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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。
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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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