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１．新病院の設計に望むことがあれば書いてください。 

エントランス・受付・案内表示エントランス・受付・案内表示エントランス・受付・案内表示エントランス・受付・案内表示                                                                                    

 ◇広い玄関ロビー 

 ◇総合案内コーナーの充実 

    ➟    病院病院病院病院のののの顔顔顔顔となるエントランスホールにつきましてはとなるエントランスホールにつきましてはとなるエントランスホールにつきましてはとなるエントランスホールにつきましては、、、、吹吹吹吹きききき抜抜抜抜けけけけのあるのあるのあるのある可可可可

能能能能なななな限限限限りりりり広広広広いスペースをいスペースをいスペースをいスペースを確保確保確保確保ししししたいとたいとたいとたいと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。内装内装内装内装やややや案内表示案内表示案内表示案内表示なななな

どはこれからどはこれからどはこれからどはこれから計画計画計画計画していくことになりますのでしていくことになりますのでしていくことになりますのでしていくことになりますので、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく、、、、充実充実充実充実しししし

たたたた素敵素敵素敵素敵なエントランスとなるようなエントランスとなるようなエントランスとなるようなエントランスとなるよう、、、、患者患者患者患者目線目線目線目線でのでのでのでの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご意見意見意見意見をワークをワークをワークをワーク

ショップのショップのショップのショップの中中中中でいただければとでいただければとでいただければとでいただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

患者の動線患者の動線患者の動線患者の動線                                                                                                                        

 ◇私の母は緑内障の手術を受け今でも顔面を絶対にぶつけてはいけない。２

カ月に一度、○○病院に定期検査を受けに連れて行くが、眼科へ到達する

までに他診療科の待合席や受付机の間をすり抜けなければならない。 

 ◇エレベーターへの曲がり角も見通しが悪く、人とぶつかりそうで気が抜け

ない。 

 ◇学校のような横並び型より放射状配置のが人の移動は安全か? 

        ➟    新病院新病院新病院新病院ではではではでは患者患者患者患者さんさんさんさんのののの動線動線動線動線にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした設計設計設計設計ををを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。。。。他科他科他科他科とはとはとはとは

異異異異なりなりなりなり特殊特殊特殊特殊なななな検査室検査室検査室検査室のあるのあるのあるのある眼科眼科眼科眼科やややや耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科、、、、100100100100 人会議人会議人会議人会議のののの中中中中でででで他他他他のののの外外外外

来来来来からはからはからはからは見見見見えにくいえにくいえにくいえにくい配置配置配置配置のののの希望希望希望希望がががが多多多多かったかったかったかった婦人科婦人科婦人科婦人科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、、、、２２２２階階階階

へのへのへのへの配置配置配置配置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。。。。２２２２階階階階のののの外来外来外来外来にはにはにはには、、、、正面玄関正面玄関正面玄関正面玄関をををを入入入入るとすぐ２るとすぐ２るとすぐ２るとすぐ２階階階階

専用専用専用専用のエレベーターとのエレベーターとのエレベーターとのエレベーターと階段階段階段階段をををを配置配置配置配置するなどするなどするなどするなど、、、、内科内科内科内科などのなどのなどのなどの他他他他のののの患者患者患者患者さんのさんのさんのさんの

動線動線動線動線とととと交差交差交差交差しないようしないようしないようしないよう配慮配慮配慮配慮していきますしていきますしていきますしていきます。。。。 

 

 ◇どの病院に行っても迷路みたいなので、玄関に入ったら各科がすぐ分かる

ようにして欲しい。 

 ◇受付から外来、検査室など動線をなるべく短く、しかも解りやすいのがい

い。 

 ◇人の流れを考えた間取りを 

 ◇昔の設計の建物では増築・増設を繰り返し、通路なのか待合場なのか区別

がはっきりしない。 

 ◇ロビーから各科が見渡せるつくり 

 ◇患者の動線が短いように 

 ◇患者の動線の短縮に知恵を 

 ◇距離的動線の短縮（患者の歩く距離の短縮） 

 ◇時間的動線の短縮（受付⇒診察⇒結果通達⇒投薬（処方箋渡し）⇒清算） 

 ◇動線を短く機能的な配置 
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     ➟    新病院新病院新病院新病院ではではではでは、、、、患者患者患者患者さまのさまのさまのさまの動線動線動線動線にににに配慮配慮配慮配慮ししししたたたた設計設計設計設計ををを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。。。。基本設基本設基本設基本設

計計計計のののの原案原案原案原案ではではではでは、、、、正面玄関正面玄関正面玄関正面玄関をををを入入入入るとすぐるとすぐるとすぐるとすぐ目目目目のののの前前前前にににに総合受付総合受付総合受付総合受付がありがありがありがあり、、、、そこかそこかそこかそこか

らららら南南南南ににににメインとなるメインとなるメインとなるメインとなる廊下廊下廊下廊下がががが伸伸伸伸びびびびていますていますていますています。。。。廊下廊下廊下廊下のののの東側東側東側東側にににに外来診察室外来診察室外来診察室外来診察室、、、、西西西西

側側側側にににに中央処置中央処置中央処置中央処置、、、、生理検査生理検査生理検査生理検査、、、、放射線放射線放射線放射線がががが並並並並びますのでびますのでびますのでびますので、、、、外来診察室外来診察室外来診察室外来診察室からからからから各種各種各種各種

検検検検査査査査へのへのへのへの距離距離距離距離もももも短短短短くくくく、、、、現在現在現在現在のののの市民病院市民病院市民病院市民病院にににに比比比比べべべべるとるとるとると分分分分かりやすかりやすかりやすかりやすくくくく、、、、ぐるぐぐるぐぐるぐぐるぐ

るあちこちをるあちこちをるあちこちをるあちこちを回回回回らずにらずにらずにらずに済済済済むようむようむようむよう考考考考えていますえていますえていますえています。。。。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、、、、今今今今

後後後後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基本設計案基本設計案基本設計案基本設計案をおをおをおをお見見見見せいたしますのでせいたしますのでせいたしますのでせいたしますので、、、、そちらをそちらをそちらをそちらを見見見見

ていただいたていただいたていただいたていただいた上上上上でででで、、、、ごごごご意見意見意見意見をいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 

 ◇救急患者に迅速な処理が出来るよう配慮（設計の分野でも） 

 ◇予防診療と急患との仕切り 

        ➟    救急患者救急患者救急患者救急患者のののの動線動線動線動線はははは一般一般一般一般のののの患者患者患者患者さまのさまのさまのさまの動線動線動線動線とととと交差交差交差交差しないしないしないしない設計設計設計設計ですですですです。。。。またもまたもまたもまたも

しししし緊急緊急緊急緊急オペとなってもオペとなってもオペとなってもオペとなっても、、、、救急救急救急救急のののの処置室近処置室近処置室近処置室近くのエレベーターでオペくのエレベーターでオペくのエレベーターでオペくのエレベーターでオペ室室室室のあのあのあのあ

るるるる階層階層階層階層ににににすぐすぐすぐすぐ搬送搬送搬送搬送できますできますできますできます。。。。    

 

待合待合待合待合                                                                                                                                    

 ◇待合スペースの充実 

    ◇受付・会計・窓口・診察室・特に待ち時間長くなっても苦痛を感じない待

合室。 

        ➟    各外来各外来各外来各外来のののの待合待合待合待合はははは、、、、窓窓窓窓がありがありがありがあり自然自然自然自然のののの光光光光がががが差差差差しししし込込込込みみみみ明明明明るくるくるくるく、、、、緑緑緑緑がががが見見見見られるられるられるられる優優優優

しいしいしいしい空間空間空間空間となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。待合待合待合待合にディスプレイをにディスプレイをにディスプレイをにディスプレイを設置設置設置設置してしてしてして様々様々様々様々なコンテなコンテなコンテなコンテ

ンツンツンツンツ情報情報情報情報をををを流流流流すすすすことことことことなどをなどをなどをなどを提案提案提案提案するするするする業者業者業者業者などがありますがなどがありますがなどがありますがなどがありますが、、、、そういったそういったそういったそういった

アメニティについてはアメニティについてはアメニティについてはアメニティについては今後今後今後今後、、、、委託業務委託業務委託業務委託業務のののの検討検討検討検討のののの中中中中でででで話話話話しししし合合合合っていっていっていっていただきただきただきただき

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。。。。今後今後今後今後、、、、デモデモデモデモ機機機機をををを待合待合待合待合にににに設置設置設置設置するなどしてするなどしてするなどしてするなどして皆様皆様皆様皆様ののののごごごご意意意意

見見見見・ご・ご・ご・ご感想感想感想感想をいただきをいただきをいただきをいただきたいとたいとたいとたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

 

 ◇プライバシーが確保できる 中待合の工夫など 

        ➟    新病院新病院新病院新病院ではではではでは中待合中待合中待合中待合はははは設置設置設置設置いたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。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診察室診察室診察室診察室はははは天井天井天井天井まままま

であるであるであるである壁壁壁壁でででで仕切仕切仕切仕切りりりり、、、、現在現在現在現在のようなカーテンののようなカーテンののようなカーテンののようなカーテンの入口入口入口入口ではなくではなくではなくではなく引引引引きききき戸戸戸戸をををを考考考考ええええ

ていますていますていますています。。。。現在現在現在現在のののの病院病院病院病院のようにのようにのようにのように診察室診察室診察室診察室でのでのでのでの会話会話会話会話のののの内容内容内容内容がががが隣隣隣隣のののの診察室診察室診察室診察室やややや待待待待

合合合合にいるにいるにいるにいる他他他他のののの患者患者患者患者さんにさんにさんにさんに聞聞聞聞こえることこえることこえることこえることががががないないないないようようようよう配慮配慮配慮配慮しますしますしますします。。。。    

 

 ◇小児科待合の充実、子どもが飽きないよう、絵本やおもちゃを用意 

        ➟    小児科小児科小児科小児科のののの待合待合待合待合にはにはにはには、、、、おおおお子子子子様様様様のためのプレイルームをのためのプレイルームをのためのプレイルームをのためのプレイルームを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。

またまたまたまた、、、、他他他他のののの外来外来外来外来にににに来来来来たたたた大人大人大人大人のののの動線動線動線動線ととととなるべくなるべくなるべくなるべく交交交交差差差差しないしないしないしない位置位置位置位置をををを考考考考えておえておえておえてお

りますりますりますります。。。。遊具遊具遊具遊具ややややしつらえしつらえしつらえしつらえなどなどなどなど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、、、、充実充実充実充実したプレイルームとしたプレイルームとしたプレイルームとしたプレイルームと

なるようなるようなるようなるよう、、、、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みなさまからごでみなさまからごでみなさまからごでみなさまからご意見意見意見意見をいただきをいただきをいただきをいただき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。。。。    
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病棟の談話室・デイコーナー病棟の談話室・デイコーナー病棟の談話室・デイコーナー病棟の談話室・デイコーナー                                                                                                                

 ◇談話室は出来る限り広くし、各フロアの中央に配置する。 

 ◇海の見える休憩所。（面会の人と話をする場所） 

    ➟        各病棟各病棟各病棟各病棟のののの中央中央中央中央にあるスタッフステーションまわりににあるスタッフステーションまわりににあるスタッフステーションまわりににあるスタッフステーションまわりに２ヶ２ヶ２ヶ２ヶ所所所所、、、、デイコーナデイコーナデイコーナデイコーナ

ーをーをーをー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。。。。特特特特にににに、、、、最上階最上階最上階最上階のののの回復期回復期回復期回復期リハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションの病棟病棟病棟病棟にににに

ついてはついてはついてはついては広広広広いスペーいスペーいスペーいスペースをスをスをスを取取取取っていますっていますっていますっています。。。。病院病院病院病院のののの配置上配置上配置上配置上、、、、海海海海はははは西側西側西側西側ののののデイデイデイデイ

コーナーコーナーコーナーコーナーからしかからしかからしかからしか見見見見ることはできませんがることはできませんがることはできませんがることはできませんが、、、、360360360360°°°°開放的開放的開放的開放的なななな景観景観景観景観ですのですのですのですの

でででで、、、、どこのデイコーナーのどこのデイコーナーのどこのデイコーナーのどこのデイコーナーの見晴見晴見晴見晴はははは良良良良いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

アメニティアメニティアメニティアメニティ                                                                                                                            

 ◇コンビニや、喫茶店とカフェコーナーを希望 

 ◇検査や診察待ち時間に過ごせる場所。（周辺に喫茶店がないので、海が見え

て食事ができる所）…ガスト等と連携するとか? 

 ◇待時間を過ごしたりおしゃべりするのにほっとできるような空間や雰囲気 

 ◇売店の充実を 

 ◇病気に関する書籍もそろえてドクターが患者に進めては。自己管理がしっ

かりできないと病状悪化を防げない。 

 ◇新病院の近くにはスーパーやコンビニがあって便利なようだが外出時間を

短くしたい通院患者や付添者にとって院内売店は必需品。 

 ◇レストラン・喫茶の充実。魅力ある売店を誘致。外から入れるよう配慮。 

 ◇病棟ごとの談話室はもちろん、付き添いの人やボランティアさん、はたま

た直接病院とは関係ない人が来やすくなるようなスペースがあると良いと

思います。 

        ➟    売店売店売店売店やややや喫茶喫茶喫茶喫茶、、、、食堂食堂食堂食堂、、、、コンビニについてはコンビニについてはコンビニについてはコンビニについては今後今後今後今後、「、「、「、「委託契約委託契約委託契約委託契約」」」」をををを考考考考えるえるえるえる中中中中

でででで話話話話しししし合合合合いいいい、、、、広広広広くくくく募集募集募集募集をををを行行行行いますいますいますいます。。。。現在現在現在現在のののの基本基本基本基本設計設計設計設計案案案案のののの段階段階段階段階ではではではでは、、、、エンエンエンエン

トランスホールのトランスホールのトランスホールのトランスホールの周周周周りりりりににににコンビニとコンビニとコンビニとコンビニと喫茶喫茶喫茶喫茶、、、、最上階最上階最上階最上階のののの海海海海のののの見見見見えるえるえるえる西側西側西側西側にににに食食食食

堂堂堂堂のスペースのスペースのスペースのスペースををを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。。。。業者選定業者選定業者選定業者選定のののの際際際際はははは、、、、魅力魅力魅力魅力のあるのあるのあるのある提案者提案者提案者提案者をををを

選選選選びたいとびたいとびたいとびたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

 ◇分割使用できる会議室をつくり、地域の方々にも利用していただくように

する。 

        ➟    新病院新病院新病院新病院ではではではでは各種各種各種各種イベントやイベントやイベントやイベントや教室教室教室教室、、、、会議会議会議会議などなどなどなどがががが行行行行えるえるえるえる「「「「とこなめホールとこなめホールとこなめホールとこなめホール」」」」

をををを計画計画計画計画しししし、、、、分割使用分割使用分割使用分割使用できるようできるようできるようできるよう検討検討検討検討いたしますいたしますいたしますいたします。。。。病院病院病院病院やややや保健保健保健保健センターのセンターのセンターのセンターの

会議会議会議会議等等等等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、、、、地域地域地域地域のののの方々方々方々方々にににに開放開放開放開放したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

 ◇ベビーベッド、授乳室、オムツ替え台の設置 

        ➟    １１１１階階階階のコンビニののコンビニののコンビニののコンビニの隣隣隣隣とととと小児科待合小児科待合小児科待合小児科待合にににに授乳室授乳室授乳室授乳室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。。。。授乳室授乳室授乳室授乳室にににに

はベビーベッドやおむつはベビーベッドやおむつはベビーベッドやおむつはベビーベッドやおむつ替替替替ええええ台台台台、、、、ミルクミルクミルクミルク用用用用のののの給湯器給湯器給湯器給湯器などをなどをなどをなどを設置設置設置設置するするするする予定予定予定予定

ですですですです。。。。    
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 ◇受診時の託児。子どもの保護者や兄弟が受診するとき、健康な子どもをあ

ずける場所が欲しい。 

 ◇病気でない子、しかし家に置いてこられない子を預かることができる部屋、

子ども（乳幼児）用のベッドを待合に（トイレだけでなく）。 

 ◇病児保育が可能だと良いが… 

➟    受診時受診時受診時受診時のののの託児託児託児託児につにつにつにつきましきましきましきましてはてはてはては検討課題検討課題検討課題検討課題ですですですです。。。。待合待合待合待合ににににはははは乳幼児用乳幼児用乳幼児用乳幼児用ベッドをベッドをベッドをベッドを

設置設置設置設置いたしますいたしますいたしますいたしますがががが、、、、病児保育病児保育病児保育病児保育のののの実施実施実施実施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今今今今のところのところのところのところ考考考考えておえておえておえてお

りませんりませんりませんりません。。。。    

 

感染対策感染対策感染対策感染対策                                                                                                                    

 ◇感染時の受診。車内で受診を待つことができるように、専用駐車場と車用

PHS の整備 

 ◇予約システムを改善し、待合にいる時間を短くすることで、感染リスクを

下げる。 

        ➟    予約予約予約予約システムシステムシステムシステム等等等等をををを利用利用利用利用したしたしたした、、、、自家用車自家用車自家用車自家用車へへへへのののの連絡連絡連絡連絡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、、、、今後今後今後今後、、、、

医療情報医療情報医療情報医療情報システムのシステムのシステムのシステムの中中中中でででで検討検討検討検討となりとなりとなりとなりますますますます。。。。またまたまたまたパンデミックパンデミックパンデミックパンデミック((((あるあるあるある感染感染感染感染

症症症症がががが全国的全国的全国的全国的にににに大流行大流行大流行大流行したしたしたした状況状況状況状況))))時時時時にはにはにはには一般患者一般患者一般患者一般患者とはとはとはとは動線動線動線動線をををを別別別別にしたにしたにしたにした専用専用専用専用

待合待合待合待合ができるようができるようができるようができるよう設計設計設計設計しておりましておりましておりましておりますすすす。。。。    

 

ボランティアボランティアボランティアボランティア                                                                                                                            

 ◇ボランティアを充実するために休憩所となる部屋を設置。屋外からも入れ

るように。 

 ◇ボランティが動きやすいように 

 ◇院内ボランティアの活用（万一の事故に対する安心も考慮） 

 ◇ボランティアの拡充、ボランティアの人数拡大と講座開設 

 ◇ボランティアの配置拡大と研修による室の向上 

 ◇ボランティアコーナーの設置 

 ◇ボランティアの待機コーナー又は部屋 

        ➟    １１１１階階階階のエントランスのエントランスのエントランスのエントランスホールホールホールホール付近付近付近付近にボランティアのにボランティアのにボランティアのにボランティアの方々方々方々方々がががが休憩休憩休憩休憩したりしたりしたりしたり、、、、打打打打

合合合合せせせせをしたりするをしたりするをしたりするをしたりするスタッフルームスタッフルームスタッフルームスタッフルーム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。。。。病院敷地病院敷地病院敷地病院敷地のののの花壇等花壇等花壇等花壇等

のののの手入手入手入手入れからはじまりれからはじまりれからはじまりれからはじまり、、、、院内院内院内院内のののの案内役案内役案内役案内役までまでまでまで、、、、他病院他病院他病院他病院をををを見見見見てもてもてもても病院病院病院病院でででで活躍活躍活躍活躍

されるボランティアのされるボランティアのされるボランティアのされるボランティアの方方方方はははは多多多多くみえくみえくみえくみえ、、、、病院病院病院病院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方方方方にににに支支支支えらえらえらえら

れていますれていますれていますれています。。。。当院当院当院当院でもでもでもでも、、、、ボランティアのボランティアのボランティアのボランティアの皆皆皆皆さんにどのようにさんにどのようにさんにどのようにさんにどのように活躍活躍活躍活躍していしていしていしてい

ただくかについてただくかについてただくかについてただくかについて、、、、今後真剣今後真剣今後真剣今後真剣にににに考考考考えてえてえてえていきますいきますいきますいきます。。。。第第第第１１１１回目回目回目回目のオリエンテのオリエンテのオリエンテのオリエンテ

ーションでごーションでごーションでごーションでご意見意見意見意見のありましたのありましたのありましたのありました、、、、外外外外からからからから入入入入ることができるることができるることができるることができる仕様仕様仕様仕様につきまにつきまにつきまにつきま

してはしてはしてはしては検討検討検討検討いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    
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デザインデザインデザインデザイン                                                                                                                            

 ◇明るいムードの色を、全体的に使って欲しい 

 ◇各科の区別を子供でも判断しやすく、はっきりした色か動・植物にしては

どうか。 

 ◇明るく 

 ◇エントランスホールやその周辺は「病院」らしくない、ちょっとおしゃれ

な雰囲気を期待する。 

 ◇機能美を追及してスッキリしたデザインに 

 ◇古くてみすぼらしい病院は患者を不安にさせる。でも商業施設ではないか

らチャラいデザインは不必要。特にガラスの多用には問題が多い。 

        ➟    内装内装内装内装をはじめとするデザインにつきましてはをはじめとするデザインにつきましてはをはじめとするデザインにつきましてはをはじめとするデザインにつきましては、、、、今後今後今後今後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

中中中中でみなさまにごでみなさまにごでみなさまにごでみなさまにご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。たくさんのごたくさんのごたくさんのごたくさんのご意見意見意見意見がいたがいたがいたがいた

だけだけだけだけるのをるのをるのをるのを楽楽楽楽しみにしておりますしみにしておりますしみにしておりますしみにしております。。。。    

                ガラスにつきましてはガラスにつきましてはガラスにつきましてはガラスにつきましては、、、、採光採光採光採光やややや建物建物建物建物のののの強度強度強度強度、、、、保温性保温性保温性保温性ととととのバランスをのバランスをのバランスをのバランスを考考考考ええええ

ながらながらながらながら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。。。。    

 

 ◇明るさと清潔感あるいは自然と癒しの空間を取り込んで欲しい 

 ◇緑を多くして欲しい（市民に寄付してもらって、木を植える） 

        ➟    各外来各外来各外来各外来のののの待合待合待合待合はははは窓窓窓窓がありがありがありがあり自然自然自然自然のののの光光光光がががが差差差差しししし込込込込みみみみ明明明明るくるくるくるく、、、、緑緑緑緑がががが広広広広がるがるがるがる空間空間空間空間をををを

考考考考えていますえていますえていますえています。。。。各病室各病室各病室各病室はベッドごとにはベッドごとにはベッドごとにはベッドごとに窓窓窓窓がありがありがありがあり、、、、病院病院病院病院のののの周囲周囲周囲周囲にはにはにはには高高高高いいいい構構構構

造物造物造物造物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、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの病室病室病室病室からはからはからはからは開放的開放的開放的開放的なななな景色景色景色景色がががが見見見見られまられまられまられま

すすすす。。。。    

 

ユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザイン                                                                                                    

 ◇受診を待つ椅子の工夫 

 ◇バリアフリーの徹底 

 ◇高齢者、障がい者、お子さん連れなど弱い立場の方の利用しやすい施設（広

い通路・難聴者や外国人の手助けなど） 

 ◇高齢者、身体障がい者、妊婦、幼児、病人、けが人、あらゆる角度から検

討したバリアフリーであることと貴職員スタッフの利用面との整合性から

素案を作成してほしい。 

 ◇聴覚障がい者のために手話やノートテイクする人材が待機できるコーナー 

 ◇案内（電光）掲示板には外国語も表示できること 

 ◇レベルの違う患者に合わせた道具の提供 

 ◇エレベーターに、まったく手が使えない車いすの人が押せる足元ボタンを 

➟    新病院新病院新病院新病院ではバリアフリーをではバリアフリーをではバリアフリーをではバリアフリーを含含含含めたユニバーサルデザインにめたユニバーサルデザインにめたユニバーサルデザインにめたユニバーサルデザインに十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮いいいい

たたたたししししますますますます。。。。またまたまたまた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方方方方のののの配置配置配置配置やややや設備設備設備設備、、、、道具類道具類道具類道具類についてもについてもについてもについても、、、、今今今今

後後後後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ででで、、、、利用者目線利用者目線利用者目線利用者目線でのみなさまのアイディアをおでのみなさまのアイディアをおでのみなさまのアイディアをおでのみなさまのアイディアをお
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聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 

交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス                                                                                                                    

 ◇駐車場から入口までが遠いのは具合の悪い病人にはつらい。 

➟    敷地敷地敷地敷地のののの制約制約制約制約がありがありがありがあり病院病院病院病院のののの入口入口入口入口とととと駐車場駐車場駐車場駐車場がががが少少少少しししし離離離離れたれたれたれた場所場所場所場所にありにありにありにありますがますがますがますが、、、、

可能可能可能可能なななな限限限限りりりり配慮配慮配慮配慮したつもりでしたつもりでしたつもりでしたつもりでおりまおりまおりまおりますすすす。。。。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、、、、今後今後今後今後のワのワのワのワ

ークショップークショップークショップークショップ内内内内でででで、、、、実際実際実際実際のののの図面図面図面図面をををを見見見見てごてごてごて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。。。。

原案原案原案原案ではではではでは、、、、正面玄関正面玄関正面玄関正面玄関すぐにすぐにすぐにすぐに車車車車イスイスイスイス専用専用専用専用のののの駐車場駐車場駐車場駐車場をををを 10101010 台確保台確保台確保台確保するするするする計画計画計画計画でででで

すすすす。。。。またまたまたまた送迎送迎送迎送迎のののの場合場合場合場合はははは正面玄関正面玄関正面玄関正面玄関までまでまでまで車寄車寄車寄車寄せせせせををををしていただきしていただきしていただきしていただき、、、、付添付添付添付添のののの方方方方がががが

車車車車をををを置置置置いていていていて戻戻戻戻ってくるまでのってくるまでのってくるまでのってくるまでの間間間間はははは、、、、患者患者患者患者さんをさんをさんをさんをボランティアのボランティアのボランティアのボランティアの方方方方におにおにおにお願願願願

いするなどのいするなどのいするなどのいするなどの検討検討検討検討方策方策方策方策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。。。。    

 

 ◇巡回バスなど交通アクセスを充実 

➟    新新新新・・・・常滑市民病院基本構想常滑市民病院基本構想常滑市民病院基本構想常滑市民病院基本構想においてにおいてにおいてにおいて「「「「交通弱者交通弱者交通弱者交通弱者のののの病院病院病院病院へのアクセスへのアクセスへのアクセスへのアクセス確保確保確保確保

についてについてについてについて、、、、十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮するするするする」」」」とととと明文化明文化明文化明文化していますがしていますがしていますがしていますが、、、、現在現在現在現在、、、、公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関

のののの乗入乗入乗入乗入れれれれやコミュニティバスなどやコミュニティバスなどやコミュニティバスなどやコミュニティバスなど関係機関関係機関関係機関関係機関のののの調整等調整等調整等調整等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。。。。

どのようなアクセスがどのようなアクセスがどのようなアクセスがどのようなアクセスが適当適当適当適当なのかについてはワークショップでなのかについてはワークショップでなのかについてはワークショップでなのかについてはワークショップで議論議論議論議論しししし

ていただきていただきていただきていただき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。。。。 

 

情報提供、情報提供、情報提供、情報提供、相談コーナー相談コーナー相談コーナー相談コーナー、広報、広報、広報、広報                                                                                    

 ◇医療についての一般的な相談ができるコーナー又は部屋 

  ➟    新病院新病院新病院新病院ではではではでは保健保健保健保健センターセンターセンターセンターをををを合築合築合築合築するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。ワークショップにはワークショップにはワークショップにはワークショップには保健保健保健保健

師師師師もももも参加参加参加参加しますのでしますのでしますのでしますので、、、、保健保健保健保健センターとセンターとセンターとセンターと市民病院市民病院市民病院市民病院とでどんなことができるとでどんなことができるとでどんなことができるとでどんなことができる

かをワークショップのかをワークショップのかをワークショップのかをワークショップの中中中中でみなさまとでみなさまとでみなさまとでみなさまと考考考考えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたい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、、、、入院中入院中入院中入院中・・・・通院中通院中通院中通院中のののの患者様患者様患者様患者様につきましてにつきましてにつきましてにつきましてはははは、、、、入退院入退院入退院入退院のののの相談相談相談相談ができるができるができるができる

ＰＦＭＰＦＭＰＦＭＰＦＭ室室室室（（（（地域連携室地域連携室地域連携室地域連携室））））やややや栄養相談室栄養相談室栄養相談室栄養相談室、、、、救急救急救急救急やややや中央処置室中央処置室中央処置室中央処置室にあるにあるにあるにある説明室説明室説明室説明室

やオペやオペやオペやオペ室室室室のののの面談室面談室面談室面談室、、、、病棟病棟病棟病棟のののの各階各階各階各階にあるにあるにあるにある面談室面談室面談室面談室などなどなどなど患者患者患者患者様様様様とととと病院病院病院病院スタッフスタッフスタッフスタッフ

がごがごがごがご相談相談相談相談できるスペースができるスペースができるスペースができるスペースが数多数多数多数多くありますくありますくありますくあります。。。。いずれもいずれもいずれもいずれも個室個室個室個室でプライバシでプライバシでプライバシでプライバシ

ーについてはーについてはーについてはーについては十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮していますしていますしていますしています。。。。 

 

 ◇PR コーナーの設置（顧客コミュニケーションの強化のため） 

 ◇医療情報、市民病院の PR のための掲示板、資料等の設置 

 ◇「病院友の会」等、市民病院のファン拡大 

        ➟    「「「「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」」」」のののの病院病院病院病院をををを実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、どのようなどのようなどのようなどのようなＰＲＰＲＰＲＰＲ

施設施設施設施設をををを設設設設けけけけ、、、、どのようなどのようなどのようなどのようなＰＰＰＰＲＲＲＲをしていけばをしていけばをしていけばをしていけば効果的効果的効果的効果的なのかなのかなのかなのか、、、、ワークショッワークショッワークショッワークショッ

プでプでプでプで皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご意見意見意見意見をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

 

維持管理維持管理維持管理維持管理、空調、、空調、、空調、、空調、清掃など清掃など清掃など清掃など                                                                                                

 ◇窓ガラスも空調を考えたときはほどほどに 



ワークショップシート①とりまとめ 

7 

 

 ◇広すぎるガラス窓は省エネ効果：低 

 ◇病室の南ブロックは昼夜の温度変化が大きく患者は生活し辛いまた、病人

の目に直射日光は強すぎるので大抵の患者はカーテンを閉めている。息子

が入院した時、私はわざわざ北ブロックを希望した。 

 ◇病棟は一年中一定温度キープなのでガラス窓は小さい方が省エネ効果が大

きい。ガラスは割れると凶器になる。強化ガラスが事故や災害にどの程度

耐えられるのかわからないが、性能の良い物ほど高価なのでは。 

 ◇できた後の維持管理にあまり費用がかからないような設計 

 ◇空調や清掃などに配慮して 

 ◇メインテナンスを考慮し無駄なデッドスペースをつくらない。 

        ➟    基本設計案基本設計案基本設計案基本設計案ではではではでは入院患者入院患者入院患者入院患者さんのアメニティさんのアメニティさんのアメニティさんのアメニティ向上向上向上向上のののの観点観点観点観点からからからから全全全全てのてのてのての病室病室病室病室

にににに窓窓窓窓をををを設設設設けることをけることをけることをけることを目指目指目指目指しましたしましたしましたしました。。。。このためこのためこのためこのため、、、、窓窓窓窓がががが多多多多くなってくなってくなってくなっていますがいますがいますがいますが、、、、

現在現在現在現在はははは空調負荷空調負荷空調負荷空調負荷のののの低減低減低減低減のためのためのためのため、、、、断熱性断熱性断熱性断熱性のののの高高高高いいいい複層複層複層複層ガラスやガラスやガラスやガラスや庇庇庇庇やバルコニやバルコニやバルコニやバルコニ

ーによるーによるーによるーによる日射日射日射日射のののの遮蔽遮蔽遮蔽遮蔽、、、、外壁外壁外壁外壁のののの乾式乾式乾式乾式タイルタイルタイルタイル工法工法工法工法などによりなどによりなどによりなどにより西西西西日日日日をををを遮遮遮遮るなどるなどるなどるなど

さまざさまざさまざさまざまなまなまなまな技術技術技術技術がありますがありますがありますがあります。。。。またまたまたまた、、、、日建設計日建設計日建設計日建設計はははは常滑市民病院以外常滑市民病院以外常滑市民病院以外常滑市民病院以外にもにもにもにも数数数数

多多多多くのくのくのくの病院病院病院病院のののの設計設計設計設計をををを手掛手掛手掛手掛けておりけておりけておりけており、、、、完成後完成後完成後完成後のののの維持管理維持管理維持管理維持管理をををを考考考考えたえたえたえた設計設計設計設計のノのノのノのノ

ウハウがありますのでウハウがありますのでウハウがありますのでウハウがありますので、、、、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、、、、ワークショップでワークショップでワークショップでワークショップで日建設日建設日建設日建設

計計計計よりよりよりより説明説明説明説明をををを聞聞聞聞きききき、、、、話話話話しししし合合合合っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 

熱源システム熱源システム熱源システム熱源システム                                                                                                                    

 ◇再生可能エネルギーの導入 

 ◇万一の電源喪失に備えて、太陽光発電・太陽熱発電・燃料電池等を備えて

おく必要がある。 

➟    太陽光太陽光太陽光太陽光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再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの利用利用利用利用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、「、「、「、「設設設設

備備備備」」」」にににに関関関関するするするする打合打合打合打合せのせのせのせの中中中中でででで、、、、設置費用設置費用設置費用設置費用やややや導入費用導入費用導入費用導入費用、、、、運用費用運用費用運用費用運用費用やメインテやメインテやメインテやメインテ

ナンスナンスナンスナンス費用費用費用費用などなどなどなど費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果をををを比較比較比較比較しながらしながらしながらしながら計画計画計画計画していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。なおなおなおなお、、、、災害時災害時災害時災害時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、、、、非常用発電機非常用発電機非常用発電機非常用発電機などのなどのなどのなどの設置設置設置設置によりによりによりにより、、、、電電電電

源源源源がががが止止止止まってしまうことのないようなまってしまうことのないようなまってしまうことのないようなまってしまうことのないような熱源熱源熱源熱源システムをシステムをシステムをシステム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。。。。    

    

 ◇りんくう NEDO や県内の大学などと提携し、実証実験の名目で補助金をゲ

ットして格安に設備を作れないだろうか。売電収入も見込めるし。 

        ➟    各機関各機関各機関各機関とととと提携提携提携提携についてはについてはについてはについては検討検討検討検討いたしますいたしますいたしますいたします。。。。またまたまたまた国国国国やややや県県県県からのからのからのからの補助金補助金補助金補助金につにつにつにつ

きましてはきましてはきましてはきましては、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも建設費建設費建設費建設費がががが安安安安くなるようくなるようくなるようくなるよう、、、、情報収情報収情報収情報収集集集集してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

 

保健予防への取組保健予防への取組保健予防への取組保健予防への取組                                                                                                            

 ◇体操やミニ講座など保健予防活動のできる場所 

 ◇地域住民の健康を守る、治療だけではない健康維持・増進の機能を持つ市

民病院を望みます。 
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 ◇予防医学 

        ➟    新病院新病院新病院新病院ではではではでは、、、、市民市民市民市民のためののためののためののための保健活動保健活動保健活動保健活動、、、、健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの拠点拠点拠点拠点であるであるであるである保健保健保健保健センセンセンセン

ターターターターのののの合築合築合築合築をををを予定予定予定予定しておりしておりしておりしておりますますますます。。。。第第第第１１１１回回回回ワークショップでワークショップでワークショップでワークショップで保健予防課長保健予防課長保健予防課長保健予防課長

からからからから説明説明説明説明がありましたとおりがありましたとおりがありましたとおりがありましたとおり、、、、様々様々様々様々なななな健康講座健康講座健康講座健康講座やややや乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診・・・・生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣

病予防病予防病予防病予防のののの健診健診健診健診などなどなどなど、、、、今以上今以上今以上今以上にににに、、、、多種多様多種多様多種多様多種多様なななな健診機会健診機会健診機会健診機会のののの提供提供提供提供とととと、、、、病院病院病院病院とととと連連連連

携携携携ししししたたたた予予予予防活動防活動防活動防活動をををを行行行行っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

 

 ◇健康診断など気軽に受けられる体制作り 

        ➟    新病院新病院新病院新病院ではではではでは、、、、新新新新たにたにたにたに健診健診健診健診センターをセンターをセンターをセンタ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。。。。健診健診健診健診センターはセンターはセンターはセンターは一一一一

般般般般のののの患者患者患者患者さんとのさんとのさんとのさんとの動線動線動線動線がががが分分分分かかかかれるようれるようれるようれるよう、、、、他他他他のののの患者患者患者患者さんとさんとさんとさんとはははは別別別別のののの入口入口入口入口とととと駐駐駐駐

車場車場車場車場をををを設設設設けけけけたいとたいとたいとたいと思思思思いいいいますますますます。。。。    

 

将来を将来を将来を将来を見据えた設計見据えた設計見据えた設計見据えた設計                                                                                                        

 ◇財政難で、市民の意見は建設に対して、必ずしも賛成の方ばかりでは無い

状況です。その様な中で、予定地の飛香台は人口増加も見込まれ、万が一

の地震に遭っても津波の心配は無く安心です。今後、５０年１００年後を

見越し、又、市民が気軽に集える交流の場も兼ねた設計を望みます。 

        ➟    ごごごご指摘指摘指摘指摘ののののとおりとおりとおりとおりですですですです。。。。病院病院病院病院とととと市民市民市民市民のののの方々方々方々方々とととと、、、、どのどのどのどのようなようなようなような交流交流交流交流のありのありのありのあり方方方方がががが

よいよいよいよいのかにつきましてのかにつきましてのかにつきましてのかにつきましてはははは、、、、ワークショップワークショップワークショップワークショップ内内内内でででで考考考考えていきたいえていきたいえていきたいえていきたいとととと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    

 

 ◇時代の変化に対応できるように可動式壁の採用もありうるのでは?（３０年

後のリフォーム余地） 

 ◇現在の病院の改善レベルではなく、将来を見すえた設計を望む 

➟    ごごごご指摘指摘指摘指摘はごもっともはごもっともはごもっともはごもっともですですですです。。。。ただただただただ医療医療医療医療のののの将来予測将来予測将来予測将来予測はははは難難難難しくしくしくしく、、、、国国国国のののの政策政策政策政策によによによによ

りりりり大大大大きくきくきくきく変変変変わるわるわるわるものでものでものでものでももももあるあるあるあるためためためため、、、、全全全全てのてのてのての可能性可能性可能性可能性にににに備備備備えようとするとえようとするとえようとするとえようとすると過過過過

大大大大投資投資投資投資となるとなるとなるとなるおそれおそれおそれおそれがありがありがありがありますますますます。。。。基本基本基本基本設計設計設計設計案案案案ではではではでは、、、、病院内病院内病院内病院内のののの間仕切間仕切間仕切間仕切りをりをりをりを

変変変変えることができえることができえることができえることができるようるようるようるよう、、、、柱柱柱柱などなどなどなど支点支点支点支点((((構造物構造物構造物構造物をををを支持支持支持支持するするするする点点点点))))のののの間隔間隔間隔間隔をををを大大大大

きくとったきくとったきくとったきくとった大大大大スパンスパンスパンスパン構造構造構造構造をををを採用採用採用採用しししし、、、、またまたまたまた将来的将来的将来的将来的なななな拡張拡張拡張拡張をををを予定予定予定予定したしたしたした建物建物建物建物のののの

配置配置配置配置やややや各部門各部門各部門各部門のののの配置配置配置配置をををを計画計画計画計画していきますしていきますしていきますしていきます。。。。 

 

 ◇将来、老人施設を隣接できるように考慮した配置。 

     ➟    建設予定建設予定建設予定建設予定のののの医療福祉医療福祉医療福祉医療福祉ゾーンのうちゾーンのうちゾーンのうちゾーンのうち新病院建設新病院建設新病院建設新病院建設にはにはにはには 3.03.03.03.0ｈａｈａｈａｈａをををを予定予定予定予定しておしておしておしてお

りますりますりますります。。。。残残残残りのりのりのりの 1.31.31.31.3ｈａｈａｈａｈａのののの土地土地土地土地についてはについてはについてはについては、、、、具体的具体的具体的具体的なななな施設施設施設施設はははは決決決決まっておまっておまっておまってお

りませんがりませんがりませんがりませんが、、、、将来何将来何将来何将来何らかのらかのらかのらかの施設施設施設施設がくることをがくることをがくることをがくることを予定予定予定予定してしてしてして、、、、新病院新病院新病院新病院のののの配置計配置計配置計配置計

画画画画をををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。介介介介護施設護施設護施設護施設とのとのとのとの連携連携連携連携はははは、、、、今後今後今後今後ともともともとも重要重要重要重要なななな課題課題課題課題であであであであるるるる

とととと考考考考えておりえておりえておりえておりますがますがますがますが、、、、施設施設施設施設がががが隣接隣接隣接隣接しているべきかしているべきかしているべきかしているべきかどうかどうかどうかどうかにつにつにつにつきましきましきましきましてはてはてはては、、、、

ワークショップワークショップワークショップワークショップでででで検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 
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新病院の基本理念新病院の基本理念新病院の基本理念新病院の基本理念                                                                                                            

 ◇コミュニケーションのとりやすさを配慮した病院（病院の職員同士、患者

と病院、地域の医療機関、行政 

 ◇「コミュニケーション日本一」の実現に向けて患者の側に立った目線での

設計を望みます。 

 ◇規模が小さいからこそ実現可能な「日本一コミュニケーションのいい病院」 

        ➟    設計段階設計段階設計段階設計段階ではではではでは、、、、病病病病棟棟棟棟ではではではでは患者様患者様患者様患者様のののの顔顔顔顔がみえるオープンなスタッフステーがみえるオープンなスタッフステーがみえるオープンなスタッフステーがみえるオープンなスタッフステー

ションションションション、、、、またまたまたまた病院職員同士病院職員同士病院職員同士病院職員同士のコミュニケーションのためのコミュニケーションのためのコミュニケーションのためのコミュニケーションのため、、、、管理部門管理部門管理部門管理部門にににに医医医医

師師師師・・・・看護師看護師看護師看護師・・・・事務職員事務職員事務職員事務職員がががが集集集集まるラウンジなどをまるラウンジなどをまるラウンジなどをまるラウンジなど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。。。。またまたまたまた保保保保

健予防健予防健予防健予防についてについてについてについて市役所市役所市役所市役所とのとのとのとの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化するためにするためにするためにするために保健保健保健保健センターをセンターをセンターをセンターを合築合築合築合築

しますしますしますします。。。。患者様患者様患者様患者様とのコミュニケーションについてはとのコミュニケーションについてはとのコミュニケーションについてはとのコミュニケーションについては、、、、今回今回今回今回のワークショのワークショのワークショのワークショ

ップでップでップでップで、、、、みなさまからみなさまからみなさまからみなさまから患者患者患者患者さまさまさまさま目線目線目線目線でのごでのごでのごでのご意見意見意見意見をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    

 

病診連携病診連携病診連携病診連携                                                                                                                            

 ◇病診連携の拡大と充実 

 ◇診療所から紹介された人々がスムーズに診療が開催される体制 

        ➟    新病院新病院新病院新病院におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては「「「「連携連携連携連携」」」」がキーワードだとがキーワードだとがキーワードだとがキーワードだと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。ハーハーハーハー

ドドドド面面面面というよりはというよりはというよりはというよりは、、、、ソフトソフトソフトソフト面面面面ででででのののの課題課題課題課題がががが大大大大きいときいときいときいと思思思思われますのでわれますのでわれますのでわれますので、、、、今後今後今後今後、、、、

ごごごご指摘指摘指摘指摘いただいたいただいたいただいたいただいた内容内容内容内容でででで考考考考えていきますえていきますえていきますえていきます。。。。    

 

病院の方針・経営改善病院の方針・経営改善病院の方針・経営改善病院の方針・経営改善                                                                                                    

 ◇「新病院の基本方針」のぶれない堅持、実践。 

実践達成のための各項目ごとのブレークダウンした具体策の明示とプラ

ン・ドゥー・シーを加味した工程表作成、メインテナンス。 

 ◇新病院開業後も来院者への積極的声かけ（来院者が望む声の聞き取り）か

ら血の通った市民目線の頼られる病院への改善継続 

 ◇病院目線ではなく、患者目線での対応 

        ➟    今回今回今回今回のののの設計設計設計設計にににに関関関関するワークショップにするワークショップにするワークショップにするワークショップに限限限限らずらずらずらず、、、、今後今後今後今後ももももごごごご指摘指摘指摘指摘のようなのようなのようなのような機機機機

会会会会をををを設設設設けていきますのでけていきますのでけていきますのでけていきますので、、、、患者患者患者患者さまさまさまさま目線目線目線目線でのごでのごでのごでの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。。。。 

 

 ◇市民病院に行くと「一日仕事」からの解放 

 ◇待時間の解消 

     ➟    待待待待ちちちち時間時間時間時間のののの解消解消解消解消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、、、、多多多多くのくのくのくの患者患者患者患者さまよりごさまよりごさまよりごさまよりご意見意見意見意見をいただいをいただいをいただいをいただい

ておりておりておりており、、、、大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題であるとであるとであるとであると考考考考えていますえていますえていますえています。。。。医師医師医師医師のののの不足不足不足不足やややや急患急患急患急患などなどなどなど、、、、いいいい

かんともしかんともしかんともしかんともし難難難難いいいい点点点点もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、なるべくストレスなくおなるべくストレスなくおなるべくストレスなくおなるべくストレスなくお待待待待ちいただけちいただけちいただけちいただけ

るようなるようなるようなるような工夫工夫工夫工夫をををを考考考考ええええてまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。またまたまたまた情報機器情報機器情報機器情報機器のののの導入導入導入導入にににによるよるよるよる解消解消解消解消につにつにつにつ

きましてもきましてもきましてもきましても今後検討今後検討今後検討今後検討してしてしてしてまいりまいりまいりまいりますますますます。。。。 
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その他設計全般その他設計全般その他設計全般その他設計全般                                                                                                                

 ◇赤字経営から黒字へ持っていける病院になるような設計を 

        ➟    過大過大過大過大なななな投資投資投資投資となとなとなとなりすぎないりすぎないりすぎないりすぎない範囲範囲範囲範囲でででで、、、、施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備のののの改善改善改善改善によるによるによるによる医療医療医療医療のののの質質質質のののの

向上向上向上向上やややや患者患者患者患者さまのさまのさまのさまのアメニティアメニティアメニティアメニティのののの充実充実充実充実をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。 

 

 ◇身の丈にあった病院（シンプルで使いやすい。機能重視） 

➟    80808080 億円億円億円億円のののの予算予算予算予算をををを超超超超えないようえないようえないようえないよう身身身身のののの丈丈丈丈にににに合合合合ったシンプルでったシンプルでったシンプルでったシンプルで使使使使いやすいいやすいいやすいいやすい病病病病

院院院院のののの設計設計設計設計にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。またワークショップなどをまたワークショップなどをまたワークショップなどをまたワークショップなどを通通通通してしてしてして、、、、みなみなみなみな

さまからのごさまからのごさまからのごさまからのご意見意見意見意見をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、患者患者患者患者さまのさまのさまのさまの目線目線目線目線にににに立立立立ったったったった、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく

機能的機能的機能的機能的なななな病院病院病院病院をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。 

 

 


