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感染制御学と病院建築設備の有識者による座談会
新型コロナウイルス感染症が日本で猛威を振るった2020年以降、
感染者の増加により、
病院施設・福祉施設は非常に厳しい状況に置かれました。
この事態に医療の現場・福祉の現場はどう対峙し、
どのような対策が取られていたのか。

各施設の対応を振り返りつつ、
来たる次のパンデミック、
感染症対策を見据えた施設の環境づくりについて、
専門家の先生方に詳しく意見を伺いました。
（2021年9月開催）

司会進行：河村 浩
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北里大学
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東京医療保健大学 大学院教授。
日本医療福祉設備協会

北里大学医学部附属新世紀医療開発センター 横断的

自治医科大学医学部 臨床感染症学部門 准教授。附属

の理事として、病院施設設計ガイドラインの空調設備編

医療領域開発部門 感染制御学 准教授、北里大学病院

病院 臨床感染症センター感染制御部副部長。
一般感染症・

の制作に携わるなど、
感染制御学の観点から、
今後の施設

危機管理部 感染管理室長。
感染対策・感染症診療の全般、

HIV・性感染症診療など幅広く感染症診療・感染対策を

づくりに貢献。
また近年では、介護施設や介護事務所への

薬剤耐性菌や抗菌薬適正使用に関する研究に従事して

実施。主に病院における感染対策に取り組む。
ここ数年

感染症対策向上支援事業で講師を務めるなど、福祉分野

いる。神奈川県の感染症対策指導班およびクラスター

は、高齢者施設における感染対策向上をテーマに、施設

における感染対策にも力を注いでいる。

対策チームでコロナ対策の支援や助言も行っている。

の感染対策の支援や研究等を行っている。

国家的大規模災害コロナパンデミックを踏まえた
今後の病院・福祉施設の環境づくり

北里大学病院

元環境整備課長

座間弘和先生
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日建設計 エンジニアリング部門ダイレクター

癒しのトイレ研究会

塚見史郎先生

会長

高柳和江会長

北里大学病院 元環境整備課長。在職中は、環境整備課長

株式会社日建設計 ダイレクター。
日本医療福祉設備協会

癒しのトイレ研究会 会長。医療法人社団葵会理事。外科

として環境感染対策を中心とした療養環境の維持管理に

理事。日建設計入社以降、省エネ・BCP、快適性、健康、

医（医学博士、社会医学系専門医・指導医）
であり、元日本

従事。北里大学新病院建設プロジェクトにもメンバーと

運用のバランスの取れた次世代の環境・設備デザインを

医科大学准教授、元東京医療保健大学教授、放送大学

して参加し、
これからの病院施設における感染対策、環境

目指し、事務所・医療・福祉・教育施設などの幅広い設備

客員教授。
一般社団法人癒しの環境研究会理事長、
笑医塾

づくりに尽力。現在は、発熱外来を行っている医院にて

設計・コンサル・性能検証・情報発信を実施。一方で感染

塾長として活躍する傍ら、日本各地や欧米などの病院・

事務長として勤務している。

対策フードなどの開発にも取り組んでいる。

福祉施設の視察、研修や研究に取り組んでいる。

感染制御学と病院建築設備の有識者による座談会

感染症とトイレ。密接な関係があるからこそ、
環境づくり、衛生管理の徹底を
まず冒頭に、癒しのトイレ研究会 高柳会長から語られた

スタート。途中から、2020年3月に閉院予定となっていた

のは、
「 現在の新型コロナウイルス感染症の流行は、国家

東病院（大学病院から800ｍほどの距離に位置する）を

的大規模災害に値する」
ということでした。
「自宅療養者が

一部開放して患者さんを受け入れました。
流行の長期化に

約２万人（2021年8月末）
と、必要な医療が受けられない

伴い、COVID-19対応に従事するスタッフが増加すると、

医療崩壊状態に、
いま日本はある」
。
高柳会長はそう示した

大切になるのが感染対策指導です。COVID-19受け入れ

うえで、
今後は
「感染防止・ワクチン接種・医療崩壊の防止」

病棟で活動するスタッフへの手指衛生と個人防護具着脱

が重要となり、癒しのトイレ研究会は、病院や福祉施設の

の指導を徹底しました。
さらにその間、他病棟が無防備に

トイレ環境の改善によって、これに貢献していきたいと

ならないよう、
スタッフへの情報発信にも力を注ぎました。

会場に語りかけました。

もっとも苦労したのは動線確保ですね。東病院での受け
入れ準備が整う前は、大学病院でCOVID-19の患者さん

―高柳会長の挨拶にもありましたが、
トイレというのは

を受け入れていましたので、動線の取り決めは各部門と

やはり感染リスクの高い場所になるのでしょうか。

調整しながら検討しました。
笹原 自治医科大学附属病院でもクルーズ船の時期から

吉田

新型コロナウイルスに限らず、
トイレは感染リスク

新型コロナウイルス感染症患者を受け入れてきましたが、

が高い場所であるといえます。生活に必要で、外出すれば

やはりゾーン分けには苦労しましたね。患者数の増加と

パブリックなトイレを誰もがどこかで使うわけです。
さま

ともに隔離できるスペースが不足するようになり、
ビニール

ざまな人が共用する場所であり、個室のドア、便座の蓋、

製の仕切りなどを使用した簡易的な隔離を行いました。

操作ボタンなど触れる場所も多い。
そうなればどうしても

スタッフエリアと治療エリアをこれによって区分けし、

感染リスクは高くなります。だからこそ、できるだけそう

スタッフの安全確保に努めたのですが、
空気の流れは非常

いったリスクを抑えた設備でなくてはなりません。
特に病院

に複雑で、なかなか想定どおりにその流れをつくること

は、さまざまな病気の方が集まる場所なので、徹底した

ができませんでした。現在は、施設の方と測定、
シミュレー

対策が必要です。

ションを重ねて空気の流れをつくり、安全域が緩い陰圧に
なるようにして感染を防いでいます。
デルタ株などの流行

新型コロナウイルスに立ち向かった各病院。
その時、施設内では何が起こっていたのか?
―これからのトイレや手洗い環境を考えるうえで、
まずは、
北里大学病院、
自治医科大学附属病院の感染対策、新型
コロナウイルス感染症への対応について教えてください。
高山

北里大学病院では、流行当初から新型コロナウイ

ルス感染症
（COVID-19）
の患者さんを受け入れてきました
が、
これにあたり担当スタッフや受け入れ病棟の調整を
短期間で進めなくてはなりませんでした。診療は、当初
複数の内科系からメンバーを選出して合同チームをつくり

自治医科大学附属病院ではビニール製の仕切りなどを使用して
スタッフエリアと治療エリアを区分けし、
スタッフの安全を確保
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状況を考えると、簡易工事でエリア分けする準備を早々に

座間 病院建設プロジェクトに関わる中でたくさんの施設

進めていてよかったと感じます。低コストの仮設であれば、

を見て回りましたが、
トイレをどこに設置するかという点は

時期が来れば元に戻し、また必要となればこの状態を

常に議論になってきました。その中で特に印象深かった

つくることができるので、
こういった柔軟な設備も今後は

のは「トイレは唯一、一人で籠って泣ける場所だ」
という

求められるのかもしれません。

患者さんの言葉です。
看護、
メンテナンスの視点も大切です
が、
こういった患者さんの視点も忘れないようにしたいで

―感染症のゾーン分けにおいて、
トイレや手洗いはどの

すね。

ようにしていたのでしょうか？
―換気やメンテナンスについては、
どうでしょうか？
高山

やはりトイレの問題は大きかったですね。完全に

ゾーン分けするには、
トイレなどの必要設備が個室内に

吉田

そろっているのがベストです。
しかし、
そのような個室の数が

性を改めて社会に痛感させる出来事でしたね。
トイレに

少なく、
トイレが室内に確保できている病室エリアも多く

ついては個室ごとの換気があればもちろんいいですし、

はありません。
ドアのすぐ外側にトイレが設置されている

施設全体における循環空調の数値が、
モニターで確認でき

病室も一時使用しましたが、最終的に大学病院ではトイレ

れば安心して使用できるのではと思います。
また、清掃も

付個室を使用しました。

重要な感染対策のポイントです。適切な方法、
タイミング

塚見

できちんと清掃管理がなされていないと設備が整って

病院設計の歴史の中では、
これまで患者さんの使い

新型コロナウイルス感染症の流行は、換気の重要

勝手やプライバシーの問題、
看護ケアのしやすさなどから、

いても意味がありません。

個室のトイレを室内の手前に設置する、
四床室などの場合

座間

は音の気にならない外側に設置するなどさまざまな手法

業者を選択していますが、今回の新型コロナウイルス感染

がとられてきました。その中で今後は、
「 パンデミックに

症においては、技術が不十分な清掃業者を選定していた

備えて」
という観点からトイレ設備、
病院設計がまた新たに

ために、大変な苦労をした病院もあると聞きます。

変化していくのだろうと先生方のお話を聞いて感じます。

高山

大学病院では常に感染対策を視野にいれて清掃

今回のパンデミックをきっかけに、
「 将来的にさま

和やかな雰囲気で進行した先生方の座談会風景
左から、高柳和江会長、塚見史郎先生、吉田理香先生、笹原鉄平先生（リモート参加）、高山陽子先生、
座間弘和先生
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感染制御学と病院建築設備の有識者による座談会

吉田 トイレの理想は、掃除がしやすい形状であること、

全国の看護師に聞きました！

トルネード洗浄など水はねが少ないタイプであること、

Ｑ 患者さんのために施設改善が

できる限り非接触で流水などの操作ができることです。

必要なところ（複数回答）
施設改善が必要なところ

素材を使うなど、清掃メンテナンスのしやすさへの工夫が

１位：病棟トイレ ２位：空調

病棟トイレ
空調全般

47%
39%

汚物処理室

32%

外来トイレ
多床室（トイレ･洗面以外）
洗面所

68%

41%

シャワー室・浴室

個室
（トイレ･シャワー室以外）

紙巻器や接触ボタンなどがある場合は清掃薬剤に耐えうる

21%
19%
19%

※上位8項目
出典：癒しのトイレ研究会調査(2020年／n=107）

あるといいですね。
また、
トイレ個室のスペースが狭すぎて
点滴を持った患者さんや、介助スタッフが入れないことの
ないよう、
十分な広さを確保すべきです。
手洗いについては、
水はねしにくいシンク形状であり、
自動
水栓、薬用液体石けんの設置が望ましいですね。感染症
予防のためにはペーパータオルなども設置し、手洗い場で
「洗う・拭く」を完結させることが理想です。医療スタッフ
用の手洗いについては、
用途によって使い分けがされている
ことと、
あるべき場所に設置することが重要です。
特にナース
ステーションは、汚染された手で奥まで入っていくことの

ざまな感染症の流行は起こりうる」
と全員が深く認識し、

ないよう、入口に手洗い器を設置したいですね。
自動水栓

平時の衛生管理レベルを上げていくことが大事ですね。

で、肘まで洗っても水はねしにくく水のたまらない形状の
シンクであり、
ペーパータオル、
アルコールまですべてワン

設備と教育の双方から
理想のトイレ、清潔な水まわりをつくる

セットで設置できるコンパクトな設備が望ましいと考えます。

―感染症対策に配慮した、
理想のトイレ設備や建材について

ノロジーを取り入れることも今後は重要になってくるかと

教えてください。

思います。微生物の付着を防ぐコーティングや抗菌、抗

笹原

建材については、今はさまざまな感染対策素材、

技術などが開発されていますので、
こういった新たなテク
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小児病棟

旧東病院病棟

トータルサポートセンター
EICU/GICU
感染管理室/
対策本部
RST/RRT
本院病棟

北里大学旧東病院における個人防護具着脱指導の様子

北里大学病院では毎日ベッドコントロール会議を行い、受け入れを円滑
に実施できるよう患者さんの転棟転科を調整している

ウイルスなど多くのものが世に出ていますが、
エビデンス

高山

を含め、
さらに今後は感染対策専門家へのヒアリングを

が確保できていない、ルールが徹底できていない施設も

実施し、医療現場での使われ方、
メンテナンスにまで考慮

散見されます。尿量を量れるトイレも開発されています

した商品が生まれてほしいですね。

が、複数導入するのは予算的にも厳しいところ。当院では

確かに汚物流しや蓄尿スペースは、
十分なスペース

採尿コップを重ねて捨てる機器を、
スタッフと企業で共同
―看護師の方へのアンケート結果を見ると、新型コロナ

製作したのですが、意見を交わしあいながら衛生環境を

ウイルス感 染 症 の 流 行で 、手 洗いの 重 要 性 の 意 識 が

整えることも非常に大切だと感じました。

変わったと73％が回答
（P2参照）
。
また、
手洗い器の不満点

吉田

については
「自動水栓ではない」
と38％が回答しています。

高いという意識を強く持って、
ハード面、
ソフト面からともに

そうですね。汚染された水まわりは感染リスクが

衛生環境を整えていかなくてはいけません。
箱ものと教育、
高山

手洗いの重要性は社会的にも注目されましたが、

双方に力を注いでいくべきですね。

「自動水栓ではない」施設が多いですね。神奈川県のクラ
スター対策チームで助言のために発生施設に伺ってきま
したが、確かに自動水栓でないことが多かったように思い
ます。
座間

老朽化の問題を抱えている病院も多いですし、
災害

全国の看護師に聞きました！

Ｑ 手洗い器の不満（複数回答）
手洗い器の不満

自動水栓ではない→38％

時の停電を考慮した自己発電タイプの自動水栓などを、
水はねしやすい

本当は各施設に導入できるといいのですが、
予算上難しい
というところなのでしょう。
吉田

商業施設などが、ほぼ自動水栓になりつつある中

で、医療現場が遅れをとっていることは驚きですね。
笹原
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38%

自動水栓ではない
27%

数が不足している
17%

処置後､近くに手洗い器がない

本来、一番清潔でなくてはならない病院において、

汚れが付きやすい

水まわり環境が見過ごされているのは大きな問題です。

器具洗いと兼用で衛生面で問題がある

トイレを含め、
汚物流し、
蓄尿スペースなどは
「汚くて当たり

※上位6項目
（特にないを除く）

前」
という認識をなくしていかなくてはならないですね。

44%

16%
14%

出典：病院・クリニックの看護師意識調査(2021年7月／TOTO調査／n=799）

感染制御学と病院建築設備の有識者による座談会

高齢者施設の新型コロナウイルス感染症対策
には、医療現場との連携体制を

も設備も病院とは違っています。
その違いを認識したうえ

―これからの高齢者施設に求められる体制と設備につい

笹原

て、
ご意見を聞かせてください。

医療は密接な関係にあります。
その中で必要なのは、地域

で、医療の知識のある人が指導にいかなくてはならないと
感じました。
感染症においては患者さんの移動もあり、福祉と

全体で感染対策を考えていく体制を整えることではない
高柳

新型コロナウイルス感染症では、高齢者施設でも

でしょうか。今回、多くの高齢者施設から
「どこに相談すれ

多くのクラスターが発生し、現場は非常に凄惨なものに

ばいいのかわからない」
という声があがりました。各地域

なりました。
ある認知症病棟では利用者18名のうち利用者

の病院、施設が連携し、
まずは協力体制を敷くことが必要

5名が死亡。
利用者の27.8％の方が亡くなったのです。
この

だと思います。

時施設は、
「医師がいて、
酸素もあるので、
施設内で患者さん

吉田

を診るように」
と保健所から指示を受けていました。
しかし

いるので、
そういった現場を知り、
適切な設備・備品を整え、

実際は、専門医でない医師が、隔離の難しい介護現場で

医療現場との連携で指導を行っていくことが大事ですね。

治療を行い、感染を防ぐことができるはずはありません。

塚見

今後も続く可能性のある新型コロナウイルス感染症や

の使用頻度が高く、洗面台にもたれかかって使用すること

その他のパンデミックに備え、高齢者施設はどのような

もあります。
そういった意味でも、使いやすさを含め、接触

設備を整え、
どのような対応をしていくべきでしょうか。

部の衛生管理をより使用者視点で考える必要があります

吉田

私もこの1年でたくさんの高齢者施設に伺い、感染

ね。
最近では、
エントランスホールに手洗いを設置する施設

対策の指導を行いましたが、
そこで実感したのは、高齢者

も増えているのですが、
さらに利用者の隔離エリアや浴槽

施設と病院は全く違うということです。病院は医療の場

まわりの衛生など、使い方や考え方をヒアリングしつつ、

ですが、高齢者施設は生活の場です。部屋を購入している

設備設計を考えていかなくてはと改めて感じました。

施設によって使用用途やケアの内容なども違って

確かに高齢者施設の場合、病院とは違い、手すり

利用者の方を移動させることは難しく、人材も教育も道具

有識者の先生方と癒しのトイレ研究会取材スタッフ一同
（撮影時のみマスクを外しています）
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