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「患者様第一主義」。今や多くの医療施設で耳にする言葉ですが、
実現に要する関係者の努力は並々ではありません。
身体を癒す患者さんは、心も弱っています。命を預ける医療従事者に
対する気遣いも、実は大きいのです。
求められるのは押しつけがましい言葉ではなく、患者さんへの
心からの思いやりと、環境の整備ではないでしょうか。
今回紹介する4つの事例は、心から患者さんのことを思い、
改修を成し遂げた人々の記録です。

それぞれの
思いやりが伝わる
環境づくり



2/癒されるトイレ環境をめざしてVol.7

巻頭座談会

それぞれの思いやりが伝わる環境づくり
 田中祐次 /座間弘和 /新井辰雄・他 /司会：髙栁和江

隣人愛と設計の妙がつくった
気配りと良心の空間
 聖隷三方原病院 F号館

患者と医療者が力を合わせた
わかりやすく安全なトイレ
 井上眼科病院

緑の丘の「ほっこり」とした病院
トイレはベッド近くで行きやすく
 日本バプテスト病院

古さと不便さを一掃したスタッフの熱意と
コーディネーターの「通訳」
 北海道中央労災病院 せき損センター西１階病棟

コラム
地域に根ざした病院づくりとアートボランティア活動
 秋田赤十字病院院長　宮下正弘

癒しのトイレ研究会メンバー紹介

癒されるトイレ環境をめざして　Vol.7
患者さんを優先した病院の環境づくり

編集・発行　癒しのトイレ研究会
 株式会社岡村製作所
 ジョンソンディバーシー株式会社
 デコラニット株式会社
 TOTO株式会社
 ロンシール工業株式会社
発行日　2008 年８月６日
事務局　〒 154-8540 東京都世田谷区桜新町 2-24-2
 TOTO株式会社内
 TEL：03-5451-1176/FAX：03-5451-1049

編集委員 麻生雅巳 ロンシール工業株式会社
 賀来尚孝 TOTO株式会社
 加藤忠敬 ロンシール工業株式会社
 鈴木昭子 TOTO株式会社
 髙嶋弘明 TOTO株式会社
 中村卓治 株式会社岡村製作所
 西川元継 デコラニット株式会社

編集協力 中谷正人　二階幸（中谷ネットワークス）
印刷 株式会社ゼネラルアサヒ
イラストレーション　おぐまあさこ
無断で本書の全体または一部の複写・複製・掲載を禁じます。
本書の著作権はすべて「癒しのトイレ研究会」に属します。

44

1010

1414

1818

2121

99

2424

患者さんを優先した病院の環境づくり
癒されるトイレ環境をめざして Vol.7癒されるトイレ環境をめざして Vol.7

もくじ



癒されるトイレ環境をめざしてVol.7/3

　人間は常に、なんらかのストレスを抱えているものだ。
日本人はネガティブな人種か、厚生労働省の調査による
と日本人の 7割、外来受診の患者の 8割がストレスあり
と答えたそうだ。
　わが国の健康施策である「健康日本 21」では、心の健
康が取り上げられたが、そこでは、心の健康を情緒的健康、
知的健康、社会的健康、人間的健康（spiritual  health）
として包括的に捉えている。心の健康は、日常生活に支
障があるほどに重篤な精神異常ではないという消極的な
健康状態（negative　mental　health）と、個人が自立
した一個の人格として、情緒的に安定して自らの意志で
社会に適応し、生きる価値と実感を折々に感受できるよ
うな喜びを散りばめられた充足的な生活を送れているか
という積極的な健康状態（positive　mental　health）に
も区分できる。
　病気になったら、もっともっとたくさんのストレスが
増える。身体的ストレスと主に、病気になったという心
のストレスが。
　心配事や悲しい出来事に遭遇した時、自発的な身体的
活動をする気も起きない。落ち込むと、便秘になったり、
反対に下痢になる人もいる。心理的健康やメンタルヘル
スが悪化していると身体活動や運動が低下する。身体的
病気になると、心の健康まで侵されるのだ。
　ここで、トイレ問題が、大きく取り上げられる。現実
に排泄の場であり、器材であるだけでなく、癒しの場と
して取り上げる必要がある。
　感染性の下痢は、体の悪いものを出すわけであるから、
下痢を止めるのではなく、全部出し切って、水分補給を
したほうが良い。そういえば、筆者の研究では、つらい
経験を吐きだし（エクスポージャー）た人は、長期にわたっ
て、抑うつの程度の改善が多い。吐き出すところは、どっ
ちみち、トイレなのである。
　今号は患者会の皆様との座談会を通して、いろいろな
ご意見をお聞きした。病院トイレ利用者＝顧客の一番は、
患者さんだからだ。
　一般的には、1）いつでも使える、2）使っていること
を他人に知られたくない、３）使いやすく、安楽、４）
清潔で感染の可能性がないという 4つのプライバシーと
利便性があがった。マイトイレという概念だ。マイトイ

はじめに

レは 24 時間いつでも使えるという安定感があり、他人の
目を気にせずにゆっくり使える安心感がある。安楽とい
う点では病院トイレの 4床室の共同トイレはとくに気を
使うところである。使っていることを他人に知られたく
ない点では、ひとりひとつのトイレのほかに、廊下の別
室に集合トイレがあると、別の『用たし』にいっている
のかわからなくなる。
　トイレの個室は適当な広さが必要。床も滑らないもの
であると同時に点滴台が引っかからないものがいる。鬱
病で薬を飲んでいたり、病気がひどいと、足元が見えない。
　トイレに重力落下式の点滴を引きずっていくと、点滴
台が高いので低いドア枠にあたる可能性がある。電動式
点滴では電気コードのからまりや重量が問題になる。患
者さんの簡便を考えた点滴台の工夫もほしいところだ。
おまけに点滴台は、入院中は、恋人以上の長い付き合い
なのだ。
　便器は患者さんの個人の身長に合わせて高さを変えら
れると便利だ。足や腰が痛いときは、曲げなくてもすむ
ように高いほうがよい。いったん、座ると、もう立てな
い人もいる。しっかりした握り棒がいる。ひざと股関節お
よび大腿四頭筋の鍛錬のために、和式トイレが必要かどう
かを検討すべきだ。いったんしゃがむと、立ち上がれない
からだ。
　下痢をしたり、おなかが痛いときは、前に突っ伏すこ
とのできる台や肘置きがあると便利だ。昔のお殿様のよ
うに、日本には肘置きの文化がある。トイレで、肘置きは、
発想の転換で、ウォシュレットとともに、必須のものに
なる可能性がある。
　蓄尿も問題だ。医療的に必要のない蓄尿が多い。どう
しても必要でも、量のチェックだけであれば、便器の改
良によって重量で測ることも可能だ。別タンクに浸みこ
ませた試料でたんぱく質量を測定することも可能ではな
いのか。Suica で駅の改札を通るたびに、ここまで発達
した日本の技術に驚くとともに、なぜ、他の場面で行な
われていないのか、日本の技術の不均衡に思いを馳せる。
　情緒的に不健康な人のほうが、心理的恩恵を受けやす
い。とすれば、病院のトイレを患者さんの気持ちに沿って、
変革するのが、入院患者さんを幸せにして、早く元気に
なってもらう近道である。

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

患者さんの気持ちに沿って病院トイレを変革する
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――　本日お集まりいただいたのは癒しのトイレ研究会
会長である髙栁先生、東京大学病院内の患者会「ももの木」
の創設にかかわり、いまでも患者さんのために活動を続
けている田中先生、大学病院で環境整備に取り組んでい
る座間さん、さらに血液疾患で入院を体験された患者さ
ん３名の方々です。
　血液疾患の患者さんは、一般的に放射線治療や抗がん
剤の投与が必要であり、入院も長期に及ぶこと、状態変
化の幅が広いこと、下痢や嘔吐、トイレの頻度が高いな
どが特徴で、あらゆる内科の治療が入っています。その
ような経験をなされた方々から直接お話をうかがうこと
で、癒しの場としての病院トイレのあり方を探りたい、
という趣旨です。では髙栁先生、司会をお願いします。
髙栁　この癒しのトイレ研究会の冊子も７年目です。毎
年毎年いろんなテーマで継続してきたのですが、今回は
初めて、ももの木の方々のご協力を得て、直接患者さん
から生の声を聞くことができます。
　以前、私がお話をお聞きしたがんの患者さんは、トイ
レが自分でできたときに「これで生きるんだ」と人間の
尊厳を感じたといわれてました。このような人はとても
多い。トイレは病気になると非常に大切なものです。
　そこで、東京大学医科学研究所助教で血液内科患者会
ももの木の主宰をされている田中祐次先生に来ていただ
きました。患者のための医療の確立ということでずっと
がんばっていらっしゃる先生です。

患者さんも医療に参画してほしい
田中田中　僕自身が思っているのは、当たり前ですが、患者
さんのことは患者さんしかわからないということです。
　僕らは医療者として患者さんのためにやっている。で
もそれはある意味で一方的な押しつけであって、患者さ
んが望んでいることをやれているかどうかはわからない
んです。じゃあ患者さんに聞けばいいじゃないか。それ
がすごく大事だと思います。そして僕は患者さん自身が
医療の一端を担う人になってもらいたいと思っています。
　最近では患者さんが参加する医療になってきました。

でも参加ではまだ足りない、患者さん自身に参画してい
ただく必要があると考えています。新しいトイレをつく
るときには患者さんにもしっかり責任を持って参画して
もらうことによって、患者さんたちも充実感を得られる
だろうと思っています。
　今回はそのきっかけになるのではないでしょうか。と
いうのも、患者さんたちはトイレ空間をつくるプロでは
ないから、彼らだけではつくれない。また同様に僕ら研
究者だけでもつくれない。だけどトイレをつくる技術を
持った人は患者さんではないからアイデアが出ない。す
べての人たちの力を合わせることでやっとできるんじゃ
ないか、それがこの場なんだなと思います。
　実際に僕自身が去年の「医療の質・安全学会」で発表
させていただいた中で、患者さん自身が食事にもものす
ごく注目しているけれども、実はその次はトイレだとい
う結果も出て、まさに髙栁先生がおっしゃった通りだな
と思いました。
髙栁　ありがとうございます。
　では、患者会の世話人連絡協議会の会長さんでもある
新井さん、お願いいたします。患者さんたちには、ぜひ
トイレのメーカーにも、建築会社にも、医療にもおもね
ることなく、ほんとうの気持ちでお話いただきたいですね。

トイレの数が少ない
新井新井　退院してから５年も経つと毎年毎年ありがたみや
その時の虚しさが薄れてきますね。逆にそういうのがあ
るから今があるのかなと思うんですけど。
　私の場合はまずK病院で治療が始まりました。かなり
の数の６人部屋があったと思うんですが、大便するとこ
ろは男子用は３個しかなかったんです。
　点滴が始まれば水を飲めって言われます。２リッター
だ６リッターだという量です。ビールだったら飲めても
水をそんなに飲むのはかなりきつい。トイレにいったら
すっきりしたいという気持ちがあるんですが、いつまで
もひとりで占拠してるわけにはいかない。下痢をしたり、
抗がん剤を始めると便秘になる。今まで便秘なんてした

いままで、多くの医療関係者の方々のご意見を取材、掲載して
きました。しかし、患者さんの声を直接聞くことはさまざまな
事情から難しいものがありました。今回は東京大学医科学研究
所の田中祐次助教とＮＰＯ血液患者コミュニティ「ももの木」
のご協力により、３名の患者さんたちの座談会への参加が実現
し、医療の現場におけるトイレの重要性と、トイレ空間の持つ
癒しの在り方についてお話をうかがうことができました。おふ
たりは現在も治療を継続中であり、個人情報保護のためにお名
前を仮に睦月、如月として本名を伏せさせていただきましたが、
看護師と保健師を職業とされています。あわせて医療環境に取
り組んでおられる北里大学病院の座間弘和さんからは実務面を
踏まえた上で貴重なご意見をいただきました。（編）

巻頭座談会

それぞれの
思いやりが伝わる
環境づくり
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こともないのに 11 日間も出ない時があったりする。30
数年間やってきた習慣の中で、したい時は集中したい、
出ない時でも１日１回はちょっとまたいでおきたいと
思ってしまう。そんな中で、トイレの数が少ないとすご
く感じました。
　Ｋ病院から、骨髄移植をするためにＴ大病院に移った
ときには、まずは２人部屋だったんですね、大部屋でも
４人部屋にトイレがひとつということで、ずいぶんと気
持ちが楽になりましたね。
睦月睦月　私は現在病院に勤めていますが、働き始めて 1年
目のときに白血病と診断され、そのまま自分の病院に入
院して治療を受けていました。約 8ヵ月間、化学療法を
行ない、その後、骨髄移植を受けました。
　化学療法の最初の治療として寛解導入療法をするので
すが、その治療のため、最初の 1ヵ月間はクリーンルー
ムに入っていました。また、その後、骨髄移植のため、
約 2ヵ月間ほどクリーンルームに入りました。
　私の場合は吐き気ぐらいだったので、４月以降は２泊
３日の入院を含めて、家で休んでいました。その年の８
月に移植をして、その後自宅療養して、仕事に戻ったの
が翌年の３月でした。それから体が楽な部署で働いてい
ます。
　そのころはベッド数 8床に対してトイレが男女共用で
ふたつだけだったんです。それを全員で共有していまし
たが、どういうわけか血液科って女性が少なかったんで
すね。私ともうひとりだけ。それ以外は全員男性でした。
病院としては仕方がないとは思うのですが、男女別のほ
うがありがたいです。

トイレへの移動が大変
髙栁髙栁　如月さんははいかがでしたか。
如月如月　私は患者になってもう７年になります。移植して
からは２年で、今は社会復帰を目指して自宅療養中です。
その間、入退院を繰り返したのですが、トータルで入院
日数が 800 日近くあるんですよ。１日 10 回前後トイレに
いっていたので、たぶん 7,000 回か 8,000 回くらいにはな

ると思います。
　体調の悪い時がたくさんあったのですが、一番つらかっ
たのは、点滴台を持って、それにすがるようにしてトイ
レに行ったことですね。筋肉がすごく落ちて、１回しゃ
がんだらもう立ち上がれないんです。
　それでも病院の廊下には手すりがあるので、左手で手
すりにつかまって、右手で点滴台を押して、という感じ
だったんです。ところが廊下からトイレに入ると、そこ
からは手すりがないんです。点滴台も下に車がついてい
るのでそんなに頼れないんですね。トイレの壁は誰がど
ういう状態でさわっているかわからないので、あまりさ
わりたくないんですが、我慢して壁を伝いながらブース
にたどり着いていました。
　抗がん剤や移植も受けましたので、その治療の影響で
吐き気が出たり、便秘や下痢になるんですね。だからお
トイレも待ったなしのことがあります。そんな状態で、
点滴台をゴロゴロ転がしながら、いろんなことに気をつ
けながらトイレに行くのがすごくしんどかった。
　それに、吐き気や下痢の時は、便器に座っていられな
いんですね。吐きたいと思ったら便器にかがみこんで吐
いて、また通常のように座り直すんです。それがだんだ
んつらくなってくると、ほんとうはもたれてはいけない
んですけど、トイレットペーパーのホルダーにもたれて
いました。
　ちょっともたれられるような、簡単な小さい台があっ
たらすごく楽だっただろうなって思ってました。コップ
で採尿したり、便を採らなければならないこともあるの
ですが、採った後、その容器を置くところがないのでい
つも悩んでしまうのです。採便容器などはトイレットペー
パーに包んでポケットに入れたりして。そのためにも
ちょっとした台があったらすごく便利です。

集中型トイレがプライバシーを確保してくれた
如月如月　私の病院は分散型ではなくて集中型のトイレだっ
たんです。部屋も結構遠かったので、行ったり来たり、
もう大変なのでトイレにずっと長居したりしてたことも

出席者
田中祐次：東京大学医科学研究所客員助教
座間弘和：北里大学病院事務部環境整備課
　　　　　　課長補佐
新井辰雄：元患者・院内患者会世話人連絡
　　　　　　協議会会長・NPO血液患者
　　　　　　コミュニティももの木理事

睦月（仮名）：患者（女性）
如月（仮名）：患者（女性）
司会　髙栁和江：癒しのトイレ研究会会長
　　　　　　　　日本医科大学准教授
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ありました。
　そういう意味では、分散型は近くにあるのでいいなと
は私も思っていたんですが、それはほんとうに具合が悪
い時でして、普段なら部屋のトイレには、多分行かない
と思うんですね。ジャーッとかブリブリッと音がしたら
やだなあと思うたちなんで、やっぱり我慢して我慢して
音が出ないようにがんばっちゃいますから。
　病院の中っていうのはやはり他人との共同生活なので、
お互いに気を遣わないようにしようねって言っていても、
家族とは違うのでやはり気を遣ってしまうんですね。
　そんなわけで、じつは私、トイレを別な目的でも使っ
ていました。治療中には白血球がすごく低い時があるん
ですね。そうすると菌に感染しやすくなるので、病棟の
外に出られなくなるんです。そういうときは体もつらい
し精神的にもすごく参ってしまって、悪いことばかり考
えてしまうんですね。先生の言うことに一喜一憂したり、
これからどうなるんだろうっていう気持ちになってしま
うのですが、大部屋の場合はその感情を出せない。すご
く泣きたくなるんですよ。だけど、カーテンで仕切られ
てはいてもツーツーだし、ひとり泣いてると感情の連鎖
反応で他の人も悲しくなって部屋が暗くなってしまうん
です。でも涙をこらえられないんです。そうすると集中
型のトイレに行ってひとつちょっと占領して（笑）、そこ
でも声を押し殺しながら泣いてたりもしてました。本来
の使い方ではないんですが、ほんとうにプライベートな
スペースが病院にはないので、そういう意味ではトイレ
で癒されたということもありましたね。
　　分散型のトイレになっている病院では、集中型トイレ
はないんですか？
座間座間　新しい設計の病院は併用が多くなりましたね。う
ちの場合、新棟では４床にひとつとフロアの真ん中に集
中トイレを用意してます。

トイレの安全を確保するためには清掃が大切
髙栁髙栁　座間さん、トイレの安全性の確保を中心にお願い
いたします。
座間座間　うちの病院、とくに血液内科病棟が入っている建
物は築 40 年ほどの病棟なんですね。40 床に男女合わせ
てトイレがひとつしかないとか、点滴台が引っかかっちゃ
うとか、これまでにお話しいただいた、まさしくその通
りでした。
　もともと和式便器だったところをムリヤリ洋式便器に
変えてますから、スペース的に狭いんです。直さなきゃ
いけないと思うところがたくさんありました。
　うちの病院ではトイレ環境という意味で専門に取り
扱っている部署がなかったんです。トイレに問題があれ
ば営繕のようなところが修理をしたり、総務課の範囲の
中で処理していました。
　それがある時期、私が担当した７年前に患者さんのご

意見をうかがう機会をつくったんです。その中でトイレ
の比率が非常に高かったんです。20%あるいは 30%くら
いがトイレに関するクレームやご意見でした。たまたま
私の課は療養環境を担当する課でしたから、これは療養
環境の一部として取り込んだ方がいい、ということで私
のところで取り組み始めました。
　そこで、病院の中で再度、看護師長さんたちにご意見
をうかがったら、看護師長さんが独自に努力してたんで
すよ。自分の病棟のところで患者さんから意見を聞いて
安全面などに対応してたんです。
　ということで、今改善している最中です。安全につい
てですが、環境感染の管理を目的に、トイレの清掃を非
常に重要視しています。
　というのは、MDRP（多剤耐性緑膿菌）やVRE（バン
コマイシン耐性腸球菌）、最近ではノロウィルスなどの感
染原因にトイレがなりやすい。患者さんが常にさわる場
所、トイレのドアノブであったり手すりとか、こういう
ところの清掃は、感染を防止する意味でも非常に重要な
んです。そこを徹底的に消毒、清拭するようにしてます。
　ではトイレ清掃をどうやるのかというと、ほとんどの
病院は委託業者さんにお願いしています。ところが病院
清掃専門業者というのは比較的少なくて、ほとんどがビ
ルメンテナンスの範囲のトイレ清掃しかできていない。
　ですから、VREとかノロウィルスに関することなどを、
トイレの清掃を請け負っている業者さんにきちんと教育
しないと、それなりの清掃はしてくれません。そういっ
たことの重要性が、ようやく関連学会等でも注目される
ようになりました。
如月如月　「ここ汚いんじゃないかな」と思うことが、すぐ「感
染する！」っていう恐怖感に直結してしまう心理状態な
ので、そういう恐怖を味わわずにすむことも癒しだと思
います。

PFI の問題点
髙栁髙栁　最近 PFI という管理運営方式が増えていますが、
これについてはいかがですか？
座間座間　その功罪が今問われていて、一部では PFI は失敗
しているケースも多いようです。なぜかというと、ほと
んど丸投げだからです。病院側の管理者がきちんと管理
していればいいんですが、５年 10 年と PFI を進めてい
くと業者さんに任せきりになってしまう。これをやると
失敗します。
　PFI を維持していくのに一番重要なのは、病院にもき
ちんとわかる管理者がいて常に目を光らせて、PFI の業
者さんをきちんと教育すること。そして受託側にもしっ
かりと責任を持てる管理者がいてそれに応えられないと
うまく回っていきません。
如月如月　そういえばクリーンルームに入っていた時、毎日
体重を量るんです。看護師さんから、体重計の乗る面は
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アルコール綿で拭いてから上がってくださいといわれる
んですが、掃除のお兄さんはその体重計の上にゴミ箱を
置くんですよ（笑）。あれーと思った。清掃する人はそん
な感覚なんですね。
　私が入院している間にも清掃業者さんの担当者が
しょっちゅう変わるんですね。ここをもっと気をつけて
清掃してくださいとお願いすると、言われたその人は覚
えてくれても、次にくる人には全然引き継がれていない
のでまた言わなきゃいけないというのがしょっちゅうあ
りました。看護師さんたちも言うのをあきらめちゃって
るのか、見て見ぬ振りじゃないけど、そういう状態でも
師長さんもぼやいてるだけなんですよね。
座間座間　そうですね、とはいえ清掃業界もここ１～２年で
急速に変わってきています。というのは環境感染問題が
さまざまに報道されるようになったおかげか、きちんと
した教育を受けた業者さんはコストが一般のビルメンテ
ナンスの業者さんより高いんですが、病院でも環境感染
を管理しなければならないという意識が上がったので、
費用を出してきちんとした清掃をさせるようになりました。
　また、清掃はそれに合った清掃用具が重要なんです。
清拭するにしても同様で、さらに清掃道具の管理も大切。
そこには清掃道具の洗濯も入っています。
　最近、病院の清掃はレベル清掃といって、レベル１か
ら６まで、空間の清浄度を決めています。うちの病院で
言えば、レベル１のところは、普通の病棟に入っている
普通の清掃の人には無理なので、レベル１専用の清掃部
隊を確保しています。

トイレの適切な広さは
髙栁髙栁　トイレの適切な広さはどれくらいなんですか？
座間座間　十分に広ければ安全かというと、これはまたちょっ
と違って、広いと逆に患者さんが転倒されるというケー
スがあるんです。広くした車いす用トイレで患者さんが
転倒してしまったという事例があるんですよ。
如月如月　ブースの中も、便器の前にはゆとりのスペースが
ほしいですね。変に動いちゃうと点滴が外れちゃったり

するんです。私は血管にうまく針が入らないほうだった
ので、「絶対に外れないようにしてね」って言われてまし
たから、無理な動きをしないで済むようなスペースがほ
しいと思いました。
睦月睦月　いま、病棟勤務をしていますが、患者さんで、お
小水の管を入れたりポータブルトイレは絶対いやで、最
期まで自分でトイレに行きたいという気持ちを持たれて
いる患者さんがいます。このような患者さんがトイレに
行くときはふたりがかりで寝た状態から起こして、車い
すに移乗してお連れするんですけど、車いすトイレがな
いんです。ですから狭いトイレで奮闘することになりま
す。危険性もあるので何とかしたいと思うのですが……。
新井新井　個室に付属したトイレはいいのですが、私は貧乏
性なところもあって広すぎると出にくいとか、前が狭す
ぎると座ったときに圧迫感があるとか。ほどよい広さと
いうのがありそうですね。

患者さんと医療側との意識のズレ
座間座間　私の仕事で一番悩むのは、それぞれの要望が、視
点によって違ってくるところです。
　私は患者さん側と医療者側の中間に位置していること
が多いんですが、患者さんが思ってることと医療者側と
が全然違うと感じることがあるんです。
　例えば、トイレの扉と通路の関係ですが、かつて扉は
全部内開きで、患者さんが中で倒れても開けなかった。
そこで全部外開きにしたら、通路に患者さんがいてボン
と当たってしまう。それでスペースがもっと必要だとい
うようなことがいっぱい出てきてます。危険性を回避す
るために医療者側はアコーディオンカーテンにしてく
れって言うんです。ところが、アコーディオンカーテン
にしたら、患者さんは「それじゃ落ち着いてできない！」っ
ておっしゃるんですよ。
髙栁髙栁　トイレ研究会推奨のドアがあるんです。円筒状の
スライディングの丸いドアなんですが、引き込み式なの
で場所もとらないし、ご迷惑もかけないし、何かあって
も大丈夫というものです。そういうのが当たり前になる

田中祐次（たなか・ゆうじ）
徳島大学卒業 /東京大学大学院修了（血
液腫瘍内科）/2000 年患者会「ももの木」
を設立（2003年 NPO化）。

座間弘和（ざま・ひろかず）座間弘和（ざま・ひろかず）
北里大学病院事務部環境整備課長補佐北里大学病院事務部環境整備課長補佐
/2000 年より療養環境整備を担当 / 環/2000 年より療養環境整備を担当 / 環
境に配慮した医療活動を推進。境に配慮した医療活動を推進。

新井辰雄（あらい・たつお）新井辰雄（あらい・たつお）
明るく前向きな姿勢を崩さず、体験を明るく前向きな姿勢を崩さず、体験を
もとに、患者さんたちのよき相談相手もとに、患者さんたちのよき相談相手
として、またまとめ役として活躍中。として、またまとめ役として活躍中。
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といいですね。
座間座間　鍵のこともあります。患者さん側はもっと厳重に
してくれっていう。「そんなワンタッチで開くものじゃ、
誰かにいたずらで開けられたら困るじゃないか」という
わけですが、医療者側はなんかあったときのためにワン
タッチで開けてくれって言うんです。緊急でナースコー
ルを押されたからすっとんで行ったら扉が開かないので
は困る。これが非常に悩むところなんですよね。
如月如月　治療中にトイレで倒れる人も多いんです。骨髄抑
制といって骨髄が働きにくく、貧血になってめまいを起
こしたり、また、トイレの後、立ち上がったときに血圧
がサーッと下がることもあるんです。

マイトイレ・マイ病院
髙栁髙栁　いろいろなことがトイレで起きるのですから、い
ろんなタイプのトイレをつくったらいいと思うんです。
ベストはマイトイレ、ひとりにひとつ、自分だけのトイ
レ。４人部屋でも自分だけのトイレはあるべきなんです
ね。それを私は、声を大きくしていうべきだと思います。
新井新井　それが一番の癒しになるかもしれないですね。
田中田中　僕が思うのは、最近の医療全体で見ると患者さん
は権利をかなり主張するようになった、僕はいいと思っ
てるんですけど、権利を主張したらそれだけの責任を負
わなければならないと思うんです。
　たとえばトイレの清掃は、患者さんは身体的にしんど
いし感染の危険もあるからやってはいけないけど、お見
舞いにきた家族の方が手伝ってくれるとか、棚卸しを少
し手伝ってくれると看護師さんの仕事が少し減って、看
護師さんがドクターの手助けができる。そうすればドク
ターもちょっと仕事が減って、その分、別の仕事ができ
てと、お互いに助け合ってゆとりがある仕事ができると
思うんですね。
　トイレだけでなくて患者さんとか家族の人に「マイ病
院」であってほしいんですね。そうしたらみんなで医療
を育てていけるのではないかなと思う。
　新井さんに会長をやってもらっている院内患者会はま
だ非公式な会ですけど、院内でやるのが重要で、徐々に
院内の何かをお手伝いできるようになるんじゃないかと
期待してます。入院患者さんに対して、誰にもできない
癒しを患者会が提供する。そうなると、医療に参加する
どころか、医療に参画するようになるのです。
　このようなことが、少しずつでも進められるようにな
るといいですね。

患者さんと家族との気持ちの差
如月如月　その話はよくわかるんですけど、私、自分が患者
で入院してて両親が見舞いにきていて、とても両親には
そんなことさせたくないっていう気持ちがあるんですね。
　家族のみなさんは来るだけで大変なんです。たとえば

うちの両親は病院から２時間ほどかかるところに住んで
いるんですが、直前に食事をつくってくれて、そこから
車で高速に乗ってきて、洗濯ものを持って帰ってくれる。
そういう生活をしていたので、両親の体調が心配で、と
てもそんなのはお願いできない。先生のおっしゃること
はとてもよくわかるんですけど、家族としてはとても、
そんなのされたら自分でやる！　つらくても。
田中田中　患者さんとしては、せっかく来てくれる家族に余
計なことはさせられないという気持ちがある。これは「患
者さんが家族のことを考えている意見」だと思う。
　では家族はどう考えているかが気になって、この間、
ある家族の方と話した。自分の家族が、例えば僕の奥さ
んが入院したら僕は当たり前のようにお見舞いに行く。
当たり前のようにやる、できることなら何でもやる。そ
の当たり前のレベルがすごく高いんですね。
　僕それを聞いたとき、家族の思いと患者さんの思いと
の間にズレがあると思った。だから如月さんの意見はす
ごく大事。僕は医療者としての意見を言った。如月さん
は患者としての意見を言った。次に家族の意見を聞きた
いですね。
如月如月　うちの母だけでなく、父も好きな釣りにもいかな
いで見舞いに来てくれる。でも私には心苦しいんです。
ある時「そんなに来なくていいよ」と少し強くお願いし
たら、「どうしてそんなことをいうの？」と悲しい顔でい
われてしまいました。
新井新井　そうそう、家族としては見舞いに行って安心って
いうところもあるみたいで、うちなんかもそうだったよ。
髙栁髙栁　患者には権利があったら責任もあるという理念を
先生はおっしゃって、その例としてトイレ掃除のことを
言われたんですね。トイレ掃除という具体的なことをす
るかどうかは別として、何かをするっていうのはたしか
にいいと思うんです。
　だからマイトイレっていっても掃除をするかどうかは
私は別件ではないかと思ってます。でもきれいにしなく
ちゃいけないし、感染の問題も考えると、そこは専門家
がしなくちゃいけないと思うんです。もし、トイレを汚
した時にナースコールでは心苦しいのであれば、清掃業
者に直結するような清掃コールを別に用意しておくこと
を考えてもいいんじゃないですか。
　田中先生の理念として、患者は要求するだけじゃなく
てきれいに使いましょうとか、ボランティアとして病院
に対して何かお返ししようとか、お金寄付してくださっ
てもいいんですよね。そういう形で何か社会に役立つこ
とをやるという意見には賛成です。
田中田中　僕があえてこのようなことを言ったのは、マイト
イレを数だけに還元していいのかなってところを、みん
なで考えてみたいと思ったからなんですね。どんなトイ
レでも個々が使う時間はマイトイレだという見方もある。
立場が違えば見え方が違う。だからトイレの話をすると
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society」って言うんですね、私たちは社会の資源だって
言うんですよ。「私たちは医療側に役に立っている、だけ
どそれ以上にちゃんと一人前に働いて税金払っているか
ら資源だ」っていうんですよ。
　つまり世界患者会議で言っているのは、患者さんであっ
ても生活者であり、働きながら税金を払えるくらいのサ
ポートを社会はやるんだよって言ってるわけなんです。
　今日は皆さんからいろんな資源を出していただきま
した。情報が、そして皆さんの感性が資源なんですよ
ね。その資源をメーカーなり社会が役立てて、現実のも
のとして変えていく。それぞれの皆さんの一言がほんと
うに重かったと思います。We are the resource of the 
society ということでぜひ今後とも頑張っていただきたい
し、癒しのトイレ研究会もよろしくお願いします。今日
はほんとうにありがとうございました。

きにも、患者さんやその家族、研究者、医者、事務の方
だけではなく、さらに建築や機器や部材をつくる側の見
方も必要だというのが重要なんです。そうでないと、あ
る意味理想像で終わってしまう。だからマイトイレの理
念は数だけではなく、トイレとの関わり方もあるんじゃ
ないかなって思ったんです。

大きな声で
座間座間　うちの病院で言いますと、昔は修繕費という大枠
の中にトイレの改修費用が入っていたんです。私がそう
いったいろんな声を聞いて、病院の執行部に対して「こ
れはトイレで予算をください」と大きな声でお願いする
といただけるんです。ですから、こういう機会を使って
声を大にするということは、これから理想のトイレを求
めていくためには非常に重要だと思うんですよ。
髙栁髙栁　一種の世論形成ですね。
座間座間　世論形成というのは非常に重要ですね。
髙栁髙栁　皆さんほんとうにありがとうございました。
　数年前にスウェーデンで開催された世界患者会議に出
席したとき、患者さんが「We are the resource of the 

　秋田赤十字病院は平成 10 年に、「高機能・高品質な医
療活動を展開する病院」「自然や芸術作品がある心安ら
ぐ病院」をコンセプトに移転新築しました。医療と芸術
が結合した“癒しの場”としての病院づくりを目指して、
４床室の「ひとつのベッドにひとつのアート」と、「病院
の広い壁面と空間を生かして、秋田県の芸術家の作品を
紹介し、安らぎの場にしたい」との考えを、社団法人秋
田県芸術文化協会に提案し協力を求めました。その結果、
大きな運動に発展し、協会会員と市民から 856 点（現在
1,041 点）にのぼる作品が寄せられました。
　平成 13 年には、アートボランティアが誕生し、これら
の作品を活用して、病室では患者さんに作品を選んでい
ただき、患者さんとの触れ合いを通して快適な癒しの環
境づくりを行なっています。
　ボランティアはこのほかに、環境に適した作品の選定
と展示、院内に開設したミニギャラリーの展示・交換や、
展示作品の維持管理などを行なっています。
　ミニギャラリーでは、年 6回の作品発表を行なってお
り、これまで 45 回の展示会が開催されました。中でも移
植を受けた子どもたちの作品展やリウマチで重度障害の
患者さんの作品などを展示したときは、見た方々から病
気や障害を持ちながら描かれた作品に勇気づけられた、

元気をもらったなどの反響がありました。
　秋田赤十字病院では、このほかにもエントランスホー
ルで定期演奏会を開催していますが、これからも患者さ
んの声をもっと反映し、地域の住民と一体となって癒し
の空間・環境を創ってまいります。

地域に根ざした病院づくりとアートボランティア活動

秋田赤十字病院院長　宮下正弘

コラム

院内に設けられた
ミニギャラリー
に展示される作品
の展示や交換は、
アートボランティ
アのメンバーたち
の役割です。みん
なで楽しみながら
行なっています。
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　淡いピンクの外壁と丸い屋上ヘリポートが印象的な聖
隷三方原病院は浜松市の北西、武田信玄と徳川家康の戦
の舞台として名高い三方原の台地に建ち、昭和初期から
地域の医療を担ってきました。現在もキリスト教精神に
基づく「隣人愛」を理念に、ホスピス・精神・結核病床
を含むベッド数 874 の規模を持つ地域医療支援病院・災
害拠点病院として、急性期から緩和ケアまでさまざまな
状況の患者さんの受け皿となっています。
　平成 15 年より、老朽化による諸処の問題の解決および
刻々と進化する医療技術・環境に対応するため、新館建
築のプロジェクトが発足しました。同敷地内で病院運営
は継続しつつ、３期にわたって既存建物の解体と新たな
施設の建設を行なうものです。そして平成 20 年３月、地
下１階地上８階、延床面積 16,105 ㎡のＦ号館が竣工しま
した。１・２階に外来・検査部門、３～６階に整形外科・
小児科・耳鼻科・結核さらに腫瘍センターと合計 190 床
を擁し、透析室や外来化学療法室、救急用ドクターヘリ
まで、病院の核としての機能を集積した建物です。

患者さん優先の思想がそこかしこに
　病院全体に通奏低音のように流れる「常に患者さんを
優先する」考え方は、新しい施設にも満ちています。
　１階の一般外来エリアは南側から外来廊下、目隠し壁
で囲われた外待合、ドアを隔てた中待合と並び、待合空
間のプライバシーを確保しています。
　2階外来は小児、産科、婦人科、眼科、不妊外来ですが、

ここも廊下と完全に分化された、個別の診療所の集まり
のような構成としてプライバシーを意識しています。
　また、エレベータやトイレもしっかり分化しています。
エレベータは外来用・見舞客用・スタッフと資材搬入用・
不潔物用・配膳用の計 5系統が配置され、患者さんと不
潔物が同じエレベータに乗り合わせることはありません。
トイレも同様に分離されており、患者さんとスタッフ、
病棟のお見舞い客は基本的には別々のトイレが使えるよ
うになっています。
　また、院内各所に見られるサインは日本語・英語のほ
かにポルトガル語でも表記されています。これは近隣に
多く在住しているブラジルの人々への配慮。「この地域に
しっかりと根ざし、住民に信頼される病院づくり」とい
う運営方針が、このような形でも表れています。
　さらに今回の新館建設によって病院全体の個室率が
10％増えました。ゆったりとしてプライバシーを保てる
療養環境は、患者さんの心と体に少なからぬ癒しを与え
得るに違いありません。

全ベッドに窓がある個室的多床室
　F号館の空間的特徴としては、病棟に採用された複雑
な平面構成の個室的多床室が挙げられます。
　『個室に勝るアメニティなし』という言葉通り、今後、
病室の個室化がさらに進むと考え、その過渡期として個
室的多床室を採用したとのこと。
　患者さんのプライバシーに配慮し、複数の同室者がい

隣人愛と設計の妙がつくった
気配りと良心の空間
聖隷三方原病院 F号館 /静岡県浜松市
設計　LAU公共建築研究所

左　別名「姫街道」と呼ばれる国道 261 号線を浜松市内から
北上した三方原に建つ病院。まだ工事は続く。
下　屋上ヘリポート。ここから飛び立つドクターヘリは、山
火事などの災害時にも救助に大活躍。正面の屋上塔屋内には
ドクターヘリ器材室があり、緊急呼出しと専用運転のできる
エレベータが用意されている。
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てもそれぞれ個室のような雰囲気で入院生活を送ること
ができる個室的多床室は、昨今の病院設計の一潮流となっ
ています。
　病室は四角でなく階段状に折り重なった形になってい
ます。各ベッドは患者さん同士の視線が交わらないよう
配置され、好きなときに自由に開け閉めして光と風を取
り入れられる窓のついた専用の空間が与えられました。
１ベッド面積あたり８㎡の環境加算もクリアした快適な
病室環境です。
　また、多床室の手前両側に個室を挟むという病室構成
によって廊下から病室との間に前室的な空間が生まれ、
ここにトイレや患者さん用の収納棚を設置し、さらに将
来的にナースコーナーとしても使えるスペースが確保さ
れました。この空間が多床室に入るまでの適度な奥行き
感を生み出し、長い廊下に扉が延々と並ぶ従来のいわゆ
る施設的イメージが和らげられ、落ち着いた雰囲気を持
つ病棟が実現しています。
「急性期病院ですから、本来アメニティなどなくても患
者さんは早く治して帰してあげればいいはず。でも良心
の問題というか、やはり療養型という考え方や病院の理
念もあるなあ、と。いつも行きつ戻りつですね」と言う、
今回の建築に携わった病院職員の言葉は、高い理念に支
えられて日々献身的な医療・看護活動を行なうスタッフ
の思いを代弁しているかのようです。
　そしてこのプランのもうひとつのメリットは、実は彼
ら医療スタッフに向けられたものでした。

　多床室と個室をラップさせることで、通常のパターン
で病室を並べるのと比べて、病棟の長さは短くなってい
ます。つまり、いちばん遠くの病室に行くまでの動線が
短縮されているのです。

分散配置や蓄尿の工夫で病棟トイレ環境を快適に
　多床室・個室に関わらず、トイレまわりにも多くの気
配りが見られました。
　前述通り、多床室のトイレは前室に設置されています。
各病室に割り当てられているとはいえ、入口を病室の外
にしたことで基本的には誰が使ってもよいトイレという
位置づけになり、ここで生まれる匿名性によって患者さ
んがプライバシーを保てるようになりました。左右勝手
をそれぞれ用意しているので、片麻痺の患者さんも自分
の病室の付近に必ず使えるブースがあって不便はなく、
すべて車いす対応となっています。
　個室は全室トイレ付。多床室用と比較して内部は手狭
になるものの、入口は車いすでの入室を考慮して最大限
広くしています。引き戸を開ける際のふらつきに対応す
るため、入り口横の壁には手すりがつけられました。
　蓄尿にはこまやかな配慮がなされています。木目調の
スマートな蓄尿棚の扉を開けると中には袋を掛けるフッ
クとゴミ箱が。
「蓄尿システムは病院の大きな課題です。うちではディス
ポの紙コップにしました。ここで尿器を洗って置けば水
滴で床が滑るし、汚れの原因になるので。臭いは棚下部
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へ換気し、コップは使い捨てです」と聖隷三方原病院看
護部次長の山崎律子さんは話してくれました。
　患者さん用のほか、病棟の両端にはお見舞客用とスタッ
フ用の共用トイレもあり、３階には男性用小便器となん
と和式トイレまで設置されています。
「どうしても小便器や和式トイレをと言われる自立度の高
い方には、自分で歩いて行って使っていただけるコーナー
があればいいという考え方で。それ以外は不自由でも自
立していても使える洋式便器をつけています」との山崎
さんの言葉に、柔軟でプラクティカルな病院の姿勢が感
じられました。
　ポータブルトイレに対する取組みにも、排泄における
患者さんの尊厳を守ろうとする思いがにじみます。ポー
タブルトイレは患者さん本人のたっての希望があったと
きに限って使用し、たとえ使うようになってもベッドサ
イドに常置することは絶対にせず逐一収納する。前室の
収納棚の下段に広く設けられたスペースは、この「万が一」
の時のポータブルトイレ収納場所としてもひそかに用意
されたものなのです。

多目的トイレに象徴される外来トイレの考え方
　外来エリアでは、集中型共用トイレとだれもが使える
多目的トイレとが隣り合っています。１階の一般外来は
総合受付近くと奥の中央検査室前、２階の専門外来は廊
下に面してひとつと西側最奥と、配置はそれぞれ２ヵ所
ずつ。オストメイト対応トイレの場所は「ゆっくり使え

るようにメインの動線から外してほしい」という患者会
からの要望で、１階奥が選ばれました。
　もっとも目を引くのは乳幼児に対する配慮の手厚さで
しょう。すべてのトイレにベビーチェア・ベビーシート・
男児用小型小便器のいずれかが備えられ、お父さんが赤
ちゃんのオムツ替えを、お母さんが男の子の立位小用を
見守ることが自然にできるようになっています。とくに
２階の小児外来はお父さんもたくさん来るため、男性ト
イレにもチャイルドシートは必須とのこと。
　多目的トイレは扉に多くのサインが描かれ、だれでも
使えるトイレであることをアピールしています。
　「設計者には、だれでも入ってゆっくりできるようにし
て、と要望しました。健常者も患者さんも快適に使える、
その両方がかなう多目的トイレに」と山崎さん。これに
対し、設計者は　「大きいトイレって心細いですが、車い
す対応にするとどうしても２ｍ角近くになってしまうん
ですね。清潔性や感染防止の面から、内装も長尺シート
に代表される機能優先的なものになり、そこは悩みどこ
ろでした」それでも木目調の壁材を使い、ブース内全体
を暖色系とすることでアメニティを向上させています。
　細かい工夫もたくさんあります。扉の内側につけたカー
テンは、介助を必要とする患者さんがトイレを使ったあ
と、介助者が扉を開けたときに中の様子が直接外の目に
さらされてはいけない、という看護師ならではの意見に
よって採用されました。
　トイレットペーパーのケースと荷物置きとを兼ねたオ
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病棟に奥行き感を生んだ前室空間はナースコーナーとして活用されてい
る。正面に４床室、右手にトイレ入口が見える。

左　４床室は廊下側のベッドにも専
用窓を設置した個室的多床室。正面
左手のカーテンの裏に２床ある。
下　特別室のトイレ。左手奥の扉を
開けると、袋を掛けるフックとゴミ
箱と換気機能を備えた蓄尿棚になっ
ている。

各ベッドに窓が
設けられた４床
室と、ふたつの
個室で１ユニッ
トとなる平面計
画。廊下側が４
床室用のトイレ
で、車いすでの
使用が可能な広
さが確保されて
いる。

個室（上）と車いすでの入室を想定し
た広い入口の個室トイレ（右）。引き
戸を開ける時は壁の手すりが有効。



癒されるトイレ環境をめざしてVol.7/13

リジナルの造作家具も全ブースに備えつけられており、
また、ナースコールや便器洗浄ボタンなどのスイッチ類
は、病院が独自に考案したわかりやすい配置ですべて統
一されています。どこを見ても使う人の側に立った心配
りあふれた空間です。

「破綻しないプログラム」で病院運営と改修を両立
　新館建築プロジェクトはまだ続いています。F号館の
北側にプラザ棟を増築するなどの第３期工事の完了予定
は平成22年。建築担当者いわく、７年もの工期の中でベッ
ド数を減らさず、病院の運営を継続しながら工事を進め
るには「最後まで破綻しないプログラムを考えるのが大
事」とのこと。
　工事期間中もトータルの病床数を減らさないためには、
取り壊す病棟のベッドが吸収できるスペースを既存の病
棟などに準備してから工事を始めなければなりません。
今回はたまたま古い管理棟に入っていた事務機能が浜松
市内に移転したので、そこに解体する棟が担っていた外
来機能その他を移すなど、段階的に移動していきました。
絶対的な面積は限られている以上、このようなやりくり
がもっとも重要になります。
　工事が長くなれば、その間に社会状況やスタッフの考
え方も変化していきます。例えば F号館の床で採用され
ているタイルカーペットは、ストレッチャーや車いすを
移動させる際にキャスターが重くなるため看護師に好ま
れず、工事開始当初は長尺シートが予定されていました。

しかし建築担当者はあきらめず、のちのちタイルカーペッ
トに変更された場合に困らないように、予算の見積もり
時にタイルカーペットとほぼ同単価の長尺シートを選択
しておき、時間をかけて看護部と協議していったといい
ます。
　新しく建てられる病院は、日進月歩する医療環境にあっ
てこの先何十年も存在し得るもの。計画には変化への対
応を含んだ長期的視野が必要です。そしてその根底に「常
に患者さんを中心とする医療を提供・展開できる理想の
病院」を見据える目があることはいうまでもありません。

オストメイト対応トイレ。１階
の多目的トイレ内には昇降式の
オストメイト対応機器が完備さ
れた。

男性用小便器が設けられた多目
的トイレ。病棟３階に２ヵ所設
置されている。

外来女子集中トイレ。子どもの利
用を考慮して小さい小便器と低い
洗面台が用意されている。いちば
ん奥はベビーカーごと入れる大型
ブース。

上　小児外来前の多目的トイレ。車い
すが楽に回転でき、ベビーシートやベ
ビーチェアも完備されている。

左・下　産科・小児科専門外来の廊下
は、妊産婦から同伴幼児、障害児まで
多様な利用者を想定した充実の設備体
制とソフトな色彩計画で、落ち着いた
雰囲気でまとめられている。
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患者と医療者が力を合わせた
わかりやすく安全なトイレ
井上眼科病院 /東京都千代田区
設計　クワハタデザインオフィス

「患者さんのわかりやすさ」が改修のコンセプト
　井上眼科病院は明治 14 年の創立以来 127 年の歴史を誇
る眼科専門病院です。神田駿河台と御茶ノ水の両エリア
に合計３つの建物を持ち、関東大震災での建物全焼や第
二次世界大戦での東京空襲、その後の設備老朽化による
数度の建替を経ながら、緑内障・神経眼科・小児眼科な
ど複数の診療項目をそれぞれが分担して、地域の眼科医
療を担ってきました。
　やがて患者さんの増加や新しい医療機器の導入等によ
り、病院のキャパシティがオーバーし、平成 18 年に外来
部門を統合して、御茶ノ水駅前の高層ビル内に「お茶の
水・井上眼科クリニック」を開設しました。そして平成
20 年には、井上眼科病院本院が既存施設改修の形で、入
院・手術時の病棟機能をメインに全面的にリニューアル
されました。「井上眼科病院の三本柱は、最初に“よい医
療”次に“患者さんが使いやすいもの”３つ目に“相談
機能など周辺からの支援”です。今回の改修では２番目、
“患者さんにわかりやすいものをつくろう”を最大のコン
セプトにしました」と語るのは、井上眼科病院副院長兼
お茶の水・井上眼科クリニック院長の井上賢治さん。院
内各所に見られるユニバーサルデザイン（ＵＤ）はこの
コンセプトをよく表すものでしょう。
「患者さんは、赤ちゃんから子ども、成人からお年寄りま
で年齢も幅広いし見え方もさまざま。だからバリアフリー
という限定した施設づくりではなく、だれにでもわかり
やすい空間構成をめざしました。いわばＵＤの考え方で

すね」とは、設計を担当したクワハタデザインオフィス
のデザイナー・桑波田謙さんの言葉です。

既存建物を生かす＋ユニバーサルデザイン
　築後 27 年を経た病院は、水まわりをはじめとする設備
の老朽化が激しく、今回の改修では配管も含めてすべて
が一新されました。しかし建物自体はつくり直さず、さ
らに工期はわずか１ヵ月半という厳しい条件があったた
め、既存のスペースの中で最適なことを行なうための議
論に多くの時間が割かれました。
　個室と多床室のベッド数を同数とすることから病棟計
画は始まりました。改修前の個室率は７割程度でしたが、
広さもまちまちで、トイレのある部屋とない部屋がある
など問題が多かったため、ベッド数 34 床は変えずに改修
に合わせて病室の適正化が図られたのです。
　多床室は従来の４床から３床に減らして１ベッドあた
りの面積を広げ、隣り合ったふたつの個室をひとつの多
床室にした部屋もあります。個室は全室トイレ設置とさ
れましたが、今までトイレが設置されていなかった部屋
では洗面台の水まわりコアを利用するなど既存設備を活
用しています。トイレや汚物処理室といった病室以外の
ユーティリティはだいぶ配置変更されていますが、躯体
そのものは変わらないため、各部屋の機能を交換したり
間仕切り壁を抜くなどさまざまな工夫をしながら、限ら
れたスペースを最大限に生かしています。
　そしてもうひとつの基本的な考え方は、「目の不自由な

JR御茶ノ水駅前、緑濃いニコライ堂とクリニックが入る高層ビルの間に病院は位置している。

１Ｆのエントランスから待合室に向
かう廊下。絨毯に埋め込まれたダイ
ヤ型のビニル床タイルにダウンライ
トを反射させ、光の線で誘導する。
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方が安心して使える環境」に配慮すること。
　病院改修の２年前の 2006 年に「お茶の水・井上眼科ク
リニック」が開設する際、井上院長は開設プロジェクト
の委員長として携わりましたが、このとき「目の不自由
な患者さんに対する高いホスピタリティの実現」を掲げ
てＵＤを導入しました。シンプルな動線計画や照明・床
のデザインによる誘導、目の障害による見づらさ（ロー
ビジョン）に対応したサイン計画、ものの見え方を決定
づける“輝度差＝コントラスト”への配慮など、院内全
域にさまざまなＵＤが取り入れられ、患者さんから高く
評価されたのです。この実績に鑑み、病院改修において
もサインやピクトグラム、照明・床のデザインなど各所
でクリニックのＵＤを踏襲することとなりました。さら
に病棟機能中心であることや既存スペースの活用といっ
た病院独自の事情をもふまえ、新たなＵＤにも取組みました。

積み重ねる調査・会議・シミュレーション
「設計するにあたって、トイレの位置付けは非常に高かっ
たと思います」桑波田さんの言葉を裏打ちするように、
改修には患者さんに向けて事前に実施されたトイレアン
ケート調査が大きな影響をもたらしました。
　入口・空間・照明・便器・手洗い・スイッチ類・手すり・
サイン・臭気にいたるまで、患者さんに対する詳細な聞
き取りが看護師によって行なわれました。回答には患者
さんの性別や身体状況も記録され、クリニック開設時に
行われた分も含めた延べ 100 名以上の患者さんによるア

ンケートが、設計の重要な与件となったのです。
　スタッフはこの結果を持ってＴＯＴＯテクニカルセン
ター内にあるシミュレーションコーナーに向かいました。
そこで白内障や緑内障のシミュレーションゴーグルをか
けて、トイレ空間やスイッチ類の見え方・使いやすさを
実体験し、ブース内の機器配置などのシミュレーション
も行ないました。さらにこの結果を受け、実物大のモッ
クアップをつくり、実際の院内において患者さんに体験
してもらったのです。入口に対する便器の向き、便器の
高さ、手すり位置とスイッチの関係、サインなどについ
て多くの意見が得られ、設計に反映されました。
「色が分からない患者さんもいるので、女子トイレのサイ
ンはスカートの裾を大きくしてわかりやすくしました」
と井上眼科病院情報管理課の千葉マリさんは語ります。
　業務の合間の医療スタッフのがんばりも見逃せません。
改修に向けて改築委員会が組織され、井上院長をトップ
に看護師を含む医療従事者から視能訓練士・事務担当者・
設計担当者まで多くのスタッフがほぼ１年間、はじめは
月に１度、後半は週に１度のペースで業務終了後に集まっ
ては会議を行ないました。診療が終わった後、午後８時
過ぎから始まる会議は熱を帯び、夜中の 12 時をまわるこ
ともしばしばだったとか。
　「患者さんの意見を吸い上げるこのようなやり方は看護
師の力を借りなければ無理ですが、看護部全体が協力的
でした。患者さんの声を聞くということが、病院全体に
浸透しているんじゃないかと思います」と井上院長。患

だれでもトイレ扉。扉には大きな文字と
ピクトサイン、さらに内部レイアウト図
が表示されている。

１階平面図 ２階平面図 ３階平面図

左　３階多目的トイレ内部。床・正
面の壁・両脇の壁・便器が互いにコ
ントラストを保ち、便器の位置がわ
かりやすい色彩計画となっている。
上　色がわかりにくい患者さんのた
めに、スカートの裾を広げて強調さ
れた女子トイレのピクトサイン。
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者さんとスタッフが一体となった実際的な取組みと意見
の集約こそ、病院に関わるすべての人にとってのＵＤ実
現の鍵なのではないでしょうか。

みんなの意見と体験がトイレづくりに生かされた
　全体プランは、L字型の建物の外側に病室を並べ、内
側のコア部分にユーティリティを集中させています。
　改修前の院内は、まぶしさを不快に感じる患者さんが
いるとして窓の縦型ブラインドや暗幕、遮光カーテンが
多く使われ、外来エリアも閉め切られていることが多かっ
たそうです。しかし病院のすぐ隣には御茶ノ水を代表す
る風景として明治時代から親しまれてきた重要文化財・
ニコライ堂の美しいドームが。桑波田さんは「この目の
前のニコライ堂の景観がもったいなくて。外の眺望を大
事にしたかったんです」と奮起。操作が難しく閉め切り
がちだったブラインドを簡単に開け閉めできるカーテン
に切り替えることで個々の患者さんの症状に対する自由
度を増し、いつでも外を見ることができるようにしまし
た。南側の個室の窓からはニコライ堂に手が届くようで
す。多床室も全ベッドに専用の窓を割り当て、環境は格
段によくなりました。さらにもっとも眺望のいい３階南
西の角は多床室からデイルームに変更され、誰もがくつ
ろいで風景を楽しめる場になっています。
　トイレの配置は、全個室内に専用トイレ、多床室用は
廊下を挟んだ目の前に置かれました。多目的トイレは各
階ごとに設置。１階は外来患者さんの使用を考えて車い

すを自力で回転でき、かつベビーチェアも備えた広めの
もの、２階はオストメイト対応、３階は入院患者さんの
使用がほとんどであることを前提に介助付での車いすの
出入りを可能にと、それぞれ機能を分担しています。改
修前は多目的トイレが 1ヵ所しかなく、手術室前にあっ
たため「狭い共用トイレに車いすを寄せて、患者さんの
手をひいて介助していました。多目的トイレが各階にで
きてよかった」と同病院看護部の看護師橘令子さんは笑
顔で話してくれました。
　各トイレのディテールにはアンケートや調査、シミュ
レーションの結果が色濃く反映されています。加えて病
院の患者さんの多くは手術のための入院で眼帯をしてい
ること、さらに既存スペースならではの狭さをもふまえ
て、より安全性に配慮した計画となりました。
　扉を見ると、既存スペースを生かすさまざまな工夫や
苦労がしのばれます。個室トイレは開き戸をやめ、小ス
ペースに対応する３枚扉の引き戸に変更。車いすの患者
さんは病室外の多目的トイレを利用することとなってい
ます。多床室用共用トイレのブース扉は、以前は緊急時
を優先して外開きでしたが、突然開けて誰かにぶつかる
危険を考え、通常は内開き、万が一のときは外開きにで
きるタイプの扉が採用されました。多目的トイレはすべ
て引き戸で「だれでもトイレ」という大きな文字のほか
に男女別・車いす・ベビー対応などいくつものピクトサ
イン、さらに内部の器具レイアウト図もついています。
　存在感ある大きな鍵は特注品。色覚障害があっても分

各病室入口の壁には、手すりの上に部屋
番号の触文字がつけられている。

入口右手にトイレがある個室。窓の外にはニコライ堂がすぐそばに。トイレの扉は３枚引き。

車いすの回転ができる１階多目的トイレ。スイッチ類は手すりに沿って１ヵ所にまとめられた。
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かるように、誰かが入っているときには“使用中”とい
う大きな文字が赤い色とともに鍵の窓に現われます。
　ブース内を見てみましょう。個室・共用・多目的トイ
レのどれも床は濃灰色の長尺シート、正面の大きな壁に
は濃い木目調のシートを貼り、左右の壁は淡色系で、そ
こに便器やサニタリーボックス、手洗い、ベビーチェア
などが白く浮き上がって見えます。輝度差を高める＝コ
ントラストをつけることでものを見やすくする“視覚の
ＵＤ”が取り入れられているのです。この明確な輝度差
は病棟廊下などにも応用され、濃いグレーの絨毯が敷か
れた廊下には病室の入口ごとに白いマークがつけられて
患者さんの認識を助けています。
　さらに洗浄ボタンやウォシュレットなどのスイッチ類
は、視覚障害者の疑似体験を生かして、手の届く範囲の
壁にまとめて設置されました。
　これらはすべて、当初から唱えられてきた最大のコン
セプト「患者さんにわかりやすいものをつくる」を体現
するものです。同病院看護部看護師の中林裕美さんは言
います。「たいていの入院患者さんは手術を受けるため必
ず片目に眼帯をした状態。その状態で慣れない空間に行っ
たとき使いやすいかどうか、というのがあると思います」
　同病院施設管理課係長の會田祐一さんも「最近の手術
は日帰りも多く、１週間以上の入院はまれ。入院期間が
短いぶん慣れが少ないので、すぐにわかってもらうこと
が大事ですね」とうなずきました。
　このほか、改築前の個室トイレでは「患者さんが立ち

上がるときに壁に頭をぶつけやすく危険でした（同病院
看護部看護師の渡部雅代さん）」という問題点を、便器の
向きを 90°変えて前方のスペースを確保することで解決
しました。照明は人感センサーを採用して煩雑さを軽減。
これは多目的トイレも同様です。

未来を見据えて病院を見守り、高める
　時代を見据えて生まれ変わった病院は、次の 20 年 30
年も地域の安心を担って進化していくことが期待されま
す。改修後、井上さんたちは今後も継続して建物の不具
合を確認する委員会を立ち上げました。そこでの話し合
いを通じ、当初はトイレブース内につけなかった点滴用
フックを１ヵ月後に新たに設置するなど、現場の声にこ
たえた改善を実際に行なっています。このような継続活
動は、めまぐるしく変化する医療状況にあって強く求め
られるとともに、あらゆる状況の人々への対応を前提と
するＵＤにおいても必須といえます。
　クリニック開設を縁に結成され、井上院長や桑波田さ
んもメンバーに名を連ねる「お茶の水ＵＤ研究会」は、
近い将来実施される御茶ノ水駅前再開発計画に対して、
ＵＤ的要素を取り入れたまちづくりを提案しています。
「病院の中を一生懸命よくしても、患者さんにとって駅か
らの道が歩きにくければ、結局は使いづらくなってしま
う。そこをやさしく使いやすくしていきたいですね」井
上院長の言葉には、病院という空間を超えてすべての患
者さんに対する真摯な思いが込められているようでした。

特殊カメラで撮影し、輝度分布を測定したトイレ内と多目的トイレ扉。輝度の差が明確なほど、並んで
いるものの形や位置が把握しやすくなる（資料提供：松下電工株式会社 最所祐二氏 ）。

各病室入口の足下には暗色の廊下に映える白いマークが描かれている。壁
と扉にも強いコントラストがつけられていて扉が認識しやすい。

右　ＵＤの先鞭をつ
けたお茶の水・井上
眼科クリニックは、
病院に隣接した高層
ビルの 19・20 階に
開設された。都心の
眺望と、照明を利用
した動線計画、完備
しただれでもトイレ
など、各種のＵＤ的
配慮が行き届いた最
新の設備が特徴。こ
の経験と、その後の
UD研究会の活動の
成果が今回の病院改
装に生かされた。
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抜群の景観と厳しい条件の中での建替工事
　北白川の丘の上、間近に瓜生山と名峰・大文字山をの
ぞむ日本バプテスト病院は、傾斜地・風致規制・既存建
物の継続稼働と多くの制約条件の下、平成 18 年４月に新
館建設工事が完了しました。現在はこれに続く第２期工
事が準備されています。
　東・北・西の三方を緑濃い山並みに囲まれ、南には京
都の街並が広がり、屋上からは大文字送り火が指呼の間
という抜群の景観の中、病院は開設以来幾度も増改築を
重ねてきました。敷地内には 100 床の老人保健施設・訪
問看護ステーション・看護学校が軒を連ね、少し離れれ
ば眼科クリニックまでそろっています。
　「旧病院は敷地の入口からエントランスまで８mもの
高低差があって、患者さんに坂道を上らせていたんです。
だから新館では敷地入口からすぐ建物に入ってもらおう
と計画を始めました」設計を担当した地域建築研究所の
肌勢良雄さんも言うように、敷地は南北方向に大きく傾
斜しています。さらに京都市の風致地区条例により高さ
15 ｍ以上の建築物が建てられなかったため、病院はメイ
ンエントランスが地下２階にある変則的な建物になりま
した。地下３階は全体、地下２階と地下１階は南側以外
はすべて地中にもぐった状態にし、地上に出ている 15 ｍ
分を１階から３階として、ここを採光を絶対条件とする
病棟に割り当てています。
　厳しい地形条件に加え、外来診療や入院患者さんの受
け入れ・手術といった病院自体の機能は維持しながら

「どこか空いているところに建てて移っていくしかない、
非常に困難な計画・工事でした」と肌勢さんは振り返り
ます。そんな中で厳しい風致規制に合致した傾斜屋根や
外装の色まで熟慮し、隣接する大原邸の庭をはじめとす
る周囲の良好な環境に溶け込んだ病院が誕生したのです。

コンセプトは「ほっこりとした癒しの場」
　昭和 29 年、米国南部のバプテスト教会の献金によって
建てられた歴史を持つ病院は、その根底にキリスト教の
隣人愛に基づく「全人医療」をおいています。全人とは
人間を「からだ・こころ・たましいからなる全人格的存
在としてとらえる」という考え方。
　「全人医療とは、ひとりの人間が生まれてから死ぬまで
をみて最高の医療を提供していくもので、その根幹は周
産期なんですよ。産科小児科、その間に新生児、そこにター
ミナル、さらに急性期を組み込んでいく、というのがこ
の病院の立場です」日本バプテスト病院事務局次長兼事
務部長の行本百合子さんは、多くの診療項目の中でも「周
産期」「緩和」「急性期」の３つが病院の中心となること
を強調します。京都府下で最初に認可されたＮＩＣＵ（新
生児集中治療室）や、もっとも眺望のいい３階部分に設
けられた全室個室 20 床のホスピス病棟は、その姿勢を象
徴する施設ともいえるでしょう。
　この理念をベースに、今回の建替計画のコンセプトと
して打ち出されたのが「ほっこりとした病院」です。ほっ
こりとは " ほっとする " や " あたたかい " といった意味の

緑の丘の「ほっこり」とした病院
トイレはベッド近くで行きやすく
日本バプテスト病院 /京都府京都市
設計　地域建築研究所
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ここからアプローチする。
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関西弁です。病院からこの言葉を示された肌勢さんは
「焼き芋が出来上がってパッと割った時にほわーっとくる
でしょ、あのイメージで考えました」と笑います。
　ほっこりとした病院とは、言い換えれば癒しの場その
もの。「からだとこころとたましいを癒す場として、あた
たかく包み込んでくれる空間」をつくるために、基本素
材には「木・曲線・光」が選ばれました。
　院内では壁や床、家具、手すり、病室の表示板まで、
至るところに木目調の材が使用されています。消防法の
規定で本物の木を使えるのは手すりやかまちなど一部に
限られますが、木目のメラミン系シートを貼った壁材を
多用し、病室の床にはフローリング調の長尺シートを採
用するなど、全体を木のぬくもりが感じられる空間にし
つらえました。美しい曲線づかいがもっとも顕著に見ら
れるのは、エントランスホールの奥にある地域医療連携
室と自販機コーナーの壁。これも木目調です。
　やわらかな光をつくるためにと肌勢さんがこだわった
間接照明も、さまざまな場所で見られます。廊下天井の
スポット照明をそのまま床に落とさず壁面に当てたり、
病室の読書灯はアーム可動式にして昼間は上に向けた
アッパーライト風に、夜は下向きにして読書ができるよ
うにするなど、たくさんの工夫が盛り込まれました。
　計画の中でもうひとつ大きな位置を占めるのが、病棟
の性格に合わせてテーマを定めた色彩計画です。３階ホ
スピス病棟は清潔さと静けさを感じさせるメロン色、２
階一般病棟は活気があり元気が出るイエロー、そして１

階の産科病棟は明るさとやさしさとを醸し出すピンク色。
この３色を各階の廊下の床や病室内のクロス類、家具の
差し色などに使うことで、全館トータルの木目調空間に
それぞれ違ったイメージで癒しの要素を加えました。
　また、患者さんのネームプレート代わりに各病室入口
につけられた表示板には透明ポケットがあり、花の写真
や絵などを入れて飾ることで病棟の雰囲気をよりソフト
にしています。

トイレは１にプランニング、２に空間
　病院全体を癒しの場と考えるとき、トイレは空間構成
以前にまずプランニング、と肌勢さんは力を込めます。
「患者さんの行きやすさやベッドからの近さとかがいちば
ん大事。それこそが癒しではないでしょうか」
　この考え方から、建替前は集中型だった病棟トイレを、
今回の建替では全病室に配置する完全な分散型として計
画しました。ベッドとトイレが離れていて行きづらいと、
なかなか行きたがらない患者さんが出てきてポータブル
トイレが使われるようになり、衛生面でも看護師の負担
面でもマイナス、という観点です。
　入口位置などのポイントは病室ごとに検討されました。
全室が個室のホスピスでは、ベッドからトイレまでの動
線を最短にし、入口をベッド側に向けました。ベッドサ
イドから手すりをまわし、患者さんが最後まで自力でト
イレに行ける環境を整えています。これに対し、健康な
母体が対象の産科病室は住宅的な雰囲気。木製枠の鏡を
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上　３階ホスピス病棟。スタッフ
ステーション近くに設けられたデ
イルームでは、ピアノコンサート
が開かれていた。
下　テーマカラーのメロン色の廊
下が続くホスピス病棟。各病室に
は「ひまわり」「ぼたん」など花
の名前がつけられ、表示板に写真
が飾られている。

３階ホスピス詳細図
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つけたドレッサー風の洗面台が室内を向き、トイレはそ
の裏側でユニットシャワーと集約されました。
　一般病棟は個室はもちろん、多床室にもすべて専用ト
イレが設けられました。多床室に分散配置する場合、同
室者間での患者さんのプライバシーを左右するトイレの
場所や入口位置は大きな課題であり、最近では病室外に
設置することでこの問題をクリアする例も少なくありま
せん。しかしバプテスト病院は室内に置くことを選択し
ました。これにはもっともな理由があります。
　今回の建替に合わせ、大半の多床室にオリジナルの家
具が置かれました。ロッカー・本棚・パソコン用引き出
しもついた木調家具で各ベッドの間を仕切り、個別空間
を確保することで多床室のアメニティ向上をめざしたの
です。結果、患者さんの療養環境は格段によくなりました。
一方、１ベッドあたりに必要な多床室の面積が家具によっ
て圧迫されるため、トイレの前の面積を室内に取り込む
ことで問題解決をはかったというわけです。
　外来エリアのトイレは検査用などを除いて各階とも北
側１ヵ所に配置され、多目的トイレと一般用トイレが隣
接する集中型としました。男女トイレとも内部は折り上
げ天井から落ちるやわらかな間接照明の光があふれ、ス
クリーンとブース扉とに採用された木目パネルと壁面の
半磁器タイルがコントラストをつくる清潔な雰囲気です。
目を引くのは、女子用はもとより男子トイレにももれな
くつけられたベビーチェアと、多目的トイレ内と B１の
アルコーブ部分に設けられたベビーシート。親子二代に

わたってお産に利用する地元の患者さんが少なくないと
いう、地域の周産期医療に対して大きな存在感を持つこ
の病院の姿勢と責任感とが感じられました。

　２期目の建替工事の対象は一般病棟となり、病院自体
も今後は急性期医療により力を入れる新たな体制を整え
つつあります。
「患者さんがほっとできる、風がすっと入ってくるような
トイレがいいなと思いますね」と行本さん。突然の病や
怪我を負い、緑の中の病院で入院生活を始める人々を迎
え入れる新しいトイレも、必ずや「ほっこりとした」出
来ばえになることでしょう。
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空間ができ、落ち着いた個
室的な雰囲気の４床室。

住宅的な産科個室は洗面台の上に鏡が掛けられ、まるでドレッサーのよう。

トイレはシャワーユニットと一緒に、洗面の裏に設置されている。

スポット照明が連なる廊下。平均
的に明るくするのではなく、ウォー
ルウォッシャーのように壁面をリ
ズミカルに照らしてホテル的な雰
囲気を醸し出している。

折り上げ天井から
柔らかな間接光が
こぼれる外来エリ
アの男子用トイレ。

４床室平面詳細図
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　札幌の東南約 50km、石狩平野に位置する美唄市は、
日本最大のマガン飛来地としてラムサール条約にも登録
された宮島沼を擁する、北海道有数の米どころです。
　北海道中央労災病院せき損センターは、かつて炭鉱町
として栄えたこの地でしばしば起こった落盤事故の負傷
者に対する医療を主な目的に、昭和 30 年に美唄労災病院
の名で創設されました。平成 19 年にせき損センターとし
て再出発、北海道随一の脊髄損傷（せき損）の高度医療
機関として全道から患者さんを受け入れています。
　せき損医療には一般的な医療と比べて多くの違いがあ
ります。患者さんの大多数は四肢の麻痺に代表される重
度の障害を負い、入院期間も平均半年以上と長く、在院
中は急性期から回復期リハビリテーションを経て社会復
帰まで一貫したケアが必要なのです。以前は、立てなく
ても上半身が使え、比較的自由度が高い青年層が多かっ
たのですが、昨今は高齢者の四肢不全麻痺や全体的な機
能低下に伴って介護度が上がっているため、設備形態の
変更も迫られています。
　平成 20年、この特殊性をふまえた西１階病棟の改修が
完了しました。全スタッフがその力を結集してつくりあ
げた、患者さんへのやさしさと思いにあふれた空間です。

病院を取り巻くすべての人が主体的に関わった
　改修構想は平成 19 年、新たに病院長に就任した安田慶
秀さんのリーダーシップの下で本格的に動き出しました。
もっとも特徴的だったのは、一連の過程に対する全スタッ

フの恒常的・積極的な関わりの姿勢です。
　「関係者全員が患者さんの急性期から回復期、リハビリ
テーション期、在宅復帰という過程を考え、それに沿う
ような改修をしたい、というのが基本コンセプト。その
ためのプロセスとしてそれぞれの立場からみんなが意見
を出し合いました」と安田院長は振り返ります。
　この手法、一見当然のようですが実現できたのはかな
り珍しいといえるでしょう。治療全体を見る医師はもち
ろん、患者さんの身体状況や気持ちをよく知る看護師、
せき損医療の重要な部分であるリハビリテーションを担
当する理学療法士、作業療法士、さらに医療者に限らず
改修工事の施工従事者や院内に出入りする清掃会社のス
タッフまでを巻き込み、病院空間を構成するあらゆる分
野の「プロ」たちがそれぞれの職能を発揮しつつ協力し
て改修計画を進めたのです。決して簡単ではないこのや
り方の先頭に立ってスタッフを引っぱったのは整形外科・
リハビリテーション科部長の医師楫野知道さんでした。
「患者さんのことは看護師、リハビリや施設の使い方はセ
ラピストが、医師よりもよくわかっています。そんな現
場の声を吸い上げ、場合によっては清掃の方々にも使い
勝手を聞くなど、使う人たちの声を最大限に容れて整理
し、アフター５のカンファレンス、さらに事務方が担当
するオフィシャルな会議へと落とし込みました」
　これに応え、当時の病院内は廊下でスタッフ同士行き
会うたびに「あれどうなった？」と、改修のための話し
合いやアイデアの提案があちこちで繰り広げられたとい
います。実質２ヵ月という短期間で集中的に行なわれた
膨大な「意見のキャッチボール」が現在の使いやすさに
つながっているのでは、とは楫野さんの言葉です。

「コーディネーター」の大きな貢献
　今回の改修にはもうひとり、立役者が存在します。高
齢者や障害者向けの住宅改修を主に手がける一級建築士
事務所「自然（じねん）」の主宰者であり、介護支援専門
員の資格も持つ東

ひがし

道
みち お

尾さんがコーディネーターとして加
わったことで、現場の声がスポイルされることなく実際
の建築・設備に昇華したというのです。
　「セラピストと看護師の言葉、まして建築家の言葉はそ

古さと不便さを一掃した
スタッフの熱意と
コーディネーターの「通訳」
北海道中央労災病院せき損センター西１階病棟 /北海道美唄市
設計　一級建築士事務所「自

じねん

然」

JR美唄駅から徒歩数分で、広々とした病院敷地内に到着する。
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れぞれ違い、いくら話しても互いに理解するのは難しい。
建築と介護がわかる東さんが間に入って翻訳・コーディ
ネートすることでコミュニケーションがよくなり、やり
とりができるようになりました」と楫野さん。
　設計者というよりアドバイザー・交通整理役として参
画を依頼された東さんは自身のふたつの専門性を生かし、
医師・看護師・セラピストはもちろん、施工にかかわる
スタッフらとも濃密な協力関係を築き上げていきます。
医療スタッフとの関係づくりは「これはどういう意味か
とか、具体的にどんな人が使うかといったこちらの質問
をまずぶつけて、相手がそれに答える、そんなやりとり
の中でペースができました」。
　施工従事者にも同様です。
「図面通りにはつくれる人たちですから、こんな患者さん
が入るから入口を広くしたいとか、こういう状況の人向
けの手すりだからね、と説明したんです。施工屋さんか
らも細かい技術的な点に関する提案が出てきたり」
　そこに建築士かつケアマネジャーとしての自らの知識
や経験に基づく提案も加えつつ、東さんは医療から建築
の現場まで見事な橋渡しをし、つないでいきました。計
画当初に図面作成を依頼した会社には病院の要望がうま
く伝わらず、出てきた図面は使い物にならなかったとの
こと。そんな中に迎えられた東さんは、その明るいキャ
ラクターも相まって、まさに「いちばん大きかった存在（楫
野さん）」となったのは想像に難くありません。

それぞれの現場で、プロがプロの仕事をした
　実際の改修は「既存のスペースをできる限り生かすロー
コスト工事」という大きな制約がありましたが、これを
乗り切らせたのも最終的には関係者間のよいコミュニ
ケーション、チームワークといえそうです。
　トイレは東西に延びる病棟の中央、ナースステーショ
ンの向かいに配置されています。改修前は男女の区画も
なく、寒色系の古いタイル張りの床と壁は、はがれた箇
所が別色のタイルで補修されているような状態でした。
　当初、床と壁は予算上の判断で部分張り替えになりか
けましたが、最終的に内装用の表面処理と塗装とで見違
えるように明るくなりました。実はこのアイデアは施工
スタッフから出たもの。これ以上のツギハギは許せない、
そんなプロの心意気が工事範囲外の仕事をさせたといえ
ます。窓枠のキャメル色は温かみのあるテーマカラーで、
廊下やデイルームにも採用されました。
　限られたスペースながらレイアウトも変更されていま
す。隔壁が天井まで届かず、ブース上部では男子トイレ
とつながっていた女子トイレはいの一番に区画されまし
た。入口奥にアコーディオンカーテンという不便な状態
もやめ、さらに高齢女性の体格に配慮して家庭用の小さ
な便器を置くという、患者さんへの思いやりと尊重が感
じられる計らいです。
　共用トイレ内は男性用小便器と大便器をひとつずつ減
らし、開き戸とアコーディオンだった扉をすべて引き戸
に変えました。便器の数は常に問題となりますが、東さ
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広くて明るい一番人気のブース。前方ボード付手すりが好評。

改修後のトイレ平面詳細図。改修前のトイレ平面詳細図。

病棟平面図。ナースステーション、デイルームの廊下側の壁が取り払われ、
開放的で明るくなった。

床・壁がタイル張りから表面塗装となり、温かみ
のある表情になった。

改修を機に、完全に分離された女子トイレ。赤い
手すりと小ぶりの便器がかわいらしい。

両脇から介護できる
トイレも内装が変わ
り、便器や補助具も
新しくなり、ソフト
便座や、２段式手すり
などもついて快適に。
（上の写真は改装前）
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んたちは患者さんのニーズを現場の視点で話し合い、減
らすことで合意。結果、各ブースが広くなって側方介助
がしやすくなり、車いすの回転も楽になりました。また、
どちらの片麻痺でも安心して使えるよう、左右それぞれ
に対応したトイレになりました。ウォシュレット操作部
もワイヤレスパネルで扱いやすくなりました。また、右
奥に設置されている柔らかな便座のバリアフリー便器は
「急性期から退院を考える時期まで一貫した治療を行なう
ため、トイレにもバリエーションが必要（楫野さん）」と
の病院の要望にこたえて残されたものです。
　さらに、便器を減らしたことでスペース全体に余裕が
でき、左の奥には２ｍ×３ｍと広く、窓からの採光も明
るいブースができました。患者さんにも好評で、このブー
スに入るために待ちの行列ができるとのこと。長い入院
生活の中では、トイレのこんなアメニティも重要になっ
てくるのではないでしょうか。
　便器のほか手すり類もすべて新品に交換されました。
　「ステンレスの手すりは冷たくて触りたくなくて。そう
したら東さんがカラーコーティングしたのを提案してく
ださって……高齢の方にも見やすいでしょ。かわいいし、
明るくなってほんとうによかった」と、せき損センター
作業療法士・入部雅江さんが誇らしげに示す手すりは、
大便器・男性用小便器ともにトイレ全体の雰囲気を明る
く引き立たせるビビッドな赤い色。血を連想させると一
時期の病院では好まれなかった色が、このトイレでは大
きな魅力となっています。
　位置や幅、高さに問題が多く使い勝手が悪かった従来
の水平手すりは L型と跳ね上げ式とに変更され、
「トイレの自立がしやすくなりました。今まで手すりの位
置が悪くて、車いすからの移乗や横移動のスペースがな
かった。これなら今までできなかった人も大丈夫」と日々
リハビリ指導に励む入部さんは目を細めます。
　また、広いブースにつけられた前方ボード付手すりは
「体幹バランスの悪い人にも、障害があって排泄時間が長
い人にもすごくいいもので、必ずつけたかったです」と
言う、介護福祉に造詣の深い東さんならではのこだわり。

この手すりの色に合わせて L型・跳ね上げ手すりもここ
は木目調にするほどの「イチオシ」補助具です。
　廊下やスタッフコーナー、デイルームも改修と同時に
整備されました。トイレと同じくキャメル色をポイント
に色彩を塗り替え、ナースステーションは広いカウンター
を設けてオープンな雰囲気に。明るい色の壁紙に張り替
えたデイルームは、他の病棟の患者さんまでが足しげく
訪れてくつろぐ、院内の人気エリアになりました。

改修がもたらしたチームワークと良き変化
「ナースは患者さんの 24 時間の生活を支える者として、
介助しやすさや患者さんの使いやすさを日常的に見聞き
し、感じています。そこからの意見を反映してきれいに
改修してもらって、気持ちよく仕事ができます」とは、
せき損センター看護師長の町中潤子さんの言葉です。病
院を取り巻く人々がそれぞれの立場・職能を足がかりに
意見を出し合い、主体的に関わった改修は、建物や設備
以外にも多くのものを残しました。院長の安田さんは
「ひとつのプロジェクトに対し、みんなが日常業務から離
れて、ああでもないこうでもないと言いながらつくり上
げていく。病院のチームづくりということでアクティビ
ティの大きな財産であると評価しています」と語ります。
　スタッフの働き方にも変化が表れました。「ナースス
テーションをオープンカウンターにしたことで、私たち
は患者さんに見られ、かつ患者さんをよく見られる、そ
こですごく意識が変わりました」と町中さん。楫野さん
も続けます。「臭気も含めてトイレが格段に良くなると患
者サービスがだいぶ違ってくる。そこがしっかりすると、
ゴミについてもみんなが気をつけるようになったり、い
い波及効果があって。トイレは重要だと思いました」
　限られた既存空間と予算の中で規模も決して大きくは
ないけれど、多くの人の思いがつまった、なんとも温か
な病棟改修の顛末。安田院長の一言が印象に残ります。
「古くて不自由な病院がきれいになるとみんな張り切っ
た。原点はそこだと思う。レベルの高い、自分たちの病
院に強い思い入れを持つ、良いスタッフなんですよ」

方立てのない大きなカウンターでオープンな雰囲気となった
ナースステーション。全体的にクリーム色を基調とした濃淡の
色調でまとめられ、柔らかな雰囲気を醸し出している。

病院いち明るくて快適になったデイルームは、他病棟の患者さん
からも人気。ここも廊下側の壁が取り払われ、面積も以前より広
げられた。
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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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ジョンソンディバーシー株式会社 045-640-2207 http://www.johnsondiversey.co.jp/
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