
基本設計ワークショップ④とりまとめ 

1 

 

第４回に提出いただいたワークショップシートのご意見やご質問に対してお答

えいたします。「➟ゴシック➟ゴシック➟ゴシック➟ゴシック体体体体((((太字太字太字太字)))) 」が事務局の回答です。 

 

新・常滑市民病院の設計（案）の説明を聞いて、どう思われました

か。あなたのご意見をお書きください。 

 

【外構、配置計画】 

ロータリー                               

▼病院を訪れる多くの人たちがどう振る舞い、どう行動するかを想像した

とき、気になった点として玄関口、駐車場への出入りアクセス、朝の通

院ラッシュ時の混乱から渋滞、事故など引き起こす恐れあり、徹底した

一方通行の動線に配慮していただきたい。 

➟➟➟➟ロータリーロータリーロータリーロータリーにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては可能可能可能可能なななな限限限限りりりり一方通行一方通行一方通行一方通行としとしとしとし、、、、来院者来院者来院者来院者のののの安全安全安全安全なななな動線動線動線動線

のののの確保確保確保確保をををを徹底徹底徹底徹底しますしますしますします。。。。またまたまたまた新病院新病院新病院新病院ではではではでは現病院現病院現病院現病院よりよりよりより駐車場駐車場駐車場駐車場のののの数数数数がががが大幅大幅大幅大幅にににに増増増増

ええええ、、、、無料無料無料無料をををを予定予定予定予定しししし精算機精算機精算機精算機をををを設設設設けないためけないためけないためけないため渋滞渋滞渋滞渋滞のののの心配心配心配心配はしておりませんはしておりませんはしておりませんはしておりません。。。。 

 

▼ロータリー→降車場→駐車場とロータリー→駐車場の動線がクロスする

ような気がする。混雑時間帯に交通整理係が必要なのでは。 

➟➟➟➟現在現在現在現在のところのところのところのところ、、、、ロータリーにロータリーにロータリーにロータリーに交通整理係交通整理係交通整理係交通整理係をををを配置配置配置配置することはすることはすることはすることは考考考考えておりませんえておりませんえておりませんえておりません。。。。

開院後開院後開院後開院後のロータリーのロータリーのロータリーのロータリーのののの混雑状況混雑状況混雑状況混雑状況をををを見見見見つつつつつつつつ必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて配置配置配置配置をををを検討検討検討検討しますしますしますします。。。。 

 

▼ロータリーの交差する地点は安全面で考慮が必要 

➟➟➟➟ごごごご指摘指摘指摘指摘のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。案内表示案内表示案内表示案内表示やレーンにやレーンにやレーンにやレーンに色色色色をつけるなどをつけるなどをつけるなどをつけるなど安全安全安全安全でわかりやでわかりやでわかりやでわかりや

すいロータリーとなるようすいロータリーとなるようすいロータリーとなるようすいロータリーとなるよう工夫工夫工夫工夫しますしますしますします。。。。    

 

▼送迎車からゆっくり乗り降りできる安全なスペース（停車スペース）が

欲しい。 

➟➟➟➟エントランスエントランスエントランスエントランス前前前前はははは、、、、タクシーやバスのタクシーやバスのタクシーやバスのタクシーやバスの待機所待機所待機所待機所をををを分分分分けることでけることでけることでけることで送迎送迎送迎送迎のののの自動車自動車自動車自動車がががが

４４４４台縦列台縦列台縦列台縦列でででで停車停車停車停車できるできるできるできるのにのにのにのに十分十分十分十分なななな停車停車停車停車スペースをスペースをスペースをスペースを確保確保確保確保していますしていますしていますしていますのでのでのでので、、、、送送送送

迎車迎車迎車迎車からゆっくりからゆっくりからゆっくりからゆっくり乗乗乗乗りりりり降降降降りりりりしていただけしていただけしていただけしていただけますますますます。。。。 

 

病院へのアクセス                            

▼新・常滑市民病院に通院が困らぬよう、患者のために送迎バスの実現は

どうなっているか説明してほしい。 

➟➟➟➟常滑市民病院常滑市民病院常滑市民病院常滑市民病院にににに乗入乗入乗入乗入れをしているれをしているれをしているれをしている知多知多知多知多バスやバスやバスやバスや市市市市がががが運営運営運営運営するコミュニティバするコミュニティバするコミュニティバするコミュニティバ

スススス、、、、駅駅駅駅とととと病院病院病院病院をををを往復往復往復往復するシャトルバスなどさまざまなバスがありますがするシャトルバスなどさまざまなバスがありますがするシャトルバスなどさまざまなバスがありますがするシャトルバスなどさまざまなバスがありますが、、、、どうどうどうどう

いったいったいったいった送迎送迎送迎送迎バスをおバスをおバスをおバスをお考考考考えでしょうかえでしょうかえでしょうかえでしょうか。。。。１１１１日日日日のののの本数本数本数本数やややや路線路線路線路線などをなどをなどをなどを含含含含めてめてめてめてごごごご意見意見意見意見

いただければといただければといただければといただければと思思思思いますいますいますいます。。。。なおなおなおなお、、、、公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては関係機関関係機関関係機関関係機関とととと

のののの調整調整調整調整をををを含含含含めめめめ検討中検討中検討中検討中ですですですです。。。。 

 

▼最短距離で用事を済ますことのできる動線 

➟➟➟➟可能可能可能可能なななな限限限限りりりり動線動線動線動線がががが短短短短くなるようくなるようくなるようくなるよう配慮配慮配慮配慮しますしますしますします。。。。 
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▼駐車場までの通路、屋根付きということですが風対策はどうなのか、風

除けの壁等付く予定なのか気になりました。 

➟➟➟➟風対策風対策風対策風対策としてはとしてはとしてはとしては、、、、風除風除風除風除けパネルけパネルけパネルけパネル((((バスバスバスバス停停停停にあるにあるにあるにある透明透明透明透明なアクリルなアクリルなアクリルなアクリル板板板板のののの風除風除風除風除けのけのけのけの    

ようなものなどようなものなどようなものなどようなものなど))))のののの設置設置設置設置がががが考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。送迎送迎送迎送迎のののの車車車車やバスのやバスのやバスのやバスの乗降乗降乗降乗降がありますがありますがありますがあります

のでのでのでので立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場からエントランスまでのからエントランスまでのからエントランスまでのからエントランスまでの通路全通路全通路全通路全てにてにてにてに設置設置設置設置することはできますることはできますることはできますることはできま

せんせんせんせんがががが、、、、どこにどこにどこにどこに設置設置設置設置したらしたらしたらしたら良良良良いのかをいのかをいのかをいのかを含含含含めめめめ今後検討今後検討今後検討今後検討ししししていきていきていきていきますますますます。。。。 

 

▼高低差については、長短あって、景観的には良いし、駐車場はうまく、

配慮されたと思うが、高齢歩行者には不利であるし、冬場、雪が降るこ

ともある。十分、対策しておきたい。 

➟➟➟➟立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場からのアクセスにつきましてはからのアクセスにつきましてはからのアクセスにつきましてはからのアクセスにつきましては、、、、二層目二層目二層目二層目からエントランスへはからエントランスへはからエントランスへはからエントランスへは段段段段

差差差差やややや傾斜傾斜傾斜傾斜がありませんがありませんがありませんがありません（（（（障障障障がいがいがいがい者用駐車場者用駐車場者用駐車場者用駐車場からエントランスもからエントランスもからエントランスもからエントランスも同様同様同様同様ですですですです。）。）。）。）

のでのでのでので、、、、一層目一層目一層目一層目やややや屋上屋上屋上屋上にににに駐車駐車駐車駐車されたされたされたされた場合場合場合場合はははは立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場のエレベーターをのエレベーターをのエレベーターをのエレベーターを利利利利

用用用用してしてしてして二層目二層目二層目二層目までまでまでまで移動移動移動移動いただければといただければといただければといただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

                        なおなおなおなお、、、、ベイシアとのベイシアとのベイシアとのベイシアとの敷地敷地敷地敷地のののの間間間間のののの道路道路道路道路からエントランスへのからエントランスへのからエントランスへのからエントランスへの歩道歩道歩道歩道についてはについてはについてはについては

勾配勾配勾配勾配がありますががありますががありますががありますが、、、、新病院新病院新病院新病院ではではではでは高齢者高齢者高齢者高齢者がががが手手手手すりなしでもすりなしでもすりなしでもすりなしでも大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫なななな緩緩緩緩やかなやかなやかなやかな

勾配勾配勾配勾配（（（（1/201/201/201/20 以下以下以下以下））））をををを計画計画計画計画していますしていますしていますしています（（（（なおなおなおなお、、、、人人人人にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい街街街街づくりづくりづくりづくり基準基準基準基準ではではではでは屋屋屋屋

外外外外のスロープはのスロープはのスロープはのスロープは 1/151/151/151/15 以下以下以下以下ですですですです）。）。）。）。    

                        ※スロープ※スロープ※スロープ※スロープのののの 1/201/201/201/20 とはとはとはとは底辺底辺底辺底辺 20202020 ㎝㎝㎝㎝××××高高高高さ１さ１さ１さ１㎝㎝㎝㎝のののの直角三角形直角三角形直角三角形直角三角形のののの斜辺斜辺斜辺斜辺をイメーをイメーをイメーをイメー

ジしてジしてジしてジして下下下下さいさいさいさい。。。。1/151/151/151/15 はははは底辺底辺底辺底辺がががが 15151515 ㎝㎝㎝㎝となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

 

駐車場                                 

▼立体駐車場は圧迫感を減らすために斜面を削って半地下にする予定。見

えない部分は死角になるので、巡回警備員を回すことも必要。 

➟➟➟➟ごごごご指摘指摘指摘指摘のとおりだとのとおりだとのとおりだとのとおりだと考考考考えますえますえますえます。。。。立体駐車場内立体駐車場内立体駐車場内立体駐車場内についてはについてはについてはについては、、、、交通整理交通整理交通整理交通整理をををを含含含含めめめめ

巡回巡回巡回巡回のののの警備員警備員警備員警備員をををを検討検討検討検討しますしますしますします。。。。 

 

▼障がい者用の駐車場の場所は、考える余地がありそう。入口から遠けれ

ば役にたたない。 

➟➟➟➟障障障障がいがいがいがい者専用駐車場者専用駐車場者専用駐車場者専用駐車場（（（（１０１０１０１０台台台台））））ををををエントランスのすぐエントランスのすぐエントランスのすぐエントランスのすぐ北北北北にににに計画計画計画計画していますしていますしていますしています。。。。 

   

▼南生協病院のような駐車場が希望ですが、それは資金的に無理なのでし

ょうか。 

➟➟➟➟新病院新病院新病院新病院ではではではでは、、、、南生協病院南生協病院南生協病院南生協病院のようなのようなのようなのような立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場をををを計画計画計画計画しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

 

▼傘を差さずに病院に入れる駐車場 

➟➟➟➟立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場のののの一一一一層目層目層目層目とととと二層目二層目二層目二層目はははは屋根屋根屋根屋根がありがありがありがあり、、、、またエントランスまでのまたエントランスまでのまたエントランスまでのまたエントランスまでの歩道歩道歩道歩道

にはにはにはには庇庇庇庇((((ひさしひさしひさしひさし))))がありますのでがありますのでがありますのでがありますので雨雨雨雨がかりなくがかりなくがかりなくがかりなく病院病院病院病院にににに入入入入ることができることができることができることができますますますます。。。。なおなおなおなお、、、、

現病院現病院現病院現病院のののの南駐車場南駐車場南駐車場南駐車場のののの約約約約 180180180180 台台台台にににに対対対対しししし、、、、新病院新病院新病院新病院のののの立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場はははは一一一一層目層目層目層目とととと二二二二

層目合層目合層目合層目合わせてわせてわせてわせて約約約約 300300300300 台台台台のののの駐車駐車駐車駐車スペースをスペースをスペースをスペースを確保確保確保確保していますしていますしていますしています。。。。 

 

緑化                                  

▼緑化ボランティアの小道具は各自としても、大道具を入れるのはやっぱ

り屋外倉庫だろう。 

▼「コミュニケーション日本一」の病院としては、医師やスタッフについ 
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てはよく考えられているが、サポーターとしての市民・病院に関わるボ

ランティアの活動しやすさを考えた方がよい。ボランティアルームは出

入り口近くにできないか。また、植栽・花壇の手入れのボランティアに 

は、屋外に道具入れとともに独立した休憩所があるとよい。 

➟➟➟➟芝生芝生芝生芝生やややや花壇花壇花壇花壇のののの手入手入手入手入れなどれなどれなどれなど屋外屋外屋外屋外でででで活躍活躍活躍活躍されるボランテされるボランテされるボランテされるボランティアのィアのィアのィアの方方方方のためののためののためののための休憩休憩休憩休憩

室兼倉庫室兼倉庫室兼倉庫室兼倉庫をををを屋外屋外屋外屋外にににに設置設置設置設置しますしますしますします。。。。    

 

▼今、使わない敷地は緑地として残せばいいけれど、手入れがとても大変

だ。屋上庭園も含めて緑化ボランティアは絶対必要！常滑は季節風が強

いので。屋上緑化は芝や花壇が中心になる予定。木は地面に植えて自然

に大木に育てればいいと思う。道路から玄関に花の咲く並木道ができた

らいい。 

➟➟➟➟緑化緑化緑化緑化ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの活動活動活動活動につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、敷地内敷地内敷地内敷地内のどののどののどののどの部分部分部分部分にどんなにどんなにどんなにどんな花花花花やややや

木々木々木々木々をををを植植植植えたいかなどもえたいかなどもえたいかなどもえたいかなども含含含含めめめめ、、、、第第第第６６６６回回回回のワークショップののワークショップののワークショップののワークショップの中中中中でごでごでごでご提案提案提案提案下下下下ささささ

いいいい。。。。    

 

保健センター、健診センターへの動線                             

▼保健センター、検診センターの入り口が病院玄関の反対側なので、初め

ての人にはわかりにくい。大きな案内板や路面文字などの工夫が必要だ。 

➟➟➟➟ごごごご指摘指摘指摘指摘のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。案内板案内板案内板案内板などなどなどなど初初初初めてのめてのめてのめての人人人人でもでもでもでも迷迷迷迷わずわずわずわず来来来来られるられるられるられる工夫工夫工夫工夫をををを考考考考

えますえますえますえます。。。。    

 

外観                                  

▼常滑の病院なので、玄関ホールの一部に焼き物の壁面を取り入れて欲し

い（イメージは体育館に作家のタイルが飾ってあるように）。 

▼常滑は創作活動が盛んな街「陶都」をうたっているのなら、敷地内環境

や病院の外壁などにもそれらしい工夫があっていい。 

➟➟➟➟陶器陶器陶器陶器などをなどをなどをなどを使使使使ったったったった常滑常滑常滑常滑らしいデザインについてはらしいデザインについてはらしいデザインについてはらしいデザインについては今後今後今後今後、、、、敷地敷地敷地敷地内内内内やややや病院病院病院病院のデのデのデのデ

ザインザインザインザインもももも含含含含めめめめ検討検討検討検討していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

 

ヘリポート                               

▼屋上へリポートは造らない。近くの消防署や、常滑中学校グラウンドを

利用する予定。屋上にヘリを降ろすためには屋上を強化しなければなら

ないからお金がかかるし、常滑は強風地帯だから狭い屋上に着陸するこ

と自体が危険かもしれない。よその施設を当てにするからには日頃から

連携が大切だ。現在、消防署の西側は更地だが、ヘリポートとして利用

する計画にちゃんとなっているのだろうか？ 

➟➟➟➟ドクターヘリのドクターヘリのドクターヘリのドクターヘリの着陸着陸着陸着陸のためのヘリポートとしてのためのヘリポートとしてのためのヘリポートとしてのためのヘリポートとして認認認認められるためにはめられるためにはめられるためにはめられるためには、、、、ヘリのヘリのヘリのヘリの

進入平面上進入平面上進入平面上進入平面上にににに電線電線電線電線やややや構造物構造物構造物構造物がないことががないことががないことががないことが必要必要必要必要ですですですです。。。。またヘリのまたヘリのまたヘリのまたヘリの騒音騒音騒音騒音やややや巻巻巻巻きききき

上上上上げるげるげるげる塵塵塵塵ほこりほこりほこりほこりのことものことものことものことも考考考考えるとえるとえるとえると、、、、現在現在現在現在とととと同同同同じじじじ常滑港常滑港常滑港常滑港やややや、、、、新病院新病院新病院新病院のののの近近近近くですくですくですくです

とととと常滑中学校常滑中学校常滑中学校常滑中学校がヘリポートとなるとがヘリポートとなるとがヘリポートとなるとがヘリポートとなると考考考考ええええていていていていますますますます。。。。なおなおなおなお常滑港常滑港常滑港常滑港のののの埠頭埠頭埠頭埠頭ではヘではヘではヘではヘ

リのリのリのリの搬送搬送搬送搬送のののの実績実績実績実績がありがありがありがあり消防消防消防消防とのとのとのとの連携連携連携連携もももも取取取取れていますれていますれていますれています。。。。詳細詳細詳細詳細につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては

第第第第６６６６回回回回のののの冒頭冒頭冒頭冒頭でででで説明説明説明説明しますしますしますします。。。。    
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【１階フロア】 

エントランス、コンビニ、喫茶、情報ライブラリ              

  ▼１階の喫茶室はできる限りオープンにして欲しい（コーナーという感じ

で持ち込みＯＫで）。 

▼１階のカフェコーナーですが、普通の喫茶店ではなくイートインスペー

ス付きの手作りパン屋さんがあるとうれしいです。 

  ▼玄関ホールの北側のスペースを利用して、喫茶談笑コーナーがあるとよ

いと感じました。 

▼送迎や介護が必要な患者が、入口近くで座って待っていられる椅子が必

要。ボランティアさんに出迎えや見送りをしてもらえたら最高。ボラン

ティアさんも座って待機できるところが必要だと思う。 

▼玄関ロビーの人通りが多い一等地に情報ライブラリーがあるのは変。落

ち着いて検索できない。ここは掲示板程度にし、コンビニ横の窓際喫茶

コーナーを拡大して、その一角にライブラリーを設置すれば落ち着く。 

喫茶コーナーにはコンビニや自販機の商品も持ち込み可とし、外を見な

がらバスや送迎車の待ち合わせに気軽に利用できるとよい。 

▼入ってすぐの情報コーナーは、もう少し考える必要がある！と思います。 

  ▼「エントランスホールは情報コーナーの前以外は通り道として使い椅子

は置かない」という説明だったので、情報コーナーの付近を長椅子をた

だ並べるだけでなく、ロビーの役目も果たせるよう工夫してほしい。 

➟➟➟➟コンビニやコンビニやコンビニやコンビニや喫茶喫茶喫茶喫茶、、、、情報情報情報情報ライブラリーライブラリーライブラリーライブラリーといったアメニティにといったアメニティにといったアメニティにといったアメニティに関関関関ししししてはてはてはてはそれぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの

配置配置配置配置やイメージもやイメージもやイメージもやイメージも含含含含めめめめ、、、、第第第第６６６６回回回回ののののワークショップのワークショップのワークショップのワークショップの中中中中でごでごでごでご提案提案提案提案ををををいただけれいただけれいただけれいただけれ

ばとばとばとばと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 

▼ホールから外来へのレイアウトが斜めになっており、斬新性があります

が、各室の出っ張りと柱などで見通しが悪くなり、閉塞感を抱くのでは

とやや気になります。 

➟➟➟➟ホールからホールからホールからホールから外来外来外来外来へのレイアウトについてはへのレイアウトについてはへのレイアウトについてはへのレイアウトについては各室各室各室各室のののの角角角角やややや柱柱柱柱をををを工夫工夫工夫工夫してしてしてして、、、、見通見通見通見通

しやすいしやすいしやすいしやすい直線的直線的直線的直線的なホスピタルストリートとなるようなホスピタルストリートとなるようなホスピタルストリートとなるようなホスピタルストリートとなるよう検討検討検討検討していますしていますしていますしています。。。。 

 

外来診察室、待合                            

▼外来各診療科の間の通路に待合い椅子があり、どちらの科から呼ばれるの

か紛らわしいと心配する声があったが、部屋の配置を見ると一方は診察室、

もう一方は処置室などになっていて、混乱はしないと思った。だが、通路

のまん中に椅子を配置するのは良くない。車いすやけが人などが奥の診察

室に安全に通って行けるように、待合い椅子は目的の診察室側に寄せて呼

び出しの電光掲示板がよく見えるようにし、通路は十分な広さを確保して

欲しい。 

➟➟➟➟限限限限られたられたられたられた待合待合待合待合スペーススペーススペーススペースににににしでもしでもしでもしでも多多多多くのくのくのくの椅子椅子椅子椅子をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、またまたまたまた各診察室各診察室各診察室各診察室

へのへのへのへのベッドベッドベッドベッド搬送搬送搬送搬送ののののスペーススペーススペーススペース確保確保確保確保のたのたのたのためにめにめにめに椅子椅子椅子椅子をををを中央中央中央中央にににに寄寄寄寄せていますせていますせていますせていますがががが、、、、椅椅椅椅

子子子子のののの間隔間隔間隔間隔やややや診察室前診察室前診察室前診察室前のののの通路幅通路幅通路幅通路幅につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、車椅子患者車椅子患者車椅子患者車椅子患者やややや、、、、付添付添付添付添いがいがいがいが

必要必要必要必要なななな患者患者患者患者がががが介助者介助者介助者介助者とととと並並並並んでんでんでんで通通通通るのにるのにるのにるのに十分十分十分十分なななな広広広広さをさをさをさを確保確保確保確保しますしますしますします。。。。 
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薬局                                  

▼はじめのとおり薬局を一階にするなら、高齢者や体に障がいのある者にと 

って、生協病院のように薬局が隣にあっても雨の日など困るし遠慮する気 

持ちが増えるから！！その点を考えた八千代病院はよかったと思うし、患

者側にたって院内処方を要望 

➟➟➟➟多多多多くのくのくのくの病院病院病院病院がががが院外処方院外処方院外処方院外処方にににに移行移行移行移行していったのはしていったのはしていったのはしていったのは薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師のののの不足不足不足不足やややや人件費人件費人件費人件費、、、、在在在在

庫庫庫庫リスクやリスクやリスクやリスクや患者様患者様患者様患者様へのへのへのへの服薬指導服薬指導服薬指導服薬指導のののの機会機会機会機会のののの増加増加増加増加などなどなどなど病院病院病院病院にとってメリットがにとってメリットがにとってメリットがにとってメリットが

多多多多いためでいためでいためでいためで、、、、院外処方院外処方院外処方院外処方とととと院内処方院内処方院内処方院内処方のののの混在自体混在自体混在自体混在自体はははは制度的制度的制度的制度的にはにはにはには可能可能可能可能ですですですです。。。。たたたた

だだだだ病院病院病院病院のののの経営経営経営経営にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる大大大大きなきなきなきな内容内容内容内容となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、今後今後今後今後、、、、幹部幹部幹部幹部やややや薬局薬局薬局薬局をををを

中心中心中心中心にににに検討検討検討検討したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 

エレベーター                              

▼病棟エレベーターの位置が玄関からわかりにくい設計になってしまった

と反省。全ての施設が玄関から一目でわかる設計など不可能。来院者を

うまく誘導するために高速道路のようなはっきりわかる案内板を設置す 

ればいいのでは。玄関の総合案内に大きな院内図を設置すると同時に、 

特に開院当初は病院地図（ぺらぺらの紙一枚でよい）を手渡せるよう準 

備すると良い。 

➟➟➟➟案内板案内板案内板案内板についてはわかりやすいについてはわかりやすいについてはわかりやすいについてはわかりやすい表示表示表示表示をををを、、、、またまたまたまた院内院内院内院内はははは壁壁壁壁のののの色色色色をををを変変変変えるえるえるえる、、、、数字数字数字数字

やややや図柄図柄図柄図柄のサインをのサインをのサインをのサインを使用使用使用使用するといするといするといするといったグラフィックデザインったグラフィックデザインったグラフィックデザインったグラフィックデザインをををを採用採用採用採用するなどするなどするなどするなど、、、、

初初初初めてのめてのめてのめての人人人人でもでもでもでも分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい案内案内案内案内をををを考考考考えますえますえますえます。。。。 

 

▼病院を訪れる多くの人たちがどう振る舞い、どう行動するかを想像した

とき、気になった点として、エレベーターの配置、エレベーターは建物

内玄関口、一般エレベーターの利用者は外来患者か見舞い客、メイン通

路の配置になるレイアウトが望ましい。 

➟➟➟➟病棟病棟病棟病棟がががが西側西側西側西側とととと東側東側東側東側の２の２の２の２看護単位看護単位看護単位看護単位であるであるであるである以上以上以上以上、、、、エレベーターはエレベーターはエレベーターはエレベーターは各各各各フロアのフロアのフロアのフロアの中中中中

央部央部央部央部にににに必要必要必要必要ですですですです。。。。当初当初当初当初のプロポーザルののプロポーザルののプロポーザルののプロポーザルの提案提案提案提案ではではではでは、、、、メインエントランスがメインエントランスがメインエントランスがメインエントランスが北北北北

側側側側であったためであったためであったためであったため、、、、エントランスからエントランスからエントランスからエントランスから入入入入ってってってって正面正面正面正面にににに見舞客用見舞客用見舞客用見舞客用のののの一般一般一般一般エレベータエレベータエレベータエレベータ

ーーーーをををを配置配置配置配置できましたができましたができましたができましたが、、、、常滑常滑常滑常滑のののの北西北西北西北西からのからのからのからの強風対策強風対策強風対策強風対策としてとしてとしてとして、、、、メメメメインエントランインエントランインエントランインエントラン

スをスをスをスを東側東側東側東側にするにするにするにする必要必要必要必要があるためがあるためがあるためがあるため、、、、現在現在現在現在のののの配置配置配置配置となってとなってとなってとなってしまいましたしまいましたしまいましたしまいました。。。。事務局事務局事務局事務局

もごもごもごもご指摘指摘指摘指摘とととと同同同同じじじじ考考考考えでえでえでえで、、、、何何何何とかならないかとかならないかとかならないかとかならないかとととと試行錯誤試行錯誤試行錯誤試行錯誤しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、結局結局結局結局、、、、原原原原

案案案案のようにならざるをのようにならざるをのようにならざるをのようにならざるを得得得得ませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。 

 

▼エレベーター前に椅子を置いては？ エレベーターを待つ間も座りたい

人がいると思う。ホテルのように、エレベーター内に腰かけがあっても

良いかも。 

➟➟➟➟エレベーターホールエレベーターホールエレベーターホールエレベーターホール付近付近付近付近へのへのへのへの椅子椅子椅子椅子のののの配置配置配置配置はははは検討検討検討検討しますしますしますします。。。。エレベーターエレベーターエレベーターエレベーター内内内内のののの

腰腰腰腰かけについてはかけについてはかけについてはかけについては車椅子車椅子車椅子車椅子のののの方方方方のののの乗車乗車乗車乗車をををを考考考考えるとえるとえるとえると難難難難しいとしいとしいとしいと考考考考えますえますえますえます。。。。 

 

トイレ                                 

▼外来のトイレの数は足りているだろうか？ 

➟➟➟➟下表下表下表下表にににに現時点現時点現時点現時点でのでのでのでの各各各各フロアフロアフロアフロアにあるにあるにあるにある外来外来外来外来のののの方方方方がががが使用使用使用使用するするするするのトのトのトのトイレのイレのイレのイレの数数数数をまとをまとをまとをまと    

めましたのでめましたのでめましたのでめましたので、、、、第第第第６６６６回回回回のワークショップのワークショップのワークショップのワークショップ時時時時にににに図面図面図面図面をををを見見見見ながらながらながらながら足足足足りないりないりないりない場所場所場所場所なななな    
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外来

ｴﾘｱ

放射

ｴﾘｱ

小児

専用

救急

ｴﾘｱ

外来

健診

婦人

専用

外来

客

4人床

外来

客

4人床

外来

客

4人床

外来

客

4人床 食堂

大 2 2 1 1 3 － － －

小 3 3 1 2 2 － － －

3 4 1 1 5 1 － －

1 1 － － 1 － 1 2 2 1

7

６階

2

４階 ５階

2

105

2

8

男

女

多目的

フロア

場所

１階 ２階 ３階

どごどごどごどご提案提案提案提案下下下下さいさいさいさい。。。。    

      

 

 

 

 

 

▼お手洗いの個室はベビーカーが入れる大きさにしてほしい。 

➟➟➟➟現時点現時点現時点現時点でででで計画計画計画計画しているトイレのしているトイレのしているトイレのしているトイレの個室個室個室個室ににににははははベビーカーベビーカーベビーカーベビーカーをををを入入入入れられるスペースれられるスペースれられるスペースれられるスペース

ははははありませんがありませんがありませんがありませんが、、、、折折折折りりりり畳畳畳畳みのベビーキーパーのみのベビーキーパーのみのベビーキーパーのみのベビーキーパーの設置設置設置設置はははは考考考考えていえていえていえていますますますます。。。。多目多目多目多目    

的的的的トイレはトイレはトイレはトイレは、、、、ベビーカーはもちろんベビーカーはもちろんベビーカーはもちろんベビーカーはもちろん、、、、車椅子車椅子車椅子車椅子がががが旋回旋回旋回旋回できるスペースをできるスペースをできるスペースをできるスペースを確保確保確保確保しししし

ていますていますていますていますのでそちらをごのでそちらをごのでそちらをごのでそちらをご利用利用利用利用いただければといただければといただければといただければと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 

▼女性トイレ（男性も）に子どもの男子用の便器をつけてほしい。 

➟➟➟➟小小小小児科児科児科児科やややや保健保健保健保健センターのトイレをセンターのトイレをセンターのトイレをセンターのトイレを除除除除いてはいてはいてはいては、、、、トイレのスペースもトイレのスペースもトイレのスペースもトイレのスペースも限限限限られていられていられていられてい

るためるためるためるため、、、、こどもこどもこどもこども用用用用のののの小便器小便器小便器小便器ではなくではなくではなくではなく、、、、ストールストールストールストール型小便器型小便器型小便器型小便器（（（（床置床置床置床置きできできできで縦縦縦縦にににに長長長長いいいい

形形形形のもののもののもののもの））））をををを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。なおなおなおなお、、、、女性女性女性女性トイレへのトイレへのトイレへのトイレへの設置設置設置設置はははは難難難難しいためしいためしいためしいため、、、、付添付添付添付添

いがいがいがいが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合はははは多目的多目的多目的多目的トイレをごトイレをごトイレをごトイレをご利用利用利用利用いただければといただければといただければといただければと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 

▼小児科の共同トイレで洗面所を使う時、子どもが感染症の場合の利用の

仕方（子どもは上手に、おしっこ・うんち・洗口したりできないので）、

他の人への配慮に工夫が必要な気がします。 

➟➟➟➟小児科小児科小児科小児科でもトイレのでもトイレのでもトイレのでもトイレの男女分男女分男女分男女分けはけはけはけは必要必要必要必要ですのでですのでですのでですので感染用感染用感染用感染用のトイレをのトイレをのトイレをのトイレを作作作作るとなるとるとなるとるとなるとるとなると

面面面面積積積積がががが倍必要倍必要倍必要倍必要になりますになりますになりますになります。。。。小児科小児科小児科小児科のののの医師医師医師医師とのヒアリングのとのヒアリングのとのヒアリングのとのヒアリングの中中中中でででで感染専用感染専用感染専用感染専用のののの

トイレのトイレのトイレのトイレの話話話話もありましたがもありましたがもありましたがもありましたが、、、、スペースのスペースのスペースのスペースの都合上都合上都合上都合上、、、、感染待合感染待合感染待合感染待合やややや処置室処置室処置室処置室などのなどのなどのなどの病病病病

院機能院機能院機能院機能をををを優先優先優先優先していますしていますしていますしています。。。。運用面運用面運用面運用面でどのようなでどのようなでどのようなでどのような配慮配慮配慮配慮ができるかはができるかはができるかはができるかは今後今後今後今後もももも調調調調

査査査査しししし検討検討検討検討していきますしていきますしていきますしていきます。。。。 

 

▼個室にトイレがないと、子どもが下痢の時や、目が離せない子どもの付

き添いの大人が困る。 

➟➟➟➟新病院新病院新病院新病院のののの個室個室個室個室にはにはにはには全全全全てトイレをてトイレをてトイレをてトイレを設置設置設置設置しますしますしますします。。。。 

 

▼病院の洋式トイレの座面がやたら高くて、小柄な女性は足がブラブラは

なぜだろうと思っていた。南生協病院で「車いす用に高さを合わせてあ

るけれど、本当は普通の高さで十分だった。」と聞いた。思い込みで不適

切な物を押しつけていないか、今の市民病院でいいから患者や付き添い

が使う器具について、現場の声を集めて総点検しないと。改善するチャ

ンスは今しかない！ 

➟➟➟➟今後便器等今後便器等今後便器等今後便器等をををを選定選定選定選定するするするする際際際際にににに、、、、いただいたごいただいたごいただいたごいただいたご意見意見意見意見をををを参考参考参考参考にいたしますにいたしますにいたしますにいたします。。。。 

 

 

とこなめホール                             

▼大会議室を１階に置くことによって、ホール化・市民利用に繋がってい 

るので良いのでは。病院サイドで使うのが制約されないように、運用面

の基本的な処を理解されるように。 

➟➟➟➟基本的基本的基本的基本的にはにはにはには病病病病院院院院およびおよびおよびおよび保健保健保健保健センターセンターセンターセンターのののの一機能一機能一機能一機能としてとしてとしてとして講演講演講演講演やややや会議会議会議会議、、、、教室教室教室教室などなどなどなど    
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でででで利用利用利用利用しししし、、、、病院病院病院病院でででで使用使用使用使用していないしていないしていないしていない時時時時はははは一般一般一般一般にににに開放開放開放開放してしてしてして使使使使っていただくっていただくっていただくっていただくといっといっといっといっ

たたたた運用運用運用運用をををを考考考考ええええていていていていますますますます。。。。 

 

▼常滑ホールを大規模災害時の治療室として使うために、西側の救急車入り 

口の隣に配置する予定ため、間にコンビニが入って玄関ホールと一体の活

用ができない。イベント時には廊下空間にも雰囲気作りの工夫が必要だと

思う。 

▼「とこなめホール」を患者・市民とのコミュニケーションの場として多目

的な使い方ができるように考えるとよい。例えばミニコンサートをすると

した場合の使い勝手を考え、使用を予想できる複数のグループに最低でも

必要と思われるものを聞くとよい。  

➟➟➟➟とこなめホールのとこなめホールのとこなめホールのとこなめホールの活用活用活用活用のののの仕方仕方仕方仕方やイベントやイベントやイベントやイベント時時時時のののの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気づくりについてはづくりについてはづくりについてはづくりについては、、、、第第第第６６６６

回回回回のワークショップののワークショップののワークショップののワークショップの中中中中でごでごでごでご意見意見意見意見をいただければとをいただければとをいただければとをいただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

 

ボランティア                              

▼新病院では電子化が進み，自動受付機や支払機などが導入される予定。使

い方の分からない人がたくさん出るに違いない。某病院の検査室受付は患

者が集中する場所にもかかわらず職員が一人で、てんてこ舞いだった。ボ

ランティアの人数に余裕があれば、医療行為に関わる職員と案内ボランテ

ィアの複数体制にすればスムーズに流れると思う。 

➟➟➟➟再来受付機再来受付機再来受付機再来受付機やややや自動支払機自動支払機自動支払機自動支払機のののの操作操作操作操作のののの手伝手伝手伝手伝いをボランティアのいをボランティアのいをボランティアのいをボランティアの方方方方にやってにやってにやってにやって頂頂頂頂けけけけ

るのはとてもるのはとてもるのはとてもるのはとても助助助助かりますかりますかりますかります。。。。医療行為医療行為医療行為医療行為をををを行行行行わないことわないことわないことわないこと以外以外以外以外はボランティアのはボランティアのはボランティアのはボランティアの活活活活

動動動動にににに関関関関しししし規制規制規制規制はありませんのではありませんのではありませんのではありませんので、、、、院内院内院内院内のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな案内案内案内案内もももも含含含含めてめてめてめて、、、、ボランテボランテボランテボランテ

ィアのィアのィアのィアの方方方方がどんながどんながどんながどんな場面場面場面場面でででで活躍活躍活躍活躍できるかをできるかをできるかをできるかを第第第第６６６６回回回回のワークショップでごのワークショップでごのワークショップでごのワークショップでご提案提案提案提案いいいい

ただければとただければとただければとただければと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 

その他                                 

▼１階から動線を考えながら見させていただきましたが、配置は概ね良い

と思います。気になったのは、手すりの有無とか、案内板とか、細かい

内容までは聞けなかったので知りたいと思いました。 

➟➟➟➟手手手手すりやすりやすりやすりや案内板案内板案内板案内板についてはについてはについてはについては今後今後今後今後のののの検討事項検討事項検討事項検討事項となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、どこにつけどこにつけどこにつけどこにつけるるるる

のがのがのがのが効果的効果的効果的効果的かなどかなどかなどかなど、、、、ごごごご提案提案提案提案いただけるとありがたいですいただけるとありがたいですいただけるとありがたいですいただけるとありがたいです。。。。 

 

▼入り口のところに傘置き場はできると思うのですが、コインロッカー（で

きれば保冷機能付きの）があるとうれしいです。隣にスーパーがあるの

で待ち時間に買い物して・・・というのも有りかな～と思いました。 

➟➟➟➟保冷機能付保冷機能付保冷機能付保冷機能付きのコイきのコイきのコイきのコインロッカーについてはンロッカーについてはンロッカーについてはンロッカーについては維持維持維持維持やややや管理管理管理管理をををを考考考考えるとえるとえるとえると病院側病院側病院側病院側でででで

提供提供提供提供することはすることはすることはすることは難難難難しいとしいとしいとしいと考考考考えますえますえますえます。。。。またスペースのまたスペースのまたスペースのまたスペースの問題問題問題問題はありますがはありますがはありますがはありますが、、、、近隣近隣近隣近隣

のののの商業施設商業施設商業施設商業施設をををを含含含含めてめてめてめて、、、、ロッカーをロッカーをロッカーをロッカーを扱扱扱扱うううう業者業者業者業者ににににいただいたごいただいたごいただいたごいただいたご意見意見意見意見をををを提案提案提案提案ししししてててて

みみみみたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

 

 

▼授乳室は小児科にだけ？ 小児科以外の外来も、小児科の授乳室を利

用？ 

➟➟➟➟小児科外来以外小児科外来以外小児科外来以外小児科外来以外にもにもにもにも時間外時間外時間外時間外のののの出出出出入口入口入口入口近近近近くにもくにもくにもくにも１ヵ１ヵ１ヵ１ヵ所所所所（（（（２２２２名利用名利用名利用名利用））））計画計画計画計画しておしておしておしてお
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りますりますりますります。。。。またまたまたまた乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児をををを連連連連れたれたれたれた利用者利用者利用者利用者のののの多多多多いいいい保健保健保健保健センターセンターセンターセンター内内内内にもにもにもにも授乳室授乳室授乳室授乳室をををを考考考考

えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

 

 

【２階フロア】 

管理区域                                

▼医局の奥に会議室、研修室がありました。看護実習生等が使うスペース 

という説明だったのですが、地域の医師会の先生方も使えるようなスペ

ースになると、病院と地域医療機関との連携もますます強化できるので

はないかと思いました。（たとえば病院の先生方と勉強会など）セキュリ

ティーの問題もあるかと思いますが。 

➟➟➟➟会議室会議室会議室会議室やややや研修室研修室研修室研修室につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては利用利用利用利用していないときはしていないときはしていないときはしていないときは、、、、使使使使っていただけるよっていただけるよっていただけるよっていただけるよ

うなうなうなうな運用運用運用運用をををを考考考考えますえますえますえます。。。。第第第第６６６６回回回回のワークショップではのワークショップではのワークショップではのワークショップでは地域地域地域地域のののの医師会医師会医師会医師会とのとのとのとの連携連携連携連携のののの    

強化強化強化強化のためのアイディアものためのアイディアものためのアイディアものためのアイディアも含含含含めてめてめてめて、、、、コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション日本一日本一日本一日本一にににに対対対対するごするごするごするご提提提提    

案案案案をいただければとをいただければとをいただければとをいただければと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 

保健センター                              

▼保健センターの入り口付近にベビーカーを数台（たたんで５台くらい）

おけるスペースがあるとよいと思いました。 

➟➟➟➟保健保健保健保健センターセンターセンターセンターへはへはへはへは下足下足下足下足してのしてのしてのしての入室入室入室入室をををを予定予定予定予定していますしていますしていますしています。。。。保健保健保健保健センターのロビセンターのロビセンターのロビセンターのロビ

ーをーをーをーを入入入入るとるとるとると履履履履きききき替替替替えスペースがありえスペースがありえスペースがありえスペースがあり、、、、そこにそこにそこにそこに開開開開いたいたいたいた状態状態状態状態ののののＢＢＢＢ型型型型ベビーカーがベビーカーがベビーカーがベビーカーが

１０１０１０１０台置台置台置台置けるけるけるける広広広広さのベビーカーさのベビーカーさのベビーカーさのベビーカー置置置置きききき場場場場をををを計画計画計画計画していますしていますしていますしています 

 

▼２階の保健センター部分にも、医師会事務局との同居等、数々の配慮を

感じた。院内会議室の活用を含め、医師会員、市民、病院関係者との連

携を深められるよう、一層の努力が望まれる。 

➟➟➟➟病院職員病院職員病院職員病院職員とととと他機関他機関他機関他機関のコミュニケーションについてはのコミュニケーションについてはのコミュニケーションについてはのコミュニケーションについては、、、、第第第第６６６６回回回回のワークショップのワークショップのワークショップのワークショップ

のののの中中中中ででででどどどどのようなのようなのようなのようなコミュニケーションのありコミュニケーションのありコミュニケーションのありコミュニケーションのあり方方方方がががが考考考考えられるかごえられるかごえられるかごえられるかご提案提案提案提案下下下下さいさいさいさい。。。。 

 

 

【４、５階フロア】 

病棟、病室                               

  ▼シャワー利用可能な数が不足していると思った。 

  ▼病室の問題ですが、シャワー付きの個室が少ないと思います。個室のグ

レードを何段階か選択できるように増やして欲しいです。 

▼病室、シャワーのある個室があった方が良いと思う。特別室ではなく、

一般の個室に。 

➟➟➟➟全全全全てのてのてのての個室個室個室個室にとはいきませんがにとはいきませんがにとはいきませんがにとはいきませんが、、、、シャワーシャワーシャワーシャワー付付付付きのきのきのきの個室個室個室個室をををを整備整備整備整備ししししますますますます。。。。 

 

▼新しい病院ができたら個室に手洗い場や洗い物ができるような設備があ

ると良い。入院中に洗い物や手を洗いに行くことがむずかしかったです。 

（子どもが不穏になってしまう。） 

➟➟➟➟個室個室個室個室にはにはにはには必必必必ずずずず洗面洗面洗面洗面がありますのでそちらでおがありますのでそちらでおがありますのでそちらでおがありますのでそちらでお願願願願いいいいできればできればできればできればとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 
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▼要望として、病棟のトイレは可能なかぎりシャワートイレにしてほしい 

➟➟➟➟予算予算予算予算のののの都合上都合上都合上都合上、、、、病棟病棟病棟病棟のトイレののトイレののトイレののトイレの全全全全てをシャワートイレとすることはできませてをシャワートイレとすることはできませてをシャワートイレとすることはできませてをシャワートイレとすることはできませ

んんんん（（（（ググググレードもあるのでレードもあるのでレードもあるのでレードもあるので単純単純単純単純なななな比較比較比較比較はできませんがはできませんがはできませんがはできませんが、、、、シャワートイレにするにシャワートイレにするにシャワートイレにするにシャワートイレにするに

は１かは１かは１かは１か所所所所あたり１０あたり１０あたり１０あたり１０万円程度万円程度万円程度万円程度追加追加追加追加でかかりますでかかりますでかかりますでかかります。）。）。）。）がががが一部一部一部一部のののの個室個室個室個室につきましにつきましにつきましにつきまし

てはシャワートイレをてはシャワートイレをてはシャワートイレをてはシャワートイレを検討検討検討検討していますしていますしていますしています。。。。 

 

デイコーナー                              

  ▼病棟について、デイコーナー等の具体的なスペースが確定していないよ

うですが、広い場所よりも狭くても良いので何箇所か、できれば明るい 

 

窓際に設けて欲しいです。 

▼各階、廊下の端は窓にすると明るいので、椅子と小さなテーブルを置い

て、簡単な談話コーナーにすると良い。 

➟➟➟➟各病棟各病棟各病棟各病棟のののの突突突突きききき当当当当りりりりをデイコーナーとしてをデイコーナーとしてをデイコーナーとしてをデイコーナーとして利用利用利用利用できるようできるようできるようできるよう計画計画計画計画しておりますしておりますしておりますしております。。。。

なおなおなおなお、、、、各病棟各病棟各病棟各病棟にはにはにはには西西西西（（（（またはまたはまたはまたは東東東東））））のののの突突突突きききき当当当当りに２ヵりに２ヵりに２ヵりに２ヵ所所所所、、、、病棟中央部北病棟中央部北病棟中央部北病棟中央部北に１ヵに１ヵに１ヵに１ヵ所所所所、、、、

スタッフステーションのスタッフステーションのスタッフステーションのスタッフステーションの向向向向かいに１ヵかいに１ヵかいに１ヵかいに１ヵ所所所所などなどなどなど、、、、計計計計４４４４～～～～５ヵ５ヵ５ヵ５ヵ所所所所のデイコーナーをのデイコーナーをのデイコーナーをのデイコーナーを    

計画計画計画計画していますしていますしていますしています。。。。    

 

家族待合                                

▼病棟各階の面談室表示は、実は家族控え室の間違いだった（本当？）。私

の体験から、完全看護とはいえ術後の数日間は２４時間付き添ってあげ

たいし、付き添いがいる間は看護師も他の仕事に手が回ると思っていた。

家族が少しでも体を休める場所があることは本当にありがたい。 

➟➟➟➟図面図面図面図面のののの表示表示表示表示のののの誤誤誤誤りにつきましてはごりにつきましてはごりにつきましてはごりにつきましてはご迷惑迷惑迷惑迷惑をおかけしましたをおかけしましたをおかけしましたをおかけしました。。。。４４４４階階階階と５と５と５と５階階階階にはにはにはには

それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ付添付添付添付添いのいのいのいの家族家族家族家族のののの方方方方がががが泊泊泊泊まっていくことのできるまっていくことのできるまっていくことのできるまっていくことのできる宿泊室宿泊室宿泊室宿泊室（（（（６６６６畳畳畳畳＋＋＋＋ミニミニミニミニ

キッチンキッチンキッチンキッチン＋＋＋＋押入押入押入押入））））をををを計画計画計画計画していますしていますしていますしています。。。。 

 

その他                                 

▼ランドリーを６階に集約して、空きスペースをシーツなどの倉庫にする

予定。住宅でも収納スペースの確保は機能的な生活のために大変重要だ。

多くて困ることはない。スペースの間仕切りは現場の裁量に任せて、使

いながら変更できるような可変式棚などを採用した方がよいと思う。 

➟➟➟➟ランドリーにつきましては６ランドリーにつきましては６ランドリーにつきましては６ランドリーにつきましては６階階階階にににに集約集約集約集約しししし、、、、空空空空いたスペースはいたスペースはいたスペースはいたスペースはリネンやリネンやリネンやリネンや褥瘡褥瘡褥瘡褥瘡マッマッマッマッ

トなどのトなどのトなどのトなどの倉庫倉庫倉庫倉庫としますとしますとしますとします。。。。棚棚棚棚をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする倉庫倉庫倉庫倉庫のののの設設設設えにつきましてはえにつきましてはえにつきましてはえにつきましては、、、、現場現場現場現場

でででで働働働働くくくく看護師看護師看護師看護師のののの声声声声ををををもともともともとにににに検討検討検討検討していきますしていきますしていきますしていきます。。。。 

 

 

【６階フロア】 

リハビリ                                

▼子どもがケガで某病院に入院したとき、機能回復のためにリハビリルー

ムのエアロバイクを利用させてもらった。有酸素運動の高齢者ばかりの 

中でカロリー消費に励む若者の姿は異彩を放っていた。「すごいスピード

やね。」と声をかけてくれる人もいた。老若男女が一つの部屋で頑張ると

互いの刺激になると思う。「若者はリハビリしなくても大丈夫。」といわ 
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ず、理学療法士がトレーニング器具の時間調整をして、若者をもっとリ 

ハビリルームに送り込むというのはどうだろう。 

➟➟➟➟若者若者若者若者とととと高齢者高齢者高齢者高齢者ととととをををを一緒一緒一緒一緒のののの時間時間時間時間のリハビリにのリハビリにのリハビリにのリハビリにするためにするためにするためにするために時間時間時間時間調整調整調整調整ををををすることすることすることすること

まではまではまではまでは難難難難しいですがしいですがしいですがしいですが、、、、リハビリがリハビリがリハビリがリハビリが必要必要必要必要なななな患者患者患者患者についてはについてはについてはについては老若問老若問老若問老若問わずわずわずわず、、、、医師医師医師医師

のオーダーののオーダーののオーダーののオーダーの下下下下、、、、リハビリをリハビリをリハビリをリハビリを行行行行っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。 

 

職員食堂、外来レストラン                        

▼６階レストランに、調理実習もできるような栄養指導のエリアを作る予

定があったようなので、もっと詳しく聞きたいと思いました。 

▼屋上庭園があり、そこを眺めながら食事のできるレストラン 

▼6 階の食堂については、市民の方により多く利用して頂くためにどうの

ような工夫がひつようかと話がでました。その中で、「『タニタ』などい

ま話題のヘルシーな食事を提供できたら、話題になるのでは。」という意

見がでました。この話より、『ワタミ』は介護食なども手掛けられている

し、地域の話題性や介護の方や家族での飲食など値段面も考えて『ガス

ト』もカロリー表示がされ人気もたかいので、どうかと思いました。 

▼食堂は、いろいろな意見（案）が出ていましたが、タニタ食堂のような

食堂が希望です。カロリーや脂質や塩分を抑えたメニューやお年寄りで

も食べやすい消化の良いメニュー、また、糖尿病の人でも食べられるメ

ニューとか・・・おしゃれなレストランよりも患者さんや入院患者さん

の付き添いの人とかが、ほっとできるようなスペースであって欲しいと

思います。 

▼６階の職員食堂の隣に一般の食堂も設けるということでよいと思います。    

とかく病院食は美味しくないと言われていますが、美味しくて評判にな 

るような業者選定をお願いしたいと思います。 

▼６階の展望レストラン、外部の人向けには経営が難しいだろう。この程

度の展望は知多半島では珍しくもないので売りにならない。職員食堂中

心で採算性を確保し、一部席を外来者にも開放するという条件の方が業

者を呼べると思う。充実した食堂で職員のコミュニケーションを図るこ

とも立派な投資だと思う。また、普通の人はわざわざ６階まで上がろう

とは思わないから、良くない条件地の有効活用というべきか。職員は６

階まで階段利用を義務づければ健康にも良い。 

➟➟➟➟職員職員職員職員レストラレストラレストラレストランやンやンやンや外来外来外来外来レストランにつきましてはレストランにつきましてはレストランにつきましてはレストランにつきましては、、、、第第第第１１１１回回回回のワークショップかのワークショップかのワークショップかのワークショップか

らたくさんのごらたくさんのごらたくさんのごらたくさんのご意見意見意見意見をいただいておりますをいただいておりますをいただいておりますをいただいております。。。。運営運営運営運営やテーマなどやテーマなどやテーマなどやテーマなど第第第第６６６６回回回回のワーのワーのワーのワー

クショップのクショップのクショップのクショップの中中中中でさまざまなごでさまざまなごでさまざまなごでさまざまなご提案提案提案提案をいただければとをいただければとをいただければとをいただければと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 

 

【その他】 

聴覚障がい者への対応                          

▼京大付属病院では耳の聞こえない人、聞こえにくい人を対象に、PHS の

貸出しを行っている。聴覚障害者は、診察の順番待ちのとき自分がいつ呼

ばれるか分からないため、トイレに行く等その場を離れることが出来ない。 

また、薬をもらう順番（番号）を読み上げても分からない等の不都合があ

る。 

▼病院ボランティアの対応で、院内の案内等は可能と思われるが、それ以上 
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の医師の診察時の対応等は命に関わることも多分に出てくるので、しっか 

りした通訳者を確保して欲しい。半田市立半田病院では、患者に対する説

明責任があるとの考えから、病院の負担（派遣依頼費用）で通訳者の確保

をしている。派遣依頼の契約先は「知多地区聴覚障害者支援センター（い

るかの家）」（半田市内）である。 

▼検査室でバリュウムを飲んで撮影する場合、医師からの指示事項（左を向

いて、右を向いて、台が倒れます等々）はマイクを通して行われるが、聴

覚障害者に対する先行例では、被検者の顔の近くにモニター（I・Pad 等）

をセットし、絵や図を画面に表示する。また、レントゲン撮影時に息を止 

めなければならないが、そのタイミングを照明灯を消す、点けるの動作で

示す等々である。上記のように、聴覚障害者は検査の時に困ることが多い。 

➟➟➟➟聴覚障聴覚障聴覚障聴覚障がいがいがいがい者者者者のののの方方方方へのへのへのへの対応対応対応対応についてはについてはについてはについては、、、、ごごごご指摘指摘指摘指摘をもとをもとをもとをもとにににに事務局事務局事務局事務局でででで調査調査調査調査しししし、、、、

可能可能可能可能なななな限限限限りりりり対応対応対応対応していきますしていきますしていきますしていきます。。。。 

 

警備、セキュリティー                          

▼防犯カメラを設置する予定だが、警備員を置くかどうかは決めていない。 

私は夜間外来入り口にはいて欲しいと思う。やっぱり不安だから。今は

院内暴力がしばしばあるそうだ。新病院は警察から遠くなるので、職員

のためにも警備員の常駐が必要だ。 

▼１階各出入口は、正面玄関も含め各々機能的な配慮がなされていると感 

じた。しかし、各出入口の警備体制（ガードマン等）の説明がなかった

（聞き漏らしたか?）ことが残念であった。 

➟➟➟➟現在現在現在現在のののの病院病院病院病院ではではではでは、、、、時間外時間外時間外時間外はははは守衛守衛守衛守衛がいるもののがいるもののがいるもののがいるものの、、、、日中日中日中日中にににに関関関関してはしてはしてはしては職員職員職員職員でででで対対対対

応応応応にににに当当当当たっているのがたっているのがたっているのがたっているのが現状現状現状現状ですですですです。。。。全国的全国的全国的全国的にににに院内暴力院内暴力院内暴力院内暴力はははは増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向にありまにありまにありまにありま

すのですのですのですので、、、、警警警警察察察察ＯＢＯＢＯＢＯＢなどによるなどによるなどによるなどによる警備体制警備体制警備体制警備体制やややや院内暴力対策院内暴力対策院内暴力対策院内暴力対策もももも含含含含めめめめ、、、、開院開院開院開院までにまでにまでにまでに

検討検討検討検討していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

 

免震構造、災害対策                           

▼免震構造は地震に対してとても有効だけれど、定期的に免震装置のゴム

を交換しなければならない。つまりずうっとメンテナンスが必要なのだ。

備品や消耗品は入札になるが、ただ安いというだけで選んで欲しくない。

値段・簡単お手入れ・壊れない がそろわなければ。できれば地元企業

に頑張って欲しい。 

➟➟➟➟５０５０５０５０年年年年はははは劣化劣化劣化劣化しないしないしないしないとととと言言言言われていわれていわれていわれていますますますますがががが、、、、ごごごご指摘指摘指摘指摘のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、竣工竣工竣工竣工５５５５年後年後年後年後とととと以以以以

降降降降１０１０１０１０年年年年毎毎毎毎にににに定期点検定期点検定期点検定期点検がががが必要必要必要必要となりとなりとなりとなり、、、、またまたまたまた、、、、大地震大地震大地震大地震、、、、強風強風強風強風、、、、水害水害水害水害、、、、火災火災火災火災などなどなどなど

をををを受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合にはにはにはには免震装置免震装置免震装置免震装置のののの応急点検応急点検応急点検応急点検をををを行行行行いいいい、、、、異常異常異常異常がないかチェックがないかチェックがないかチェックがないかチェックするするするする

必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。交換交換交換交換はははは免震装置免震装置免震装置免震装置のののの両側両側両側両側にににに油圧油圧油圧油圧ジャッキをジャッキをジャッキをジャッキを入入入入れてれてれてれて建物建物建物建物をををを仮仮仮仮

受受受受けしたけしたけしたけした状態状態状態状態でででで交換交換交換交換するというするというするというするという大規模大規模大規模大規模なものになりますのでなものになりますのでなものになりますのでなものになりますので地元企業地元企業地元企業地元企業のののの中中中中

でででで行行行行えるえるえるえる企業企業企業企業があるかというがあるかというがあるかというがあるかという問題問題問題問題はありますはありますはありますはあります。。。。いずれにせよいずれにせよいずれにせよいずれにせよ病院病院病院病院のののの基盤基盤基盤基盤にににに

関関関関わるわるわるわる部分部分部分部分ですのでですのでですのでですので、、、、業者業者業者業者のののの選定選定選定選定はははは慎重慎重慎重慎重にににに行行行行うううう必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えますえますえますえます。。。。    

    

  ▼南海トラフ地震が起きたとき、新病院は立地条件から石巻赤十字病院の

ような立場に置かれる可能性が高い。建物自体は免震構造で守られても

内部の医療器具等は散乱しないだろうか。また自家発電設備を入れるそ

うだが、広域災害では燃料の補給は困難になるだろうし、外部からの救 
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援も遅れると思う。やっぱり再生可能エネルギーの導入を考えるべきで 

は？ 

➟➟➟➟第第第第５５５５回回回回のワークショップでのワークショップでのワークショップでのワークショップで石巻赤十字病院石巻赤十字病院石巻赤十字病院石巻赤十字病院のののの初動体制初動体制初動体制初動体制のののの様子様子様子様子をををを見見見見ていただていただていただていただ

きききき、、、、被災時被災時被災時被災時のののの免震構造免震構造免震構造免震構造のののの建物建物建物建物のののの様子様子様子様子がわかっていただけたかがわかっていただけたかがわかっていただけたかがわかっていただけたかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。

またまたまたまた日建設計日建設計日建設計日建設計のののの設備担当者設備担当者設備担当者設備担当者よりよりよりより新病院新病院新病院新病院のライフラインについてのライフラインについてのライフラインについてのライフラインについて説明説明説明説明があがあがあがありりりり

ましたましたましたましたとおりとおりとおりとおり、、、、非常用電源非常用電源非常用電源非常用電源やややや受水槽受水槽受水槽受水槽などなどなどなど災害時災害時災害時災害時でもでもでもでも病院機能病院機能病院機能病院機能をををを維持維持維持維持できるできるできるできる

ようようようよう今後今後今後今後もももも計画計画計画計画をををを進進進進めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。またまたまたまた再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーにつきましてはエネルギーにつきましてはエネルギーにつきましてはエネルギーにつきましては、、、、

屋上屋上屋上屋上にににに設置設置設置設置できるスペースをできるスペースをできるスペースをできるスペースを確保確保確保確保しししし、、、、今後検討今後検討今後検討今後検討していきますがしていきますがしていきますがしていきますが、、、、太陽光発太陽光発太陽光発太陽光発

電電電電のののの場合場合場合場合はははは病院機能病院機能病院機能病院機能の４の４の４の４％％％％程度程度程度程度のののの発電発電発電発電しかできないためしかできないためしかできないためしかできないため、、、、あくまであくまであくまであくまで補助的補助的補助的補助的

なななな物物物物としておとしておとしておとしてお考考考考えくださいえくださいえくださいえください。。。。 

   

▼建物西側の救急車入り口に大きな庇を付け、防風壁も設置する。災害時 

には庇と防風壁の間にシートやパネルで壁を造り、救護所として利用す

る予定。そのための資材を院内に保管するのは不可能。どうしたって屋

外倉庫が必要だろう。防災倉庫の計画はあるのか？ 

➟➟➟➟ごごごご指摘指摘指摘指摘のとおりのとおりのとおりのとおり災害時災害時災害時災害時のためのためのためのため防災倉庫防災倉庫防災倉庫防災倉庫がががが必要必要必要必要とととと考考考考えますえますえますえます。。。。どのようどのようどのようどのようなななな防災防災防災防災

倉庫倉庫倉庫倉庫にするのかもにするのかもにするのかもにするのかも含含含含めめめめ今後検討今後検討今後検討今後検討していきますしていきますしていきますしていきます。。。。 

 

コミュニケーションを配慮した設計                          

▼コミュニケーションスペースとしてエントランスホール以外にレストラ

ンと屋外庭園を考慮できる運用設計を目指して頂きたいと思う。 

➟➟➟➟エントランスやエントランスやエントランスやエントランスやレストランレストランレストランレストラン、、、、屋上庭園屋上庭園屋上庭園屋上庭園をををを利用利用利用利用ししししてててて、、、、どのようなどのようなどのようなどのようなコミュニケーショコミュニケーショコミュニケーショコミュニケーショ

ンのありンのありンのありンのあり方方方方がががが考考考考えられるのかなどえられるのかなどえられるのかなどえられるのかなど第第第第６６６６回回回回のワークショップでごのワークショップでごのワークショップでごのワークショップでご提案下提案下提案下提案下さいさいさいさい。。。。    

 

将来を見込んだ設計                           

  ▼限られたスペースと予算の中で、様々な工夫設計がなされていると感じ

ましたが、前回の八千代病院様のスタッフの方から、「設計を考え過ぎ

た。」という話です。時代の流れとともにスタッフの数や事業内容も変化 

しその時々のニーズに応じて施設環境も変化していく必要があるとおも

います。限られた面積の中に様々な部屋が密集され、自由空間が少ない？

ように感じました。 

▼私のグループの方からの意見より、将来的に産科病棟等新たな科や新設

の事業を始めようとした場合にはすべてを改装しなければ今のスペース

ではできないので、さらに予算は必要になってなかなか時代の流れに対

応しにくいのではないかという疑問を感じました。 

➟➟➟➟限限限限られたられたられたられた予算予算予算予算とスペースのとスペースのとスペースのとスペースの中中中中でででで空空空空きスペースをきスペースをきスペースをきスペースを作作作作っておくのはっておくのはっておくのはっておくのは難難難難しいしいしいしいためためためため、、、、

将来将来将来将来のののの増築増築増築増築をををを考考考考えてのえてのえてのえての配置計画配置計画配置計画配置計画をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。 

 

 


