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

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。

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。

「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

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。

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

既存建物を生かす＋ユニバーサルデザイン

二次世界大戦での東京空襲、その後の設備老朽化による

築後 27 年を経た病院は、水まわりをはじめとする設備

数度の建替を経ながら、緑内障・神経眼科・小児眼科な

の老朽化が激しく、今回の改修では配管も含めてすべて

ど複数の診療項目をそれぞれが分担して、地域の眼科医

が一新されました。しかし建物自体はつくり直さず、さ

療を担ってきました。

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

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

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。

部門を統合して、御茶ノ水駅前の高層ビル内に「お茶の

個室と多床室のベッド数を同数とすることから病棟計

水・井上眼科クリニック」を開設しました。そして平成

画は始まりました。改修前の個室率は７割程度でしたが、

20 年には、井上眼科病院本院が既存施設改修の形で、入

広さもまちまちで、トイレのある部屋とない部屋がある

院・手術時の病棟機能をメインに全面的にリニューアル

など問題が多かったため、ベッド数 34 床は変えずに改修

されました。「井上眼科病院の三本柱は、最初に

に合わせて病室の適正化が図られたのです。

療

次に

患者さんが使いやすいもの

機能など周辺からの支援

３つ目に

よい医
相談

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

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

を最大のコン

床室にした部屋もあります。個室は全室トイレ設置とさ

セプトにしました」と語るのは、井上眼科病院副院長兼

れましたが、今までトイレが設置されていなかった部屋

お茶の水・井上眼科クリニック院長の井上賢治さん。院

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

内各所に見られるユニバーサルデザイン（ＵＤ）はこの

用しています。トイレや汚物処理室といった病室以外の

コンセプトをよく表すものでしょう。

ユーティリティはだいぶ配置変更されていますが、躯体

「患者さんは、赤ちゃんから子ども、成人からお年寄りま

そのものは変わらないため、各部屋の機能を交換したり

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

間仕切り壁を抜くなどさまざまな工夫をしながら、限ら

という限定した施設づくりではなく、だれにでもわかり

れたスペースを最大限に生かしています。

やすい空間構成をめざしました。いわばＵＤの考え方で
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そしてもうひとつの基本的な考え方は、
「目の不自由な
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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。

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。

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

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

リニック」が開設する際、井上院長は開設プロジェクト

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。

の委員長として携わりましたが、このとき「目の不自由

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

な患者さんに対する高いホスピタリティの実現」を掲げ

けて、トイレ空間やスイッチ類の見え方・使いやすさを

てＵＤを導入しました。シンプルな動線計画や照明・床

実体験し、ブース内の機器配置などのシミュレーション

のデザインによる誘導、目の障害による見づらさ（ロー

も行ないました。さらにこの結果を受け、実物大のモッ

ビジョン）に対応したサイン計画、ものの見え方を決定

クアップをつくり、実際の院内において患者さんに体験

づける

への配慮など、院内全

してもらったのです。入口に対する便器の向き、便器の

域にさまざまなＵＤが取り入れられ、患者さんから高く

高さ、手すり位置とスイッチの関係、サインなどについ

評価されたのです。この実績に鑑み、病院改修において

て多くの意見が得られ、設計に反映されました。

輝度差＝コントラスト

もサインやピクトグラム、照明・床のデザインなど各所

「色が分からない患者さんもいるので、女子トイレのサイ

でクリニックのＵＤを踏襲することとなりました。さら

ンはスカートの裾を大きくしてわかりやすくしました」

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

と井上眼科病院情報管理課の千葉マリさんは語ります。

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。

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

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

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

たと思います」桑波田さんの言葉を裏打ちするように、

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

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

ては会議を行ないました。診療が終わった後、午後８時

ケート調査が大きな影響をもたらしました。

過ぎから始まる会議は熱を帯び、夜中の 12 時をまわるこ

入口・空間・照明・便器・手洗い・スイッチ類・手すり・

ともしばしばだったとか。

サイン・臭気にいたるまで、患者さんに対する詳細な聞

「患者さんの意見を吸い上げるこのようなやり方は看護

き取りが看護師によって行なわれました。回答には患者

師の力を借りなければ無理ですが、看護部全体が協力的

さんの性別や身体状況も記録され、クリニック開設時に

でした。患者さんの声を聞くということが、病院全体に

行われた分も含めた延べ 100 名以上の患者さんによるア

浸透しているんじゃないかと思います」と井上院長。患
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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。

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。

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。

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

すを自力で回転でき、かつベビーチェアも備えた広めの

の集約こそ、病院に関わるすべての人にとってのＵＤ実

もの、２階はオストメイト対応、３階は入院患者さんの

現の鍵なのではないでしょうか。

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

みんなの意見と体験がトイレづくりに生かされた

修前は多目的トイレが 1 ヵ所しかなく、手術室前にあっ

全体プランは、L 字型の建物の外側に病室を並べ、内

たため「狭い共用トイレに車いすを寄せて、患者さんの

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

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。

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

各トイレのディテールにはアンケートや調査、シミュ

たそうです。しかし病院のすぐ隣には御茶ノ水を代表す

レーションの結果が色濃く反映されています。加えて病

る風景として明治時代から親しまれてきた重要文化財・

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

ニコライ堂の美しいドームが。桑波田さんは「この目の

ること、さらに既存スペースならではの狭さをもふまえ

前のニコライ堂の景観がもったいなくて。外の眺望を大

て、より安全性に配慮した計画となりました。

事にしたかったんです」と奮起。操作が難しく閉め切り

扉を見ると、既存スペースを生かすさまざまな工夫や

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

苦労がしのばれます。個室トイレは開き戸をやめ、小ス

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

ペースに対応する３枚扉の引き戸に変更。車いすの患者

度を増し、いつでも外を見ることができるようにしまし

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

た。南側の個室の窓からはニコライ堂に手が届くようで

ます。多床室用共用トイレのブース扉は、以前は緊急時

す。多床室も全ベッドに専用の窓を割り当て、環境は格

を優先して外開きでしたが、突然開けて誰かにぶつかる

段によくなりました。さらにもっとも眺望のいい３階南

危険を考え、通常は内開き、万が一のときは外開きにで

西の角は多床室からデイルームに変更され、誰もがくつ

きるタイプの扉が採用されました。多目的トイレはすべ

ろいで風景を楽しめる場になっています。

て引き戸で「だれでもトイレ」という大きな文字のほか

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
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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

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。

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

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

レのどれも床は濃灰色の長尺シート、正面の大きな壁に

しました。照明は人感センサーを採用して煩雑さを軽減。

は濃い木目調のシートを貼り、左右の壁は淡色系で、そ

これは多目的トイレも同様です。

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

未来を見据えて病院を見守り、高める

視覚の

時代を見据えて生まれ変わった病院は、次の 20 年 30

が取り入れられているのです。この明確な輝度差

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

は病棟廊下などにも応用され、濃いグレーの絨毯が敷か

す。改修後、井上さんたちは今後も継続して建物の不具

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

合を確認する委員会を立ち上げました。そこでの話し合

患者さんの認識を助けています。

いを通じ、当初はトイレブース内につけなかった点滴用

ントラストをつけることでものを見やすくする
ＵＤ

さらに洗浄ボタンやウォシュレットなどのスイッチ類

フックを１ヵ月後に新たに設置するなど、現場の声にこ

は、視覚障害者の疑似体験を生かして、手の届く範囲の

たえた改善を実際に行なっています。このような継続活

壁にまとめて設置されました。

動は、めまぐるしく変化する医療状況にあって強く求め

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

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。

するものです。同病院看護部看護師の中林裕美さんは言

クリニック開設を縁に結成され、井上院長や桑波田さ

います。
「たいていの入院患者さんは手術を受けるため必

んもメンバーに名を連ねる「お茶の水ＵＤ研究会」は、

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

近い将来実施される御茶ノ水駅前再開発計画に対して、

たとき使いやすいかどうか、というのがあると思います」

ＵＤ的要素を取り入れたまちづくりを提案しています。

同病院施設管理課係長の會田祐一さんも「最近の手術

「病院の中を一生懸命よくしても、患者さんにとって駅か

は日帰りも多く、１週間以上の入院はまれ。入院期間が

らの道が歩きにくければ、結局は使いづらくなってしま

短いぶん慣れが少ないので、すぐにわかってもらうこと

う。そこをやさしく使いやすくしていきたいですね」井

が大事ですね」とうなずきました。

上院長の言葉には、病院という空間を超えてすべての患

このほか、改築前の個室トイレでは「患者さんが立ち

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。
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