方への配慮が必要
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地域活性化の拠点としての医療施設
　新潟県立新発田病院は、既存施設の老朽化、狭隘化と

医療需要の多様化・高度化への対応、さらには地域住民

の要望を踏まえた救急救命センターの設置にあわせて移

転新築したものです。これによって新潟県北部地域の基

幹病院となるとともに、リウマチ治療と臨床研究を行う

センター機能を充実するために新潟県立リウマチセン

ターを併設しています。

　敷地は JR新発田駅前に位置し、公園整備地と隣接した

豊かな環境に囲まれています。この場所は既存の中心市

街と、これから発展が期待される商業ゾーンとの結節点

にもあたり、１階に設定されたホスピタルモールは、駅

前地区の活性化を促進する役割も担っています。

　病院の入り口は、ホスピタルモールとそれに連続する

中央待合で構成され、トップライトのある明るい吹抜け

空間であり、モールはショップやコンビニ、カフェなど

によって町並みのような雰囲気がつくられています。ま

た、モールに面してコミュニティルーム、地域連携室、

患者図書室、医療情報コーナーなどが設けられ、医療・

健康・福祉に関する情報発信の場として、地域と一体と

なって機能するように計画されています。

スタッフ動線の短縮は患者さんサービスのため
　新たな病院の計画に当たって、県病院局は職員だけで

はなく患者さんからも意見を聞き、集計した結果を新し

い病院に反映させるべく、設計者である山下設計ととも

に検討しました。

　新発田病院は１階に総合受付と中央診療ブロックが、

２階には多くの外来患者が利用する外来診療ブロックが

集約的に配置されていて、わかりやすく利用しやすい配

慮が行き届いています。また、救急救命センター機能、

手術部門、ICU、CCUなどもスムーズに連携できるよう、

４階までの低層部に配置されています。また、５階には

管理・医局・会議室などの事務系の諸室が配されています。

　なお、１階と２階には和式トイレがひとつずつ設けら

れています。これは高齢者対応とともに、意見集約の反

映でもあります。

　病棟は４階に循環器病棟として１病棟、眺望のよい６

階から 10 階にかけて、π字型構成の９病棟 478 床が配置

されました。基本的には中央部に設備コアやカンファレ

ンス、食堂、デイルームを配して、両側に L字型の病室

を並べた形になっています。

　このレイアウトは機能的で、スタッフの動線が短くな

るように計画されています。少しでも不要な移動時間を

節約し、その分を患者さんサービスにまわして欲しいと

いう、設計を担当した山下設計東京本社第一設計部部長

松丸典義さんの思いでもあります。

　また、県側で計画に参加したのは現新潟県新発田病院経

利用者の声と設計者のノウハウを統合した
患者さんのためのトイレ

新潟県立新発田病院
設計：山下設計

芝生の広がる公園に接して建つ新発田病院。手前の弧状の建物は新潟県立
リウマチセンター。

JR新発田駅から病院へのアプローチに、「雁木」を思わせるキャノピーが
設けられたのは、病院まで駅から傘をささずにすむようにとの配慮。

１階平面図



癒されるトイレ環境をめざしてVol.6/17

営課主査の青木和浩さん。平成 9年に完成した上越市の県

立中央病院の建設にも携わった経験がありました。「技術

の進歩はすごくて以前の知識が通用しません。10年前は

病院内の物流が重要なテーマでしたが、今回は電子カルテ

までが技術的な課題に含まれました。その上で患者さんの

ニーズに応えることが大切です」とのお話でした。

リウマチ患者を視野に入れたデザイン
　多床室は基本的には個室的デザインとなっており、角

度を付けられて配置された４つのベッドと、それぞれに

対応して設けられた折上げ天井と間接照明が個室的な印

象を強めています。また、窓枠に用いられたアルミと木

製の複合サッシは、視覚的にも新潟の厳しい冬の環境を

和らげるように考えられて採用されたものです。

　トイレの仕様の決定には、モックアップによる検討が

医療スタッフ、設計者、建設会社などによって重ねられ、

取っ手の形態や寸法などの細部に至るまで検証されまし

た。とくにリウマチセンターには取っ手すら握れな  い患

者さんがいます。中でも、さまざまな部位について、使

用時に必要な力をできるだけ軽減することが大きな課題

でした。

　トイレの広さについては、車いすが回転できるかどう

かを配慮して決定しています。一般病棟のためにつくっ

たモックアップを基本として、リウマチセンターでは少

し広めとすることによって対応可能であろうとの予測が

立てられました。

　さらに、便器の位置、便器と手すりとの位置関係、ナー

スコールの位置など、患者さんにとって安心して使いや

すいトイレとするために、多くの検討事項がありました。

しかし、これまでの経験から蓄積された山下設計のノウ

ハウと、病院側のノウハウ、患者さんのサポートシステ

ムなどを加えて修正しながら、よりよいトイレ環境が目

指されました。

アンケートにこめられた患者さんの願いを反映
　トイレは分散型で、いったん病室から出て廊下から入

る形式が採用されました。以前の病院も分散型トイレで

したが、病室から直接トイレに入る方式でした。ところ

が同室の人が気になるという声が多かったことがアン

ケートの集計結果からわかり、それに対応したためです。

　各トイレは車いす利用とともに点滴スタンドを持って

入ることを前提として広めに設けられました。また清潔

なトイレを維持するために、清掃しやすい壁付けの便器

が採用されています。

　また、いくつかのトイレには壁に埋め込み式の自動蓄

尿装置が設けられました。排尿をカップで受けて装置に

入れると、計量され、一部をサンプルとして採取、残り

の尿は排水、洗浄されます。短時間で尿を自動的に処理

カフェやコンビニのあるホスピタルモールは病院の中に町の賑わいを演出
している。ここに面して医療関係の情報発信基地も充実している。

２階各種検査受付はカラーコーディネートされたわかりやすいサイン計画
となっている。

３階トイレ平面詳細図。男子の多目的トイレ
は左右対称となっている。

総合受付（奥）と中央待合ホール。いすの背には立ち上がるときの補助の
ための手すりが設けられている。
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して、トイレ内に臭いがこもるのを防いでいます。この

装置から得られるデータはスタッフステーションのコン

ピュータとリンクして、検温等のデータとともに電子カ

ルテに反映されます。

多彩な仕様で選択肢を広げる
　基本的には４床室 2つに対してひとつのトイレが設け

られており、隣り合ったトイレで左右の使い勝手などの

仕様を変えています。数が少ないのではないかとの意見

もありましたが、これまでに設計者が蓄積した具体的な

データと、周囲にも共用のトイレがあるので十分に対応

できるとの判断です。また、車いす対応のトイレは１病

棟に対して 2つ用意され、そのうちのひとつはオストメ

イト対応となっています。

　個室内トイレの基本的な仕様は扉ですが、整形外科の

病室に関しては足を曲げられない患者さんもいるため、

カーテン仕様も用意されています。また、シャワーとト

イレがいっしょになったユニットも用意されています。

　なお、患者さん用の水栓は感染防止を目的として、病

室内も含めて基本的には自動水栓が、スタッフ用には手

かざしのセンサー式が採用されています。

個室のトイレ入口は３枚引
き戸が用いられている。

トイレとシャワーがセットになった個室の水まわり。

個室のベッドまわり。

新潟県立リウマチセンター
　組織的には独立していますが、新発田病院と連携をと

りながら運営される新潟県立リウマチセンターが同一敷

地内に建設されました。高層の病院棟に対して、低層で

円弧を描くように足元まわりを固めており、景観として

も周辺環境に配慮していることをうかがわせます。

　リウマチセンターのトイレに関する基本的な仕様は病

院と共通ですが、患者さんに対する特別な配慮として、

便座面の高さが慎重に検討されました。

　リウマチの患者さんは関節を曲げるのに苦痛を伴うこ

とが多く、便座は高いほうが楽なので、そのために便座

を５cmほど高くしたトイレも用意されています。また、

病棟には昇降式便座と自動扉をセットにしたトイレが

数ヵ所に設置されています。

　病床数は 100 床で、そのうちリウマチ病棟は 52 床、回

復期リハビリ病棟のために 48 床を用意してあります。１

床あたりのトイレの数も多く、自動蓄尿装置も設置され

ました。

　リハビリセンターの建物の中には新発田病院附属看護

専門学校も併設されて、県北の医療ゾーンを形成してい

ます。

個室平面詳細図。限られたスペースの中で、
便器を斜めに置くことによって、トイレと
シャワーを併設している。

多床室平面詳細図。１室に対して廊下からアプローチするトイレがひとつ
対応しているが、隣り合わせに左右対称となっている。なお、上部の中廊
下を挟んだ反対側の病室にトイレは設置されていない。したがって２病室
に対してトイレはひとつとなる。

多床室の入口に設けられた手洗い。

１床室 １床室

４床室

1470.5 700 1900

900 900

2179.5
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便座の高さの異なるトイレが用意され
て、利用者の選択肢を広げている。

自動蓄尿装置が装備されたトイレ。

子ども連れでも利用できる男女兼用の多機能トイレ。

折り畳みベッド、オストメイト用流しが設けられた外来多目的トイレ。

リウマチセンター内に設けられた多機能トイレには自動蓄尿装置、昇降式
便座、自動扉などが装備されている。

リウマチセンター内の多機能トイレ平面詳細図

４階平面図

リウマチ
センター
のトイレ
脇に設け
られた飾
り棚。

４床室４床室

食堂・
デイルーム

４床室４床室

1床室 治療室

診察

特１床

1床室 1床室

SS

SS

カンファ
レンス

HCU

HCU

９階平面図
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医療効率と経済効率を両立させながら
広く使いやすいトイレ環境を実現

近江八幡市立総合医療センター
設計：内藤建築事務所・大林組設計監理業務協同体

歴史ある町並みを継承した外観
 近江八幡市は重要文化財的景観である「近江八幡の水

郷」や古い家並みを擁した町として、さらには日本の近

代建築発展に大きく寄与した建築家であり、近江兄弟社

を興したW・M・ヴォーリズ所縁の地として知られています。

 中心市街地とそれに続く田園風景との中間に立地する

近江八幡市立総合医療センターは、豊かな自然環境と文

化的遺産を背景に、地場産材の「はちまん瓦」を屋根に

用いるなど、地域に対しても配慮しつつ、およそ 30 万人

の東近江地区をカバーする広域医療圏拠点施設として構

想されました。また、災害救護拠点病院の役割も期待さ

れているため、全面的に免震構造が採用され、用いられ

た免震支柱は 220 本にも及びました。

 10 病棟、24 科、407 床の規模で、急性期医療と救急医

療に重点をおきながらも、四季を感じ、水・緑・光が薫

るガーデンホスピタルとして、 2006 年 10 月に開院しま

 設計に関しては内藤建築

事務所の河崎邦生さんにお話を伺いました。河崎さんは

インテリアに地場産の木材を利用した紀和病院の設計者

として、すでに本誌Vol.3 でもご紹介しました。

効率を重視しながら環境に配慮
 瓦を用いた切妻屋根と、遠くに見える山並みにも似た

緩やかな起伏で構成された外観や、基礎をつくるために

切削した土を建物周辺に置き築山により外構を整えるな

どの配慮は、ここを訪れる患者さんや見舞い客にも、病

に対する緊張感を和らげてくれます。

 建設コストや運営維持管理コスト、患者さんへの効率

的な対応など、さまざまな与件を考慮したうえで決めら

れた病院の平面は、約 100 ｍ× 100 ｍという大きなもの

周辺には田園風景が広がる病院の全景。深い軒の出とバルコニーの薄さが和風を感じさせる。

広々としたエントランスホールの見下ろし。

エネルギー
センター

放射線科

救急車入口 救急入口

救命救急センター

サブエントランス

レストラン

エントランス

講堂

小児科待合

光庭

調剤・薬剤

光庭

エントランスホール

受付

合
待

受付

合
待

光庭

合
待

中央処置室

ホスピタルストリート・待合

受付

光庭

健診センター待合

受付

合
待

職員入口

場
置
器
機
備
設

売店査
検

外来診療

救急入口

１階平面図

した。
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でした。この大きさは成長と変化に対応できるフレキシ

ビリティの高い平面計画を可能とするとともに、日頃病

院に不馴れな外来患者さんにもわかりやすい、「ワンフロ

ア外来」が実現しました。

　病院のゾーニングは関連する部門を動線の短縮や清汚

の区分、使用時間帯などに配慮しながら、いかに効率よ

く連携させるかであり、かつ、安全性の高い水平動線が

効果的です。

　一方で、さまざまな供給サービス関係の車のアクセスは

２階に設定し、１階に配置すべき機能をバランスよく配置

しています。また、２階には手術・管理・供給・リハビリテー

ション関係諸室が配置されており、さらに院内保育所など

も用意されて医療スタッフの要望にも対応しています。

病室もトイレも広く、左右勝手にもこだわる
　病棟は３、４、5階に設けられ、3、4 階は１フロアに

４つの看護単位を集め「テトラユニット」と名付けられ

ています。Ｌ型配置の病室を１看護単位とし、それが４

つ集まって１フロアを構成しています。井桁型の平面構

成の中央部を人や物流の動線の要とし、医療支援、運営

業務機能などを集約して「ビッグコア」と名付けたサー

ビス拠点としています。

　このビッグコアに接する病棟のコーナー部分に多目的

トイレおよび見舞い客共用のトイレが配置されています。

　トイレの計画にあたっては、看護師長を始めとする病

院側スタッフ十数名が、内藤建築事務所、大林組の担当

者とともにモックアップで検討を重ねました。

　トイレの広さや便器など機器類の数や配置、向き等に

ついては建築の専門家が提案し、内部における介助のシ

ミュレーションを病院側スタッフが検証するという、相

乗効果を生かした方法が採られました。

　診療科は将来的には変更もあり得るため、病棟のトイ

レは基本的には共通の仕様ですが、小児科に関しては使

いやすいように一部変更してあります。

　回復期リハビリ病棟、急性期病棟いずれも、多床室用、

個室ともトイレ内での介助車いすの回転が可能な広さが

確保されています。さらに、病棟のコーナーには２つの

多機能トイレが用意されています。

　４床室の病室は、通常の６ｍより 0.3 ｍ広いスパンと

なっており、１ベッドあたり８㎡を確保しています。さ

らに、トイレは分散型で１室に 1 ヵ所用意されており、

病室からはいったん外に出て、廊下から入るようになっ

ています。その理由にはトイレ使用時に同室者に遠慮す

る必要がなくなること。左右の使い勝手の異なるトイレ

を効率的に用意できること、トイレにバリエーションを

つけ患者さんの選択肢を広げられること、便器に対して

患者さんの側方アプローチが可能なレイアウトを採用で

きることなどが挙げられます。

１階外来トイレ平面詳細図

エントランスホール、
天井の高い空間には
トップライトからの
自然光があふれてい
る。

病棟のエレベータホールは、ホテルを思わせる重厚なデザイン。 １階外来の多目的トイレにはオストメイト用流し、折りたたみベッドが設
けられている。
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 ３階病棟のうちひとつの看護単位が回復期リハビリ系

にあてられています。ここの多機能トイレには昇降式便

座が採用されて、患者の利便性が図られています。２階

のリハビリテーション室に設けられたトイレは、ケアを

優先して自動洗浄となっています。

 「ここの入院患者さんには脳血管障害が多いため、車い

すを利用される方も多く、多様な仕様のトイレが役に立っ

ています。患者さんはそれぞれ自分好みのトイレがあっ

て、それを使っているようです」とは看護師の田渕美智

子さんの言葉です。

社会復帰を目指したリハビリテーションコース
 ２階に設けられた屋上リハビリテーション用のコース

はリハビリテーション技術科の理学療法士鈴木博人さん

苦心の作です。「目的は社会復帰。手厚くしすぎないで世

間一般に近づけていくことが重要です」と話されました。

 訓練用の段差には歩道と車道との段差、バスのステッ

プ、さらに階段２種、スロープ２種など、街中によくあ

る段差やバリアを再現するとともに、足洗い場まで設け

られています。これは「洗う」という動作指導のために

必要でした。また壁面には大きな時計が架けられていま

す。訓練する患者さんにとって、どれだけの時間をかけ

て訓練したかが気持ちの上でもはげみになるとのこと。

「その点、高次脳障害を持つ患者さんは時計の針の長短が

判断できなくなることもあり、デジタル時計も用意した

いですね。また、床材もノンスリップではなくアスファ

ルトに、グレーチングも目が粗くて車いすの車輪が入り

込んでしまうようなもののほうがよかったのですが、構

造上実現できませんでした。」と、鈴木さんのこだわりと

思いは尽きるところがありません。

メンテナンスに対する配慮
 サービス関係の業務は SPCが主体となって実施されて

います。トイレの清掃方式に関しては、いつでも清潔な

トイレを維持するために、仕様としては１日１回の清掃

ですが、いつでも電話連絡があれば対応できる体制が整

えられて、清潔なトイレを維持しています。

 トイレに限らず、あらゆる設備機器に関して耐用年限

が同時にくるような経済的特異点をつくらない方法が探

られ、経年のランニングコストができるだけ平均化する

ように配慮されました。

 病院内の内装は、患者のための空間とスタッフ専用空

間でははっきりと分かれています。外来部分はシックで

落ち着いた印象でホテルを思わせます。一方スタッフゾー

ンは機能性と清潔感を主としてデザインされており、空

間のデザイン的な性格もはっきりと分けられています。

個室とトイレ。トイレは右勝手と左勝手が隣り合うように配置されている。

病棟のトイレは、すべて介助可能な広さと広い入口が確保されている。

病棟トイレのインテリアは木をイメージして仕上げられている。

病室からいったん出てからトイレを使う。病室の扉には柔らかい木のイメー
ジが、トイレの扉には清潔感がデザインされている。
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２階平面図。右下にリハビリテーション関係の部屋がまとめられており、
屋上を利用した訓練コースが設けられている。

３階平面図。井桁型の平面図中央部分がビッグコアと名づけられたサービ
スを集中させた部分。４つの L型がそれぞれひとつの病棟となる。

３階トイレ平面詳細図。来客および患者にも利用されるが、重介助を必要
とする患者はここの多機能トイレに誘導し、病室トイレの使用を軽減して
いる。

多床室用の分散型トイレと、多機能トイレの仕様
についてのメモ。

エントランスホールと医事受付。

３階に設けられた４つの屋上庭園のひとつ。それ
ぞれにテーマを持ち、緑の多い散策路となってい
ると同時に、病室の接地性が高まっている。

リハビリテーションセンターに連続する屋上訓練
施設。耐候性に配慮して、ほとんどの金属はステ
ンレスが用いられている。

農作業後、足を洗う訓練のために設
けられた足洗い場。

ステンレスの手すりをていねいに掃
除する清掃スタッフの姿に、患者さ
んたちへの思いやりが感じられる。
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東海大学医学部付属病院

急性期の患者さんのために
清潔さとこころ配りを

ホールは涼やかで落ち着いた雰囲気。

先進性にみちた新しい急性期病院

清潔＋合理性＋サービス＝集中配置のトイレ

設計：戸田建設

メインエントランスへのアプローチ。

　豊かに茂る緑と広々とした畑、遠方には太平洋を望む

伊勢原の地に大きな存在感で建つ東海大学医学部付属病

院は、地域の中核病院です。国内トップレベルの手術件数・

救急車数をもち、高度救急救命センターその他多くの施

設を併設、803（うちＩＣＵ 80 床）の病床数に対し一日

平均来院者数 3,000 人、手術室 21 室、患者さんの平均入

院日数 11.9 日と聞けば、ここが日本有数の急性期病院の

ひとつであることが容易に想像できるでしょう。

　1996 年、病院はそれまでの経営体制の大改革に乗り出

します。古い慣習を打破し、検査の結果を当日出す仕組

みなど独創的なアイディアの下、ムダを省き、数々の合

理的システムを構築してきました。それに対応するため

に建物も新築することとなり、２年半の工期を経て 2006

年１月に現在の病院が稼働を開始したのです。

　「デザインコンセプトは『静かな精神性のある空間』。

突然の病や怪我を背負った患者さんに、静けさと落ち着

き、ある種の涼しさを感じてもらえるような場にしたい

と思っています」と語るのは、新病院棟構想の先頭に立っ

てプロジェクトを進めてきた、診療部次長で医学部基盤

診療学系病院管理学准教授の田中豊さん。日常的な外来

診療もこなす第一線の医師として、患者さんにもっとも

必要なことは何かを常に考えつつ、大胆な経営改革を成

功させた立役者です。

　この病院のトイレの大前提は「清潔の維持＝ゆきとど

いたケア」。配置計画・デザイン・管理までがこの基本に

従っています。一見あたりまえのようですが、患者さん

はもちろん、健康診断受診者や見舞い客も含めさまざま

な身体状況を持った多数の来院者に向けてつくられたた

くさんのトイレをすべて清潔に保つのは、実はそう簡単

ではありません。そこで選ばれたのが、クリーニングの

委託会社との間で「業務仕様書」を取り交わし、管理す

る方法です。「必須である清潔を維持するためには『いく

日に一度』でなく『汚れたらすぐ』きれいにすることが

必要。これを『業務』として仕様書に明記し、チェック

するのです」と田中さん。

　集中配置されている病棟のトイレにも、その基本に病

室ごとの分散配置と比較した清掃・メンテナンス効率の

高さを重く見たという清潔第一の思想があります。この

ことはさらに多くの別の効果をもたらしました。４床室

の入口にトイレを設けず集中配置にすることで清掃効率

が上がると共に、病室自体が１ベッドあたり 8㎡以上と

いう広く快適な部屋になりました。ベッド間の離隔距離

も２ｍ前後とることができ、その結果ＭＲＳＡなどの院

内感染が劇的に低減したのです。

　自分の病室にトイレがないと少し不安な気もしますが、

集中トイレの他に多目的トイレも使えますし、入口の扉

が廊下側に設けられて入りやすい個室的多床室のトイレ

も利用できるので、もっとも混む朝食後の時間帯でも入

るトイレがなくて困る人はいないとのことでした。

　外来エリアの集中型トイレでは「わかりやすさ」が重

視されました。病院建物のうち、地下１階から地上４階

にわたる低層部分は１フロア約 8,000 ㎡と広大で、その

約半分が外来ゾーンです。そんな中で迷わずにすむよう、

どのフロアにもほぼ同じ位置に大きめの集中トイレが

１ヵ所配置されていて、階が変わってもまごつくことは

ありません。それに加えて診療内容に合わせたサブのト

イレや多目的トイレが数ヵ所配置されています。

　例えば地下１階の検体検査エリアでは、採血採尿受付

機でカップを受け取り、目の前にある採尿トイレ内の提

出棚から直接検査室に提出できるシステムになっていま

す。患者さんにとって便利な上に、来院してから先に検

査しておけば医師の診察時にはすでにその結果が出てい

るという、スピーディな医療が実現しています。
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トイレ内の採尿提出棚を通して
検体を直接検査室に提出できる。

地下 1階採尿トイレと検査室平面詳細図。

写真左：多目的トイレは壁掛け式便器が正面を向き、
介助しやすい広さが確保されている。
写真右：縦方向の長さを 1,700mm とった一般トイ
レブース。実際には壁から 250 ～ 260mmのライニ
ングが出ているが、壁掛け式にした便器はかなり奥
に位置しており、前方に広いスペースが生まれた。

　さらに、将来的な診療科変更の可能性をも鑑み、病院

全体の水まわりは各フロアとも共通部分を増やし最大公

約数的な計画にしてあることも付け加えておきましょう。

「慣れない患者さん」のために
 もうひとつ大きな特徴として挙げられるのは、院内のど

のトイレにも「病院という場所や暮らしに慣れていない

人」に対する細かな配慮がなされている点です。

　「急性期病院で車いすを使うのはいわゆる『にわかユー

ザー』の患者さんで、初めて車いすをお使いになる方が

多いのです。トイレブースで車いすを回転させるといっ

た複雑なことはなかなかできません。それならばストレー

トに入ってとにかく前にあるものにつかまりながら移乗

できるよう、便器は扉の真正面に配置しよう。そんな考

え方でトイレをつくっていきました」と、戸田建設計画

設計部主管の竹村和晃さんは語ります。

　その言葉通り、ほとんどの多目的トイレの便器が入口

に向いて設置されています。立ち座りのストロークが短

いほど楽であることを考慮し、便座は１cmほど高めに

設定しました。もっとも気を配ったのは便器に対する壁

や手すりの位置で、患者さん本人の使い勝手はもちろん、

こちらも「不慣れ」である介助家族がしっかり立てるス

ペースを、便器を挟んだ壁の反対側に広くとっています。

高齢者のオムツ換えにも配慮した多目的シートといった

付属設備類も充実させたとのこと。

　病棟の個室のトイレには 1.5 ｍ× 1.5 ｍと 1.0 ｍ× 1.5

ｍの２種類の広さが用意され、重症度が高く、より介助

の手が必要な患者さんをトイレブースが広い方の病室で

ケアすることになっています。また、どちらのトイレも

待合

吹抜

診察

検査

透析室
診察

受付

東海ホール

待合 CT

待合

MRI

救急ホール

事務室

検体検査

血管造影

血液
検査室

厨房

放射線治療　

２階平面図

１階平面図

地下１階平面図
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患者さんを支える
手すりも使われ方
によって危険につ
ながる。病院設計
で必須の安全対策
がここにもある。

扉の下部が数 cmほど切り欠かれています。これは使用

時に点滴スタンドの脚部をブース外に出して内部の有効

面積を大きくするためのアイディアですが、点滴をして

いないときでも足の置き場として患者さんに重宝されて

いるそうです。「一般外来や４床室用集中型トイレでは、

これだけ切り欠くとプライバシーの心配がありますが、

個室なら問題ないと判断しました」と竹村さん。

　外来用を含む一般トイレももちろん使いやすさ重視で

す。壁掛け式大便器を採用してブース内の縦方向の長さ

を 1,700mmと最大限にとり、足が曲がりにくい人でも使

えることが念頭に置かれました。

　さらにＣＴやＭＲＩ、すでに主流となりつつある日帰

り手術センターにもトイレはしっかり設置されています。

検査や手術を受ける患者は、緊張や検査薬の点滴で一時

的に気分が悪くなるなどトイレ利用の頻度が高まる傾向

があり、それを心得ての病院の配慮なのです。

　こうしたさまざまな計画のポイントは、設計側と病院

側のスタッフが一堂に会して議論・検討し、ブースの面

積から各器具の寸法、紙巻器の位置にいたるまでをモッ

１床室トイレ平面詳細図

４床室用集中トイレ平面詳細図

トイレの安心・安全はどこに？

クアップ製作も含めて検証、決定していきました。病院

内には車いすを常用しているスタッフもおり、バリアフ

リーに関して多くの実験も行ったとのことです。

　いくつもの危険要素も、病院のトイレが持つ一面です。

　高齢の患者さんが増え、ベッドの周りやトイレでの転

倒事故が増加する傾向にあるため、しっかりとした手す

りの設置はこれまで以上に重要になっています。

　反面、患者さんの中には自らが背負った病によるスト

11 階病棟平面図
個室トイレの扉は、下部が数 cm切り
欠かれ、点滴スタンドの脚部をブース
外に出すことができる。

個室的
多床室
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４床室集中トイレのコーナーは洗面になってお
り、ここをはさんで男女の入口が別方向に振り分
けられている。

女性用トイレの入口。
奥に見えるのが作業室。

作業室内部。左手前と右奥の扉が男女それぞれの
トイレに通じている。

プライバシー重視のデザインが心を癒す

対スタッフにも細やかな気配りが

レスから鬱や神経症的な症状を示す人が少なくありませ

ん。「手すりを使っての自殺も心配されるため、一般トイ

レブース内の設置は必要最低限のＬ字型手すりだけにし

ています。位置はあまり高くせず、上部は紐がかからな

いようにＲをつけるなど細かい部分にも配慮が必要。単

にたくさん手すりをつければ安全、とは限らないのです」

患者さんの心理まで可能な限り考えた設計をという、竹

村さんの重い言葉です。

　転倒には床の状態も深く関わってきます。病院では感

染防止の意味も含めて乾式拭き取り方式の床を選択し、

清掃時に水を流さず常に乾燥を保つことで足を滑らせる

危険性を下げています。しかしやはりトイレは濡れやす

いため、床材は滑りにくさと転倒ダメージを緩和するクッ

ション性が重要ですが、どうしても必要な耐久性を確保

した上での話にならざるを得ないのが実情。そのバラン

スがトイレの床材選択上最大の課題ともいえるでしょう。

　集中配置されたトイレの多くでは、男女の入口がそれ

ぞれ別方向に向いています。

　「トイレの入口で男性と女性がはち合わせするようなこ

とをなくしたいと考えているのです。そうするとなんと

なくゾーニングもできてきますし」患者さんのプライバ

シーは、今回の病院リニューアルにおいて田中さんが強

くこだわった要素のひとつです。

　竹村さんも「最近はホテルのトイレなどでも男女の入

口は別になっています。工事面と設備計画面で必要な事

柄をクリアした上で、内部では従来通り隣り合っても出

入り口はできるだけ離すよう心がけました」。

　同じ考えの下、個室的多床室の入口に設けられている

トイレも扉は廊下側に向けられています。同じ病室で数

日を過ごさなければならない者同士がトイレの出入りま

で互いの視線にさらされないようにとの配慮に、患者さ

んの心を支える静かな看護の思想が見えるようでした。

　洗面にも工夫が見られます。外来・病棟を問わず集中

型トイレの鏡の幅は 40cm以下と必要最小限まで狭くし、

後ろから入ってきた人に映った顔を見られにくくしまし

た。反対に上下は長く、とくに下部は車いすの患者さん

が自分の顔を見ることができるようぎりぎりまで下げて

います。病室内の手洗部分の鏡もこれに従っています。

　どの病院にもある汚物処理室をここでは「作業室」の

名称で呼んでいます。

　「『汚物室』なんておぞましい言葉でしょう？　看護師

が夜ひとりで汚物室で作業していたら、自分の仕事をな

んと思うか」田中さんの気配りは、病院を支えるスタッ

フに対してももれなく向けられていました。各病棟に２

つずつある作業室のうち、ひとつは男女の集中型トイレ

の中間に配置されています。扉１枚を隔ててどちらのト

イレにもつながっていて、例えば患者さんがトイレで粗

相をされるようなことがあっても、汚れた衣服を直接作

業室の流しに運んで処理することができます。作業性を

高めることで、スタッフのモチベーション低下を防ぎた

い、との考えです。

　ではスタッフ自身のトイレはどうでしょうか。病棟で

は基本的に、患者さん向け・見舞い客向け・スタッフ向

けのトイレの分化をめざしています。１フロアに２つ並

ぶ病棟は、中央にそれぞれスタッフステーション（ＳＳ）

が配置され、これらを結ぶ「ＳＳリンク」に２つないし

３つの男女別スタッフ用トイレが配置され、さらに休憩

室の隣にも女性用トイレが加えられました。

　患者さん用のトイレを使わずにすむ体制にし、男性看

護師に配慮し、さらには休憩室をＳＳから完全に離すこ

とで休憩をとりやすくしていること。どれも常時ベッド

稼働率 100％以上の忙しい病院を支えるスタッフに対す

る細やかな気配りであり、それはそのまま患者さんへの

献身的なケアへと昇華しているのでしょう。

　短い滞在期間に、サービス・環境・プライバシーにい

たるまで最大限の安心感を提供すること、それこそが急

性期病院における患者さんの満足につながる。そんな強

い信念を感じさせる病院です。
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癒されるトイレ環境をめざして

本誌に関するお問い合わせは下記までご連絡ください

デコラニット株式会社 03-5462-4170 http://www.deconit.com

TOTO株式会社 03-5451-1176 http://www.com-et.com

ロンシール工業株式会社 03-5600-1821 http://www.lonseal.co.jp/

株式会社 岡村製作所 03-5322-2266 http://www.okamura.co.jp/
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