Beyond コ ロ ナ、 変 わ る 病 院 建 築
−そこにしかない病院づくり―
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%H\RQG αϫψɼรΚΖබӅઅܯ
ࢃԾઅܯබӅݒϕϫζΥέφοʖϞ

%H\RQG αϫψʁඉೖ͖Δೖ
病院建築の「安全」

ɻं׳Ώҫྏॊࣆंʰ҈સʱΝ֮ฯͤΖ͞ͳͺɼබӅݒઅܯ
࠹͵τʖϜҲͯͲͤɽ֮ฯͤ΄͘ʰ҈સʱͶͺɼ࣑ྏΏ
ӅϨηέͶଲͤΖʰೖదʱ͵҈સͳɼ
ʰඉೖదʱͶً͞
ΖࣆেͶଲͤΖ҈સˠ  ್ͯ͗ߡ͓ΔΗΉͤ͗ɼࠅਫ਼ͶՆ
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ܿ͵ʰҫྏܩକʱͪΌɼබӅݒͶͺೖʀඉೖͳͶ҈સ
Ν֮ฯͤΖઅٽ͗ܯΌΔΗΖͳߡ͓Ήͤʤਦ ʥɽ
ɻࠕյܗαϫψΤϩη״ઝʤ&29,'ʥϏϱυϝρέ
ΝҲझࡄ֒ͳଌ͓ɼ
ʰඉೖదʱ͵҈સ֮ฯҲͨͱ͢ͳݒ
దଲԢΝߨ͑ͳ͏͑ߡ͓๏͍ΖͲ͢Β͑ɽ͖͢͢ࠕյΓ͑͵
Ϗϱυϝρέͺɼஏਔ͵ʹඉೖదͲҲգͳͺҡ͵ΕɼҲ
ఈҐܩؔغକ͢ɼΉͪɼफޛೖͶͨϨηέͺઞΊକ
͜Ζͳߡ͓Ζචགྷ͍͗ΕΉͤɽ
ɻࠕɼऀճͶ n͢͏ਫ਼༹ࣞˠ | ͗ٽΌΔΗͱ͏ΖΓ͑Ͷɼαϫ
ψ ޛ%H\RQG αϫψබӅݒઅܯͶͺɼ״ઝϨηέΝʰೖ
దʱ͵ͳଌ͓ͪn͢͏ߡ͓๏|͗චགྷͶ͵Ζͳߡ͓ͱ͏Ήͤɽ
ɻ࣎େͶΓΕรԿͤΖωʖθͶԢͣͪଡ༹͵νϕබӅઅܨܯ
ͳݩɼ͖ͨ͞ΔָΞͲͪ͘ҌྙͳઅྙܯΝϗʖηͶɼʰ%H\RQG
αϫψ͢͏බӅݒͰ͚Εʱ͕घఽ͏Νͦ͠ͱ͏͚ͪͫ͞ͳɼ
ͨΗ͗ࢴͪͬࠕඬͲͤɽ

%H\RQG αϫψʁබӅઅܯ̑ͯࢻ఼
ɻफ़Ͷ͘Ͱخɼࢴͪͬͺ࣏ᶙʛᶛ̑ͯࢻ఼Ͳ %H\RQG αϫ
ψ࣎େබӅઅܯΝߡ͓Ήͤɽ

ᶙɿͳړ

'LVWDQFH 6HSDUDWLRQ

ᶙʷ ɿ͵࣪ݺΔͲͺ๑
ᶙʷ ɿϤωρφܗබ౫
ᶙʷ ɿλʖεϡϩʀυΡηνϱεϱήͳηϘʖηܯժ
ᶙʷ ɿϏϱυϝρέ༽ؔۯฑ࣎ཤ༽

ᶚɿ ״ઝ  ޜ

3URWHFWLRQIURPLQIHFWLRQ

ᶚʷ ɿԜઝΦϨΠ֮Կ
ᶚʷ ɿ״ઝϨηέͳଲαϝϣωίʖεϥϱ
ᶚʷ ɿඉંৰͳࣙಊԿ
ᶚʷ ɿ״ઝͱ͢ͳޜࣙષـ

ᶛɿ໖ Ӻ ڧ 

)DFLOLWLHVHQYLURQPHQWWRUDLVHLPPXQLW\

ᶛʷ ɿ໖ӺྙΝ߶ΌΖࢬઅڧ

ˠ̏ʁබӅઅܯͶ͕͜Ζʰඉೖదʱ͵ࣆেͶଲͤΖ҈સ֮ฯྭͳ͢ͱɼ
ஏਔͶଲͤΖ໖ਔߑଆΏਔߑଆࡀ༽͵ʹ͍͗͝ΔΗΖɿ
ˠ̐ʁ״ઝ֨ࢯΝదͶɼඊວ״ઝΏંৰ״ઝ͵ʹଲࡨʤ̑ືյ
ඈΏλʖεϡϩʀυΡηνϱεϱή͵ʹʥ͗ఈͪ͢ೖਫ਼͞ͳɿ

ʷʷ

ਦ ɻබӅݒʰ҈સʱ
ʰೖʱͳʰඉೖʱ

ᶙɿͳړɻ'LVWDQFH 6HSDUDWLRQ
ᶙʷ ɿ͵࣪ݺΔͲͺ๑
ɻं׳ਫ਼ؔۯΝଠ͖ं׳ΔસͶʰʱͲ͘Ζͳ͏͑қ
ັͲɼ״ઝӅ࣑ྏ  ͗࣪ݺͱ͢ͳؔۯজ࣪ΓΕ༑Ηͱ͏
Ζ͞ͳͺΔ͖ͲͤɽͨͪΌ %H\RQG αϫψͲͺɼ࣪ݺωʖ
θ͗ΓΕ߶ΉΖ͞ͳͶ͵Ζͳߡ͓ͱ͏Ήͤɽ

ɻҲ๏ͲɼͪΕफ༲ਕ਼͗  জ࣪ΓΕঙ͵͏࣪ݺͺɼࡠ
ΗͻࡠΖΆʹබ౫સର͗ଁ͓ɼݒઅαηφଁՅ͢Ήͤɽ
͞͞ͳͺ͞ΗΉͲɼ࣪ݺ਼ΝଁΏͨ͑ͳͤΖࡏ্ปҲͯ
Ͳ͍Εɼαϫψޛͺ͞ୌմ݀͗චགྷͲͤɽ
ɻͨϐϱφͺɼࢴͪͬ͗અܯΝ୴࣑ͪࣙ͢ରཱིॵસ࣪࣪ݺ
බӅʰՅծࢤҫྏιϱνʖ ˠ ʤ ೧ॣʀࣺਇ ʥʱͶ͍
Ζͳߡ͓ͱ͏ΉͤɽΫʖϭʖχͺʰ͵࣪ݺΔͲͺ๑ʱͲͤɽ

ɻ͞ΗΉͲ࣪ݺͺ nक  ॊ| Ͳ ͻ͓ݶnॊ|ɼබ౫સରͶઐΌΖ
බজ਼͗ଡ͏  জ࣪͗ nक| Ͳ͍Εɼnॊ| Ͳ͍Ζ࣪ݺͺ  জ࣪
ฑΝൔͶׄͮͪ๑ͲઅͤܯΖ͗ҲൢదͲͪ͢ɽ͞Γ͑
͵࣪ݺࡠΕ๏ͺɼ࣪ݺͶຌཔదͶචགྷ͵๑ΏηϘʖηݗ౾
͗ॉͶ͵Ε͗ͬͲɼ݃Վɼસ࣪࣎ͪ͢ͳ࣪ݺͶ͘͵
ϫηʤ˼αηφϞξʥ͗ਫ਼ͣΖ͞ͳͶ͵ΕΉͤʤਦ  ࠪʥɽ

ɻՅծࢤҫྏιϱνʖͲͺɼӅ࣑ྏͶචགྷͳ͠ΗΖϗρχबΕ
ࣺਇ ɻʰસ࣪࣪ݺʱՅծࢤҫྏιϱνʖ

๑ΝخͶɼචགྷ͵෨Բ๑ΝׄΕड़ͪ͢ͲઅܯΝߨ͏Ή
ͪ͢ɽͨ݃Վɼॊཔܗ࣪ݺͶർ΄ɼ෨Բؔ๏ʤʥ
๑ͺ߁͚ɼԠߨ͘๏ͺٱͶक़ঘ͢ͱΓ͏͞ͳ͗Κ͖Εɼॊ
པͳർ΄ͱ෨Բͺ  ׄ͵ͳݰΕΉͪ͢ɽ͞ΗͶΓͮͱɼͤ
΄ͱබ࣪Ν͗͵͢ͳ࣪ݺΔɼαηφϱϏέφΝཊ͓Ζ͞ͳ͗
Ͳͪ͘Ͳͤʤਦ  ӊʀࣺਇ ʥɽ

ਦ ɻॊཔͳ࣪ݺՅծࢤҫྏιϱνʖ࣪ݺ

ɻͬΘΞ͞๏๑͗ͤ΄ͱͲͺ͍ΕΉͦΞɽ࣪ݺԿΝ͝Ζགྷ
Ҿͳ͢ͱɼࢥޤഓΏͨΗͶؖ࿊ͤΖޤୱҒ͍ͪΕබজ
਼͵ʹɼӣӨΏܨӨͶ͖͖ΚΖ෨͍ΕΉͤɽ॑གྷ͵ͺɼα
ϫψޛͶ࣪ݺωʖθ͗Δ͖ͶଁՅͤΖͳߡ͓ΔΗΖɼࢬઅܯ
ժଈ͖Δɼ͞ΗΉͲ࣪ݺԿΝ͝ͱ͏্ͪปΝखΕঈ͚Γ͑͵Π
υΠΏΝ͏͖ͶҌͲ͘Ζ͖ɼͳ͏͑͞ͳͫͳߡ͓Ήͤɽ

ࣺਇ ɻʰ͵࣪ݺΔͲͺ๑ʱՅծࢤҫྏιϱνʖ

ˠ ʁ੶ઔݟՅծࢤʀ জ
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ᶙɿͳړɻ'LVWDQFH 6HSDUDWLRQ
ᶙʷ ɿϤωρφܗබ౫
ɻӅ಼״ઝޜ؏఼͖Δɼಋͣබ౫ϓϫΠͶ״ઝͳं׳ඉ״ઝ
Ҳൢं׳Νࠠࡑͦ͠Ζ͞ͳͺඈ͜Ζ΄͘ͲͤɽͨͪΌ״ઝ
͗ं׳ӅͤΖබ౫Ͳͺɼ״ઝҐं׳Νफ༲Ͳ͘͵͏ʰඉՖ
ಉয়ସබ࣪ʱ͗ଡ͚ਫ਼ͤΖ͞ͳͶ͵ΕΉͤɽͨΓ͑͵য়ସ͗
ௗ͚କ͜ͻɼබӅܨӨΝѻയ͢ɼԈ͏ͱͺஏҮҫྏܩକΝ͖ڶ
ʁϤωρφ

ͤࣆସͶ͵Ε͖ΉͦΞɽ
ɻ͖͢͢බ౫ϓϫΠΝɼ״ઝΦϨΠͳҲൢΦϨΠͶؔۯదͶۯ

×

×

దͶ҈સͶʰʱͲ͘Ζͳͪ͢Δʹ͑Ͳ͢Β͖͑ɽ

×

ૌΊΚͦͲͲͪ͘බ౫ฑࡀ༽͗ߡ͓ΔΗΉͤɽϏϱυϝρέ

×

ɻͨ๏๑ͳ͢ͱɼྭ͓ͻਦ  Γ͑Ͷɼ͏͚͖ͯϤωρφ

࣎Ͷ֦Ϥωρφ࿕Ծࠞݫ෨ʤਦ  ʹʥͶ್॑χΠΝઅ
ड़པΗͻɼ״ઝ༽බ౫Ϥωρφͳ͢ͱʰʱͤΖ͞ͳ͗
ՆͲͤɽͪͫ͢ɼۯઅඍ༩ΌͨΗΝఈ͢ͱϤωρφຘͶ
݃ͤΖઅ͗ͳ͚͕͞ͱ͢ͳܯචགྷͲͤˠ ɽ
ɻΉͪɼਦ  Ҳ൬ԾਦΓ͑Ͷɼ಼෨Ͷ״ઝं׳༽Φ

×

ϪϗʖνΝઅͪ͢ϤωρφͲͺɼබ౫ͶࢺΖܨ࿑Ͳ״ઝ׳

×

×

×

ंͳͨΗҐͳं׳ંৰյඈͤΖ͞ͳ͗ՆͶ͵ΕΉͤɽ

ɻ Ϥ ω ρ φ  ܗබ ౫ ͺɼ ͍ ͚ Ή Ͳ Ҳ ͯ  ๏ ๑ Ͳ ͤɽ   ͵  ͺɼ
%H\RQG αϫψබӅઅͲܯͺɼϏϱυϝρέਫ਼࣎ҫྏܩକ
ͪΌɼ״ઝͨͳं׳ΗҐं׳ΝබӅ಼ͲʹΓ͑Ͷ҈સͶڠ
ଚͦ͠Ζ͖ɼͶͯ͏ͱࢬઅܯժ͖Δ༩Όߡ͓ͱ͕͚͞ͳ͗॑གྷ
Ͷ͵Ζͳ͏͑͞ͳͲͤɽ

×

×

×

×
×

ˠ ʁ͖Δɼ
ෳԮࢤཱི͞ʹබӅ
ʤෳԮݟෳԮࢤʀ জʥ ೧ҫྏෳࢳݒৈणৈ
࢝ࠅ͞ʹͳ͕ͳ͵ҫྏιϱνʖ
ʤߵઔݟવ௪࣋ࢤʀ জʥ ೧ҫྏෳࢳݒৈ६ৈणৈ
Յծࢤҫྏιϱνʖʤ੶ઔݟՅծࢤʀ জʥ
ઍୈࢤཱིබӅʤٸݟઍୈࢤʀ জʥ
ʤઅܯʁͤ΄ͱࢃԾઅܯʥ
ˠ ʁਦ  ͺϤωρφܗබ౫ฑྭͳ͢ͱࣖͪ͢ͲɼϏϱυϝρέ
࣎ۯΏ್॑χΠઅଲԢͺࡑݳͺߨͮͱ͏ΉͦΞɿ
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×

×

×
感染症患者
専用エレベータ

×

ਦ ɻϤωρφܗබ౫ˠ 

×

ᶙɿͳړɻ'LVWDQFH 6HSDUDWLRQ
ᶙʷ ɿλʖεϡϩʀυΡηνϱεϱήͳηϘʖηܯժ
ɻn͢͏ਫ਼ |༹ࣞخຌͺɼਕͳਕͳʰړʱΝ֮ฯͤΖ͞
ͳʻʰλʖεϡϩʀυΡηνϱεϱήʱͲͤɽΓͮͱ %H\RQG αϫ
ψͲͺɼλʖεϡϩʀυΡηνϱεϱήΝබӅؔۯઅܯϗʖη
Ͷ͚චགྷ͍͗ΕΉͤɽ

ɻΉͥͺືͶ͵Ε͗ͬ͵པ͵ʹଶؔۯݡ͗͢චགྷͲ͢Β
͑ɽཔଶ࣪Ͳͺɼ͞ΗΉͲͺϗϱοࣞҞࢢ͗ൔͻࣟͲ͢
ͪ͗ɼ͞ΗΝҲͳ͟ٯҞࢢͶร͓Ζ͵ʹ͢ͱɼؔं׳ړΝ֮
ฯͤΖචགྷ͍͗ΕΉͤɽ
ɻ͑͢ʹं׳ړΝ߁͝Ηͻɼଶ࣪ͺ͞ΗΉͲͳർ΄ͱ
֕ࢋͲ  ഔҐͳ͵Εɼͨɼݒઅαηφͺত͢ɼཔΉΚ
Εಊતௗ͚͵ͮͱ͢Ή͏ΉͤɽઅͲܯͺɼ͞ΗΝյඈͤΖΠ
υΠ͗චགྷͲͤɽ
ɻྭ͓ͻ͗ं׳ɼଶͯॶΝଶ࣪Ͷݸఈ͠ΗͥͶӅ಼͠Ή͡Ή
͵ॶͲଶͯ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑Ͷ͵Ηͻʹ͑Ͳ͢Β͑ɽ
ɻ
ɻࢴͪͬ͗અܯΝ୴ͪ͢ʰѬஎҫՌָබӅˠ ʤ ೧ॣʀ
ࣺਇ ʥʱͲͺɼਏࡱয়ڱ௪எɼਏࡱ;ݼड़͢௪எɼҫྏඇࢋܯ
௪எๅΝช࣊ʀԽʀ৾ಊͲं׳Ͷఽ͓Ζʰ࿊ཙ༽ܠଵε
ητϞʤࣺਇ ʥʱΝ͢ͱ͏Ήͤɽण࣎Ͷं׳Ͷܠଵ༽
Νୁड़͢ɼ௪৶ΦϨΠҕ಼Ͳ͍Ηͻɼं׳ͺʹ͞Ͷ͏ͱච
ࣺਇ ɻѬஎҫՌָસܢʤࡳӪ  ೧ʥ

གྷ͵ๅΝण͜खΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖͪΌɼଶ࣪Ͷ͢ͻΔΗͥɼྭ͓
ͻαϱϑωΏτϧη͵ʹଡ༹͵ॶͲଶͯ͞ͳ͗Ͳ͘ΖεητϞͲ
ͤʤࣺਇ ʥɽ
ɻ%H\RQG αϫψͲͺɼ͞Γ͑͵ๅεητϞʤ,27ʥ͗༽
ηϘʖηܯժ伶Ͷ͵ΖͲͺ͵͏͖ͳߡ͓ͱ͏Ήͤɽ

ࣺਇ ɻ࿊ཙ༽ܠଵεητϞ

ࣺਇ ɻѬஎҫՌָබӅଶηϘʖη

ˠ ʁѬஎݟௗٳघࢤʀ জʙ  ೧ҫྏෳࢳݒৈ६ৈणৈ
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ᶙɿͳړɻ'LVWDQFH 6HSDUDWLRQ
ᶙʷ ɿϏϱυϝρέ༽ؔۯฑ࣎ཤ༽
ɻࢬઅܯժ͖Δߡ͓ͪɼӅ಼έϧηνʖਫ਼Ν͛Ҳ
ิͺʰʱʻ״ઝं͍Ζ͏ͺ״ઝٛ͏͍ΖཔӅंӅ಼
ϩʖφݸఈͳ״ઝͤ༽࢘͗ं׳Ζؔۯʰ༽ԿʱͲͤɽ

ɻҲ๏ͲɼؖݲΏਏࡱ࣪ɼ࿕Ծʤಊતʥ͵ʹΝͶ״ઝ༽ं׳Ͷʰ
༽ԿʱͤΖ͞ͳͺɼࢬઅ༙ް༽Ώݒઅඇඇ༽ଲްՎ
͖ΔࣰݳదͲͺ͍ΕΉͦΞɽͨ͞Ͳߡ͓Ζ΄͘ͺɼ״ઝ͢ͳ༽ं׳
ͱϏϱυϝρέ࣎Ͷʰ༽Կʱ͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ؔۯΝɼฑ࣎
ͶͺҲൢं׳ཤ༽Ͳ͘ΖΓ͑ͶઅͤͲͳ͚͕͞ͱ͢ܯʤਦ ʥ
ɽ

ɻྭ͓ͻɼϏϱυϝρέ࣎ͶҲ๏Ν״ઝं׳༽ͤͳؖݲΖͪΌ
Ͷɼཔ༽ं׳कؖݲͺঙ͵͚ͳ್͖ॶɼดͦ͠ͱड़Ε
Νઅ͜ͱ͕͚͞ͳΏɼ
״ઝ͗ं׳ཤ༽ͤΖਏࡱ࣪Ώ࣪ࠬݗʤ&7 ࣪ʥ
ϩʖφͳ͵Ζ࿕ԾΝ߁͚અͲͳ͚͕͞ͱ͢ܯɼ࿕ԾԟͶ
ুཱིͱΝཱིͱͱಊતΝʰʱͪ͢Ͳໃཀྵ͵͚௪ߨͲ͘Ζ
Γ͑Ͷ͢ͱ͕͚͞ͳ͵ʹ͗ߡ͓ΔΗΉͤɽ
ɻΉͪɼҲਕҲਕݺพଶ࣪͗චགྷ͵ 3&5 ࠬݗण༽ंݗͶɼ
״ઝΦϨΠ಼ଈͶݺพଶ࣪Ͷ༽Ͳ͘Ζ෨Բʤฑ࣎ͺਏࡱ࣪

一般
エリア

Ώබ࣪͵ʹͳ͢ͱ࢘༽ʥΝ༩Ό༽қ͢ͱ͕͚͞ͳ༙ްͲ͢Β͑ɽ
ɻىΓ͑͵અܯͺɼ%H\RQG αϫψබӅͲͺඬ६ͳ͢ͱߡ͓
ͱ͕͚චགྷ͍͗ΖͲ͢Β͑ʤࣺਇ ʥɽ

感染
エリア

一般
エリア

（使用
せず）

平常時

感染
エリア

×

パンデミック発生時

一般
エリア

一般
エリア

感染
エリア

○

一時的に分離

ਦ ɻϏϱυϝρέ࣎༽ؔۯฑ࣎ཤ༽

1

2

1
ࣺਇ ɻཔؖݲ್͖ॶड़Ε

ʷʷ

2

ᶚɿ ״ઝ   ޜ3URWHFWLRQIURPLQIHFWLRQ
ᶚʷ ɿԜઝΦϨΠ֮Կ
ɻබӅͶͺɼέϨʖϱʤੜ݁ʥ͖ΔξʖτΡʤԜઝʥΉͲɼ͠Ή͡
Ή͵಼࣪ڧ෨Բ͗ଚࡑ͢Ήͤɽ͞ΗΉͲබӅઅͲܯͺɼं׳
ΏভಡࡃΊࡒؽΝԜઝ͖ΔʰޜʱͤΖͪΌɼघढ़࣪Ώԟࡒྋ࣪
͵ʹੜ݁͵෨ԲΝଠۢҮ͖Δؔۯద͖ͯۯదͶ͜Ζ͞ͳͶ
कءΝ͏ͱ͘Ήͪ͢ɽͯΉΕɼ
ʰੜ݁ΦϨΠʱʰޜʱΝదͶʰੜ
݁ΦϨΠʱͳʰͨଠΦϨΠʱͳ͏͑͜๏Ν͢ͱͪ͘ͳ͏͑͞
従来

アフターコロナ

ͳͲͤɽ

清潔
エリア

清潔
エリア

その他のエリア
その他のエリア

汚染エリア

ɻҲ๏ɼͨ͜๏ɼ
״ઝݱͺعͶʰޜʱࡃΊʰੜ݁ΦϨΠʱ
ΓΕʰͨଠΦϨΠʱͶଚࡑͤΖՆ͗߶͚ɼ״ઝϨηέͺ
ʰͨଠΦϨΠʱસରͶٶΞͲ͢Ή͑͞ͳͶ͵ΕΉͤʤਦ ʥɽ

ਦ ɻʰԜઝΦϨΠʱ֮Կ

ɻ%H\RQG αϫψබӅઅͲܯͺɼ״ઝϨηέΝʰೖదʱ͵
ͳ͢ͱଌ͓Ζචགྷ͍͗ΕΉͤɽͨͪΌɼॊཔΦϨΠ͜Ͷ
Յ͓ɼ͞ΗΉͲʰͨଠʱͳ͢ͱͽͳׇΕͲߡ͓ͱͪ͘ΦϨΠ͑ͬɼ
ಝͶ״ઝ͗ݱઞՆ߶͏ΦϨΠΝʰԜઝΦϨΠʱͳ͢ͱ֮
Ͷۢ͢ͱɼ
ʰੜ݁ΦϨΠʱͳಋ༹ɼۯμʖωϱήΏـۯੜౕʤԜ
ઝౕʥϪϗϩઅఈΝߨ͑͞ͳ͗॑གྷͶ͵ΖͲ͢Β͑ʤਦ ʥɽ

ࣺਇ ɻք౨๏،ՌҫӅ҈ఀӅˠ 

ɻ਼೧ɼࢴͪͬͺࠅͲɼͳͶ  জέϧηබӅઅܯΝ
 ݇ɼΆ·ಋ࣎غͶ͢ݩܨΉͪ͢ʤࣺਇ ʀʥɽͨͲɼࠅ
ͲͺɼӅ಼֦ॶ͖Δ൘ड़͠ΗΖԜઝϩʖφʤಊતʥΝଠΦϨ
Π͖ΔસͶͤΖ͗ࣟͲ͍Ζ͞ͳΝஎΕΉͪ͢ʤਦ ʥɽ
ͯΉΕɼ൘ૻϩʖφͺɼҲൢϩʖφͳԜઝϩʖφͶસͶ್
॑Կ͠ΗΖ͞ͳͶ͵ΕΉͤɽΉ͠ͶʰԜઝΦϨΠʱ֮ԿͲͤɽ
ɻΚ͗ࠅͲͺɼ͑͞͏್ͮͪ॑ԿͺɼްིΏݒઅαηφΝཀྵ༟
Ͷࡀ༽͢͵͏͞ͳ͗ଡ͚ɼԜઝΝϏρΫϱήͪ͢Ͳӣ͵ʹɼ
ӣ༽Ͳસ͵್॑ϩʖφԿΝඈ͜ΖܯժͳͤΖ͞ͳ͗Άͳ

ਦ ɻԜઝΦϨΠͳϩʖφʤಊતʥۢ
્यָҲҫӅฑߒӅ

ΞʹͲͤɽͨͪΌॵͺͥ͏Ξރ͏Ήͪ͗͢ɼ࣎͞ڢಉ͢
ͪࠅබӅઅͳंܯΝͤΖͲɼ͞Γ͑͵અܯࠞఊͶͺɼ
ʰӣ༽ͺรԿͤΖͲϨηέ؇ཀྵΝӣ༽ΊͶབΖͺݧثʱͳ
͏͑ࢧ͍͗Ζ͞ͳΝஎΕΉͪ͢ɽ
ɻ״ઝϨηέΝʰೖʱͳଌ͓Ζ %H\RQG αϫψබӅઅͲܯͺɼ
͑͞͏ͮͪߡ͓๏ࢂߡͶͤ΄͖͘͢ΗΉͦΞɽ

ࣺਇ ɻ્यָҲҫӅฑߒӅˠ̖

ˠ ʁસࠅ༑ऴݒఖઅܯϕϫζΥέφҲৈ क࠷ʁ՜ਕڠࠅʥ
ˠ̖ʁքࢤ༑ऴઅܯʀٗढ़ϕϫζΥέφࢀৈʤक࠷ʁքࢤࠬʀઅڢܯճʥ

ʷʷ

ᶚɿ ״ઝ   ޜ3URWHFWLRQIURPLQIHFWLRQ
ᶚʷ ɿ״ઝϨηέͳଲαϝϣωίʖεϥϱ
ɻ͞͞  ೧Άʹɼබ౫ηνρϓητʖεϥϱͺ๎߶͏Ψʖ
ϕϱࣞܙʤ࿕ԾͳؔͶΕปΝઅ͜͵͏ʥ͗कླྀͲͪ͢ɽͨ
क͵దͺɼं׳Ώ͕ݡ͏Պଔͳ͗ࢥޤ͢Ώ͚ͤͤΖ͞ͳɼ
ͯΉΕαϝϣωίʖεϥϱ࣯Ν͝Ζ͞ͳͲͤɽ
ɻڈཔ͘ࠒΓ͑͵ঘ͠͵૯͍ΖΕปΝΏΌɼΨʖϕ
ϱࣞܙηνρϓητʖεϥϱͳͤΖ͞ͳͲɼं׳ͳࢥޤΏՊଔ
ͳؔͲΏΕखΕͤΖๅ࣯֪͗ஊͶ͢ɼͨΗ͗ं׳ωʖ
θద֮͵ѴΏ҈સ֮ฯͶͯ͵͗ΕɼΉͪɼं׳҈״Νཊ͓
Ζͳ͏͑ৼཀྵްՎ͍ΖͳݶΚΗͱ͘Ήͪ͢ʤࣺਇ ʥ
ɽ

ɻҲ๏ɼ״ઝޜΝೖͳߡ͓Ζ %H\RQG αϫψබӅઅͲܯͺɼ
͞ΨʖϕϱࣞܙηνρϓητʖεϥϱͺɼΨʖϕϱͲ͍Ζ͗Α
͓Ͷඊວ״ઝࢯͲͺୌ͍͗Ζͳ͓ݶΉͤɽ͖͢͢ɼ͖ͫΔ
ͳͱͮݶɼΨʖϕϱͲࣞܙಚΔΗΖαϝϣωίʖεϥϱްՎΝ
ࣼͱɼڈཔถ࠱๏ࣞͶͤ΄͘Ͳͺ͵͏Ͳ͢Β͑ɽ

ɻ%H\RQG αϫψͲͺɼଲαϝϣωίʖεϥϱ࣯ͺ֮ฯͯ͢
ͯඊວ״ઝΝ͛અܯΠυΠ͗ٽΌΔΗΖͲ͢Β͑ɽࠕյ

ࣺਇ ɻΨʖϕϱࣞܙηνρϓητʖεϥϱ
๗ծॉ࣊බӅʤઅܯʁࢃԾઅܯʥ

αϫψՔɼճऀणΏαϱϑωΦϱηηφΠϪζ͵ʹͶݡ
ΔΗΖɼ͘ܗΠέϨϩ൚ΏϑωʖϩεʖφΝཤ༽ͪ͢ඊວ״ઝ
ࢯͺɼͪ͵υώηϏʖς͵ʹͳ͏ͮͪɼ͞Η͖Δ
ηνρϓητʖεϥϱυδϱΝߡ͓ΖϐϱφͶ͵Ζ͖͢Η
ΉͦΞʤࣺਇ ʀʥɽ

ࣺਇ ɻΠέϨϩ൚ͶΓΖඊວ״ઝࢯʤࢃԾઅܯຌऀʥ

ࣺਇ ɻϑωʖϩΩʖτϱͶΓΖඊວ״ઝࢯʤαϱϑωʥ

ʷʷ

ᶚɿ ״ઝ   ޜ3URWHFWLRQIURPLQIHFWLRQ
ᶚʷ̑ɿඉંৰͳࣙಊԿ
ɻΤϩη͗Ͷ͏͵͓ݡͲ͍ΖҐɼͶંৰΔ͵͏͞ͳ
ʤඉંৰʥͺɼ״ઝΝ͛Ͳ༙ް͵घஊͲͤɽҲ๏Ͳɼҫྏߨҟ
ΏӅਫ਼Ͳʹ͑͢ͱৰΔ͵͜Ηͻ͵Δ͵͏Ώ෨Ғͺࣰ֮
Ͷଚࡑ͢Ήͤɽ

ɻ%H\RQG αϫψබӅઅͲܯͺɼं׳Ώҫྏॊࣆं͗ʰघͲৰΖʱ
χΠखͮघΏघͤΕɼघજ͏ਭઘۜ۫Ώলηρο͵ʹΝ
ʹΓ͑ͶઅͤܯΖ͖ɼʹΓ͑͵ૌΊΏࡒྋΝમ
͖͗ΉͤΉͤ॑གྷͶ͵ΖͲ͢Β͑ɽ
ɻಝͶۛ೧ͺʰ߇ۗʱΝᨵ͑ݒࡒྋ਼͗ଡ͚ݡΔΗɼබӅݒ
અंܯͺͨࡀ༽Ͷ͍ͪͮͱɼ֦ʓݒࡒྋ͗ɼྭ͓ͻࠕյΓ
͑͵״ઝޜͶʹఖౕ༙ް͵͖Ͷͯ͏ͱɼΦϑυϱηΝ
࣍ͮͱઈͲ͘͵͜Ηͻ͵ΕΉͦΞɽ

ɻʰৰΔ͵͏અܯʱͲ࠹Ҳൢద͵๏๑ͺɼιϱγʖ͵ʹඉંৰ
๏ࣞͶΓΖʰࣙಊԿʱͲͤɽͨେනద͵ͶɼࣙಊχΠΏघજ
͏ࣙಊਭઘʤࣺਇ ʥ͍͗ΕΉͤ͗ɼୌͺ͞ΗΔΝࡀ༽ͤΖ
ࡏαηφͲͤɽ
ɻྭ͓ͻɼබ࣪घಊχΠʤӀ͘ރʥΝͤ΄ͱʰࣙಊԿʱͤΗͻɼ
͖֮Ͷ״ઝϨηέͺԾ͗ΕΉͤ͗ɼՁඨͳ͏਼͑ࣙಊχΠઅ
ͺɼݒઅαηφͺͬΘΞɼͨΗΝң࣍ͤΖͪΌϟϱτψϱηα
ηφෝ୴Νߡ͓Ζͳࠕͳ͞Θඉࣰݳదͳ͓ݶΉͤɽ

ɻαηφϱϏέφ͗͘͏ͳͺ͓ݶɼࣙಊԿͶΓΖʰඉંৰԿʱ
ͺ %H\RQG αϫψබӅઅܯ͘͵τʖϜͲͤɽ֦झʰࣙಊԿʱ
Ͷͯ͏ͱɼ״ઝϨηέఁݰްՎͳ͖͖ΖαηφώϧϱηͶͯ͏
ͱҫྏॊࣆंΏබӅܨӨγχͶ͖ͮ͢Εͳઈ͢ɼཀྵմΝಚͪ
ͲઅܯΝΌΖ͞ͳ͗ΉͤΉͤͶ͵ΖͲ͢Β͑ɽ

ࣺਇ ɻࣙಊԿʤʁࣙಊਭઘʀԾʁࣙಊχΠʥ

ʷ  ʷ

ᶚɿ ״ઝ   ޜ3URWHFWLRQIURPLQIHFWLRQ
ᶚʷ ɿ״ઝͱ͢ͳޜࣙષـ
ɻݒ಼Ͳ״ઝ͖Δं׳ΏҫྏॊࣆंΝʰޜʱͤΖͶͺɼـ
ྖΝଡ͚͢ͱ಼࣪Ԝઝ͠ΗͪـۯΝഋड़͢ɼળ͵ـۯͶ͘
͓Ζ͞ͳ༙͗ްͳݶΚΗΉͤɽ
ɻ͖͢͢͵͗Δɼ͞ΗΉͲබӅઅͲܯͺɼ಼࣪ۯʤԻౕʀౕ࣬ʥ
Ώـۯੜౕɼ࣪ѻʤ಼࣪ـۯѻʥΝؽփదͶαϱφϫʖϩͤ
Ζ͞ͳΝ༑͢ɼࣙષـͪΌ૯๎ͶͺۅదͲͺ͍ΕΉ
ͦΞͲͪ͢ɽ
ɻҲ๏ɼࣙષ෫Νཤ༽ͪ͢͏ΚΑΖࣙષـͺɼ෫ྖΏԻౕ࣬
αϱφϫʖϩͨ͞ೋ͢͏ɼචགྷ͵ΦϋϩάʖͺؽփـͶർ
΄֪ஊͶঙ͵͚ͱࡃͳ͏͑ϟϨρφ͍͗ΕΉͤɽ

ɻ%H\RQG αϫψබӅઅͲܯͺɼ״ઝޜͪΌـ॑གྷ
͗ࠕҐͶଁͤ͞ͳͶ͵ΖͲ͢Β͑ɽ͞ΗΉͲ಼࣪ڧؽփదα
ϱφϫʖϩͶଏΝ͏ͱͪ͘ߡ͓๏Ν͢ɼ֦ʓ෨Բ༽
Ώචགྷ͵಼࣪ڧϪϗϩΝઅܯஊͲ֮ͶͤΖ͞ͳͲɼࣙષ
͗ـՆ͖༙ͯްͳஇͲ͘ΗͻɼۅదͶखΕΗͱ͏͚͞ͳ
Νߡ͓Ζ΄͘Ͳ͢Β͑ʤࣺਇ ʥɽ

ࣺਇ ɻࣙષـΝखΕΗͪබ࣪

ˠ ʁෳԮݟ൩௫ࢤʙ  ೧ҫྏෳࢳݒৈणৈ

૱ͦ͘ଝιϱνʖˠ ʤઅܯʁࢃԾઅܯʥ

ʷ  ʷ

ᶛɿ໖ Ӻ ) ڧ DFLOLWLHVHQYLURQPHQWWRUDLVHLPPXQLW\
ᶛʷ ɿ໖ӺྙΝ߶ΌΖࢬઅڧ
ɻψοϱΰʖϩͺɼं׳Ͷৼਐෝ୴Ν͖ͥ͜ɼࣙं׳ਐ͗ຌཔ
࣍ͮͱ͏Ζ࣑༌ͤΖྙΝӀ͘ड़ͤࢬઅ͚ͰڧΕ॑གྷΝઈ͘Ή
ͪ͢ˠ ʤࣺਇ ʥɽ
ɻݳେͲɼৼஏΓ͚ϨϧρέηͲ͘Ζڧͺ໖ӺྙΏ࣑༌ྙΝ߶
ΌΖࡠ༽͍͗ΖͳݶΚΗͱ͕Εɼ״ઝϨηέΝʰೖదʱ͵ͳ
ଌ͓Ζ %H\RQG αϫψබӅઅͲܯͺɼࢬઅͳڧ໖Ӻྙͳܐؖ
ΝࠕҐͶߡ͓ͱ͏͚චགྷ͍͗ΖͲ͢Β͑ɽ

ɻ͞͞Ͳͺʰ໖ӺྙΝ߶ΌΖްՎΝ࣍ͮͪࢬઅڧʱΝʰ໖Ӻڧʱ
ͳ໌ͪ͜͏ͳࢧ͏Ήͤɽ
ɻྭ͓ͻɼֶ͠Ηͪถ࠻״࣪ݺ͏کͶӅͦ͡ΖΝಚ͵͏॑
״ઝं׳ʰ໖ӺڧʱͶͺɼϨϠʖφճεητϞΏγʖΩ
υΡΠϱলʤࣺਇ ʥɼݺพਭΉΚΕઅ͵ʹɼࣰ֮Ͷ״ઝ
͗ޜՆͲɼ͖ͯऀ͗ं׳ճͳ͗ܪΕΏೖਫ਼ϨθϞΝҲ
ఈఖౕң࣍Ͳ͘ΖΓ͑͵͗චགྷͲ͢Β͑ɽ
ɻΉͪɼյܑͶ͍Ζं׳ͶͺɼཌྷΏࢆิɼ͑͢ʹं׳ճ
ࣺਇ ɻψοϱΰʖϩබ౫

͵ʹɼ״ઝΝͯͯ͢ޜɼΓΕʰೖʱͶۛ͏ਫ਼ڧΝ͓Ζ͞
ͳ͗Ͳ͢Β͑ɽ

ɻ״ઝͱ͢ͳޜʰʱΏʰޜʱబఊ͗ɼ݃Վͳ͢ͱं׳
ʁ ʛ ʁ
߶͏লౕͳ৯ԻౕͲ
ְΌΝγϛʖφ

Ώҫྏॊࣆं͗ถ࠻״Ώ҈״Νְ͓ΖࢬઅڧΝࡠͮͱ͢Ή͑Γ
͑ͲͺຌౙͲͤɽ%H\RQG αϫψබӅઅͲܯͺɼ״ઝͳޜ
໖ӺྙΝ߶ΌΖްՎΝญͦ࣍ͯࢬઅ͚ͰڧΕΝߡ͓ͱ͏͚චགྷ͗
͍Ζͳߡ͓Ήͤɽ

ʁ ʛ ʁ
লౕͳ৯ԻౕΝΏΏཊ
͓ͪೖ಼࣪

ʁ ʛ ʁ
লౕͳ৯ԻౕΝԾ͝Ζ
͞ͳͲཚͬ͏ͪ৺
͘Ώͤ͏ฉҕـ

ˠ ʁψοϱΰʖϩͺࣙਐஸॽʰබӅְ͓ॽʱͲɼnྒྷ͏බ౫ͳͺɼ͖ݡ
ࣺਇ ɻγʖΩυΡΠϱলΝࡀ༽ͪ͢බ࣪
ѬஎҫՌָබӅʤઅܯʁࢃԾઅܯʥ

͗͜ྒྷ͏͞ͳͲ͵͚ɼं׳Ͷ࣎ɼળ͵ޭͳـۯɼͨΗͶ͑న͵
࣪ԻΝ͑͢ڇڛΖߑଆ| ͳफ़΄ͱ͏Ζɿ

ʷ  ʷ

͕ Κ Ε Ͷ ɻ,QFRQFOXVLRQ
ɻ%H\RQG αϫψබӅݒɼ͍Ζ͏ͺබӅઅܯͺʹ͍͑Ζ΄͖͘ɼ
͞ΗͶͺࠕͳ͞ΘࢴͪͬͶ֮͵͓ͺ͍ΕΉͦΞɽ
ɻ͖͢͢ɼࠕյ͞ͳΝ͖ͮ͘͜ͶɼබӅઅܯͶ͞ΗΉͲͳҡ͵
Ζͪ͵ϏϧξϞ͗ٽΌΔΗΖ͞ͳͶ͵ΖͺΔ͖Ͳͤɽαϫ
ψՔҐͶകͮͱͪ͘எݡΏݩܨΝ͖ͯͯ͢ɼҲ๏Ͳࠕʰ
ʤઅ
ܯʥࣟʱͶͳΔΚΗ͵͏ɼබӅݒʀබӅઅܯʰ͢͏ߡ͓๏ʱ
͗චགྷͲͤɽ

ɻͪͫͨ͢ΗͺࢴͪͬઅͲͫ͜ंܯΕ͝Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ΖͲ
ͺ͍ΕΉͦΞɽࠕյΓ͑͵ϏϱυϝρέΝ࠹તͲ͠ݩܨΗͪҫ
ྏॊࣆंΏබӅӣӨʀ؇ཀྵΝ୴͑๏ʓ͕ྙΝईΕΖචགྷ͍͗Ε
Ήͤɽ

ɻࢴͪͬͺ͞ΗΉͲɼබӅઅͲܯͺӣӨ؇ཀྵंΏҫྏॊࣆं
๏ʓͳॉ͵αϝϣωίʖεϥϱ͗࠹Ͳ͍Ζͳߡ͓ͱ͘Ή
ͪ͢ɽྒྷ͵αϝϣωίʖεϥϱͳɼ͍Ζ΄͘ࢡΝҲॻͶߡ͓
ͱ͏͚͞ͳͨ͗͞ɼ࣎େΏωʖθͶͮͪබӅݒͰ͚ΕͶͯ͵͗
Ζͳ৶ͣɼͨΓ͑ͶखΕૌΞͲ͘Ήͪ͢ɽ
ɻ%H\RQG αϫψ࣎େͶ͵ͮͱͨࢡͺรΚΕΉͦΞɽ͢
Θາͫ୯͓Ν࣍ͪ͵͏࣎େ͖ͫΔͨ͞ɼͨΓ͑͵ࢡ͗
ͫͳߡ͓ͱ͏Ήͤɽ
ɻ
ɻཔΖ΄͘ %H\RQG αϫψ࣎େබӅʰࡑΖ΄͘ࢡʱΝɼබӅ
ӣӨʀ؇ཀྵΝ୴͑๏ʓΏݳҫྏॊࣆं๏ʓͳҲॻͶߡ͓ɼ
ҲॻͶ͚ͯͮͱ͏͚͞ͳɼͨΗ͗ࢴͪͬබӅઅंܯ࢘ໍͲ͍Εɼ
͞Η͖Δ࣎େͶՎͪͤ΄͘ༀׄͫͳ৶ͣͱ͏Ήͤɽ
 ೧  ݆ˠ
ࢃԾઅܯබӅݒϕϫζΥέφοʖϞ

※：本論は、この度のコロナ禍を受け、2020 年 6 月に弊社ホームページに
発表したものを一部加筆修正したものです。

ʷ  ʷ

ʷ  ʷ

Beyond コロナ、
変わる病院設計

ԟӻ

１. 山下設計の「提 案」

「多様化」する
病院建築

２. 山下設計の「仕 事」

病院を設計する、
ということ

ԟӽӽ

ʷ  ʷ

３. 山下設計の「思 考」

ʷ  ʷ

1997

1995

1991

医療福祉建築賞
（旧 病院建築賞）

主催：一般社団法人
日本医療福祉建築協会

長岡赤十字病院

市立岸和田市民病院

明石市立市民病院

ʀݟ׃ௗԮࢤʙ  জ
ʀࡗැ؝ీࢤʙ  জ
ʀҫྏෳࢳݒৈ  णৈɿ ʀҫྏෳࢳݒৈʤ ڈබӅݒ
ӿٺغҫྏΝ୴͑ɿ
ৈʥ णৈɿ

2014

2014

四国こどもとおとなの
総合せき損センター
医療センター
ʀߵઔݟવ௪࣋ࢤʙ  জ
ʀҫྏෳࢳݒৈ  ६ৈण
ৈɿ̐ͯࠅཱིබӅ౹ɿ

ʀฎݟށ੶ࢤʙ  জ
ʀҫྏෳࢳݒৈʤ ڈබӅݒ
ৈʥ णৈɿ

2003

宮城県立こども病院

ʀٸݟઍୈࢤʙ  জ
ʀෳԮݟ൩௫ࢤʙ  জ
ʀҫྏෳࢳݒৈ  णৈɿ ʀҫྏෳࢳݒৈ  णৈɿ
ं׳ಝ͖Δබ౫ͺฑԲɿ
үҫྏΝ॑ࢻͪ͢ܯժɿ

2014

福岡市立こども病院

2014

愛知医科大学病院

ʀѬஎݟௗٳघࢤʙ  জ
ʀෳԮݟෳԮࢤʙ  জ
ʀҫྏෳࢳݒৈ  णৈɿ ʀҫྏෳࢳݒৈ  ६ৈण
ྣંŷŠŬƆŭƁŬƆŲśťઅܯɿ
ৈɿ߶ౕҫྏΝ୴͑ɿ

1975

ＢＣＳ賞

主催：一般社団法人
日本建設業連合会

埼玉県立がんセンター（旧）
ʀݟۆଏཱི܌ʙ  জ
ʀ̙̪̚ৈʤ  յ  ೧ʥ
णৈ ॶڂݜΝญઅɿ

ʷ  ʷ

全室個室

救命救急

2006

2016

名古屋セントラル病院

加賀市医療センター

ʀѬஎݻ໌ݟԲࢤʙ  জ
ʀ͏͚ͬʰસ࣪࣪ݺʱΝࣰݳ
ͪ͢໌ݻԲӼؔබӅɿ

ʀ੶ઔݟՅծࢤʙ  জ
ʀࢤཱིබӅͲͺસࠅͲॵΌͱ
ʰસ࣪࣪ݺʱබӅɿ

2003

2004

兵庫県災害医療センター

岐阜大学医学部附属病院

2007

帝京大学医学部附属病院

〈高度救命救急センター〉
〈高度救命救急センター〉
〈高度救命救急センター〉
ʀฎݟށਈࢤރʙ  জ
ʀززݟࢤʙ  জ
ʀ౨ښ൚ۢڰʙ  জ
ʀਔࡄ܉گΝ͖ͤસࠅॵ ʀ߶ౕٺغҫྏΝ୴͑ࠅཱི ʀྣંΫϡϱϏηͳືંͶ࿊ܠ
࣑ࣙରཱིࡄ֒ҫྏιϱνʖɿ
ָָබӅɿ
ͤΖৼܗָබӅɿ

2007

長崎大学病院

2014

愛知医科大学病院

2018

埼玉石心会病院

〈高度救命救急センター〉
〈高度救命救急センター〉
ʀௗݟௗࢤʙ  জ
ʀѬஎݟௗٳघࢤʙ  জ
ʀࢤࢃڳݟۆʙ  জ
ʀೖຌͲ࠹࢛ྼ͏ݻΝ༙ͤΖ ʀ໌ݻԲݏౕ߶;ٶٺٻ ʀٺٻɼ१حɼͶಝԿͪ͢
ҫָ෨බӅɿ
ҫྏΝ୴͑ɿ'+ خஏɿ
߶ౕٺغබӅɿؔබӅɿ

2018

前橋赤十字病院

2025〈予定〉

名古屋市立大学病院

〈高度救命救急センター〉 救急・災害医療センター
ʀ܊ഇݟࢤڰʙ  জ
ʀѬஎݻ໌ݟԲࢤʙ  জ
ʀ'+ خஏɿοϊʖέՆ ʀೖຌҲٺٻʀࡄ֒ҫྏιϱ
͵ϖϨϛʖφඍɿ
νʖΝࢨ͢ܯժɿ

ʷ  ʷ

2012

2003

2001

ジャフナ教育病院

ダバオ
ハッサンサディキン病院
メディカルセンター

ʀηϨϧϱΩζϡϓψࢤʙ  জ
ʀηϨϧϱΩ෨य༏Ҳφρ
ϕʀϨϓΟϧϩබӅɿ

ʀϓΡϨϒϱξώΨࢤʙ  জ
ʀಋࠅͲ  ൬Ͷ͘͏ϝϱξ
ψΨౣφρϕʀϨϓΟϧϩබӅ 

2016

ʀϱχϋεΠώϱχϱࢤʙ  জ
ʀζϡϭयφρϕʀϨϓΟ
ϧϩʤҫྏ࿊ܠʥබӅɿ

2015

2016

上海東方肝胆外科医院
蘇州大学附属第一医院
カラチ小児病院
安亭新院
平江分院
ʀࠅքࢤʙ  জ
ʀࠅ્यࢤʙ  জ
ʀસࠅ༑ऴݒఖઅܯϕϫ ʀք༑ऴݒఖઅܯϕϫ
ζΥέφҲৈणৈʤʥ
ɿ
ζΥέφࢀৈʤʥ
ɿ

2019

日本モンゴル教育病院

ʀϏΫηνϱΩϧοࢤʙ  জ
ʀϏΫηνϱ࠹ࢤͲ͍Ζ
ΩϧοײخঘࣉබӅɿ

2016

2017

哈爾濱医科大学
ジャクメル病院
付属第四病院北区分院

ʀϠϱβϩΤϧϱώʖφϩࢤʙ  জ
ʀࠅᄔ࣒ᖝࢤʙ  জ
ʀϠϱβϩॵָබӅɼ ʀබӅͳ  ຬᶹ߶ྺंे
ໃঊࣁۜྙڢϕϫζΥέφɿ
ʶղࢬޤઅ ๏Ҍઅ ܯɿ

ʀύοζϡέϟϩࢤʙ  জ
ʀஏਔͲඅࡄͪ͢ײخබӅΝ
ಋࠅॵ໖ਔߑଆͲ࠸ݒɿ

2024〈予定〉

2020

ヤンゴン新専門病院

マグウェイ総合病院

ʀϝϡϱϜʖϢϱβϱࢤʙ  জ
ʀϝϡϱϜʖ࿊ڠࠅॵ१
׳࣮حٺغබӅɿ

ʀϝϡϱϜʖŷŠƆśŒŚࢤʙ  জ
ʀϜήΤΥࢤײخබӅघ
ढ़  ٺٻ෨ଁܯժɿ

ʷ  ʷ

海外の医療施設

多様な発注方式 1

2013

2014

2015

DB（デザイン・ビルド＝設
計施工一括）方式〈実施設
計以降型〉
基本設計を設計事務所、実
施設計と施工を他の設計事
務所と施工者の JV が受注．

埼玉県立がんセンター（新） 大崎市民病院

ＪＲ広島病院
（旧 広島鉄道病院）

ʀݟۆଏཱི܌ʙ  জ
ʀٸݟࢤʙ  জ
ʀ߁ౣ߁ݟౣࢤʙ  জ
ʀ ೧અࢬઅ͓ͱݒɼ ʀࢤʤઍୈࢤ NPʀ ʀ߁ౣӼͶͯݒɼ͗Ξ࣑ྏͶ
ͳڈฒऀ͗અܯΝ୴ɿ
ਕ  ຬʥࢤබӅɿ
کΊΝ࣍ͯٺغබӅɿ

2022〈予定〉

2018

2023〈予定〉

北九州市立八幡病院

大阪はびきの
横須賀市新市立新病院
医療センター

ʀෳԮݟ۟यࢤʙ  জ
ʀঘࣉٺٻΝ఼॑Ͷ͚ɼ۟
यࢤ෨ҫྏݏ֫බӅɿ

ʀࡗැӍӬࢤʙ  জ
ʀࡗැحٷݼɼ͗Ξɼ״
ઝ֫බӅɿ

2025〈予定〉

東京慈恵会医科大学
附属第三病院
ʀ౨ࢤߒࠑښʙ  জ
ʀஏҮҫྏ߫͗ݛτʖϜ
Ҳͯͳ͵ΖָබӅɿ

ʷ  ʷ

ʀਈઔݟԥਤծࢤʙ  জ
ʀԥਤծࢀ;ٶӞൔౣ෨ஏۢ
ޮཱི֫බӅܯݒժɿ

2021

2017

2016

多様な発注方式 2
DB（デザイン・ビルド＝設
計施工一括）方式
設計事務所と施工者がコン
ソーシアムを組み、基本設
計段階から設計・監理業務
を受注．

くまもと県北病院

市立八幡浜総合病院

加賀市医療センター

ʀۿຌࢤ໌ۆݟʙ  জ
ʀ1+.ʰ͏ͫͱΞʱୈʻۿ
ຌݟݏ໌ۆҮ֫බӅɿ

ʀѬඦൂݟാශࢤʙ  জ
ʀ༙ݳਏྏؽӪڻΝ࠹ঘ
ݸͶͤΖීஏ಼ܯݒժɿ

ʀ੶ઔݟՅծࢤʙ  জ
ʀࢤཱིබӅͲͺસࠅͲॵΌͱ
ʰસ࣪࣪ݺʱබӅɿ

2016

2018

2016

多様な発注方式 3
ECI（アーリー・コントラク
ター・インボルブメント＝
早期施工者関与）方式
基本設計後早期に施工予定
者を決め、技術協力を得な
がら実施設計を進める．

茨城県
東葛病院
西部メディカルセンター

とちぎメディカル
センターしもつが

ʀἜݟஞࢤʙ  জ
ʀஏҮҫྏ࠸ฦܯժͶࢤ͚Ͱخ
ཱཱིིݟ;ٶබӅ౹බӅɿ

ʀತݟತࢤʙ  জ
ʀஏҮ̑බӅ࠸ฦ౹ܯժͶ
͘Ͱخઅ͠Ηͪ֫බӅɿ

ʀએཁࢤࢃླྀݟʙ  জ
ʀླྀࢃιϱφϧϩϏʖέӼͶ
ཱིஏͤΖؔٺغබӅɿ

2018

埼玉石心会病院
ʀࢤࢃڳݟۆʙ  জ
ʀٺٻɼ१حɼͶಝԿͪ͢
߶ౕٺغබӅɿؔබӅɿ

ʷ  ʷ

大学病院

2002

2003

2004

東海大学医学部付属
名古屋市立大学病院
八王子病院

岐阜大学医学部附属病院

ʀ౨ൂښԨࢢࢤʙ  জ
ʀൂԨࢢ̠͚ۛ̚Ͷཱིஏ  ஏ
ҮҫྏΝࢩ͓ΖָබӅɿ

ʀززݟࢤʙ  জ
ʀ߶ౕٺغҫྏΝ୴͑ࠅཱི
ָָබӅɿ

ʀѬஎݻ໌ݟԲࢤʙ  জ
ʀ߶ౕҫྏΝ୴͑໌ݻԲ
ࢤݏ֫ҫྏؖؽɿ

2007

2007

2011

帝京大学医学部附属病院

長崎大学病院

金沢医科大学
氷見市民病院

ʀ౨ښ൚ۢڰʙ  জ
ʀྣંΫϡϱϏηͳືંͶ࿊ܠ
ͤΖৼܗָබӅɿ

ʀௗݟௗࢤʙ  জ
ʀೖຌͲ࠹࢛ྼ͏ݻΝ༙ͤΖ
ҫָ෨බӅɿ

ʀ੶ઔݟතࢤݡʙ  জ
ʀޮઅӨԿͶΓΕۜୖҫՌ
ָ͗ӣӨͤΖࢤබӅɿ

2014

2012

2016

筑波大学附属病院

愛知医科大学病院

蘇州大学附属第一医院
平江分院

ʀἜࢤͻ͚ͯݟʙ  জ
ʀخຌઅܯΝ୴ͲࣰࢬઅܯҐ
̧̝̠߳ɿڈබӅऀઅ ܯ

ʀѬஎݟௗٳघࢤʙ  জ
ʀҫྏෳࢳݒৈ  ६ৈण
ৈɿ߶ౕҫྏΝ୴͑ɿ

ʀࠅ્यࢤʙ  জ
ʀք༑ऴݒఖઅܯϕϫ
ζΥέφࢀৈʤʥɿ

2025〈予定〉

東京慈恵会医科大学
附属第三病院
ʀ౨ࢤߒࠑښʙ  জ
ʀஏҮҫྏ߫͗ݛτʖϜ
Ҳͯͳ͵ΖָබӅɿ

ʷ  ʷ

2001

2003

1997

公的病院 1
日本赤十字社

神戸赤十字病院

原町赤十字病院

長岡赤十字病院

ʀฎݟށਈࢤރʙ  জ
ʀ಼̑ݟॉ࣊බӅҲͯɿݟ
ࡄ֒ҫྏιϱνʖΝญઅɿ

ʀ܊ഇ܌࠼ޙݟʙ  জ
ʀ-5 ݬௌӼۛྣͶཱིஏͤΖ
ॉ࣊බӅɿ

ʀݟ׃ௗԮࢤʙ  জ
ʀҫྏෳࢳݒৈ  णৈɿ
ӿٺغҫྏΝ୴͑ɿ

2008

2006

2007

静岡赤十字病院

浜松赤十字病院

名古屋第二赤十字病院

ʀ੫Ԯݟ੫Ԯࢤʙ  জ
ʀ੫Ԯࢤৼ෨Ͷ͍Ζ੫Ԯ಼ݟ
̓ͯॉ࣊බӅҲͯɿ

ʀ੫Ԯݟශনࢤʙ  জ
ʀශࢤͶ͍Ζ੫Ԯ಼ͯ̓ݟ
ॉ࣊බӅҲͯɿ

ʀѬஎݻ໌ݟԲࢤʙ  জ
ʀࢤ಼Ͳ 3,&8 Ν࣍ͯ̐බӅ
Ҳͯɿ௪সʰൂࣆೖʱɿ

2019

2018

2010

芳賀赤十字病院

前橋赤十字病院

旭川赤十字病院

ʀತݟਇԮࢤʙ  জ
ʀ೧ؔ  ୈٺٻऄΝण
͜ΗΖݟ౨֫බӅɿ

ʀ܊ഇݟࢤڰʙ  জ
ʀ'+ خஏɿοϊʖέՆ
͵ϖϨϛʖφඍɿ

ʀքಕѶઔࢤʙ  জ
ʀʰҫྏࢩޤԋϒέφήϧϞʱ
ΝҌɼસࠅͲॵΌͱࣰݳɿ

ʷ  ʷ

公的病院 2

1988

1992

1992

ＪＡ厚生連
厚生農業協同組合連合会

JA 北海道厚生連

JA 北海道厚生連

JA 栃木厚生連

旭川厚生病院
ʀքಕѶઔࢤʙ  জ
ʀѶઔࢤ಼;ٶಕஏҮٺ
غҫྏΝ୴͑බӅɿ

ʀತݟ൚ࢤʙ  জ
ʀ ೧͖Δࠅࡏҫྏෳࢳ
ָԚ୫බӅɿ

1998

1994

JA 北海道厚生連

遠軽厚生病院

塩谷総合病院（旧）

ʀքಕพ܌ʙ  জ
ʀಕ಼Ͷ  ࢬઅ͍Ζ -$ ਫ਼࿊
અබӅҲͯɿ

2007

JA 北海道厚生連

JA 秋田厚生連

札幌厚生病院

網走厚生病院

平鹿総合病院

ʀքಕࡵຊࢤʙ  জ
ʀಕ಼Ͷ  ࢬઅ͍Ζ -$ ਫ਼࿊
અබӅҲͯɿ

ʀքಕૺࢤʙ  জ
ʀಕ಼Ͷ  ࢬઅ͍Ζ -$ ਫ਼࿊
અබӅҲͯɿ

ʀवీݟԥघࢤʙ  জ
ʀݟೈ෨ԥघ್࣏ҫྏݏٺ
غҫྏΝ୴͑֫බӅɿ

2012

2021

JA 岐阜厚生連 岐阜・西濃医療

JA 大分県厚生連

鶴見病院

センター 岐北厚生病院

ʀݟพැࢤʙ  জ
ʀزࢤݟࢃݟʙ  জ
ʀஏҮใׇίΠͶ͕͜Ζҫྏʀ ʀ-$ زਫ਼࿊͗ӣӨͤΖࢃ
ղޤ૱ιϱνʖɿ
ࢤݟΝେනͤΖҫྏؖؽɿ

ʷ  ʷ

2001

1994

1990

公的病院 3
恩賜財団 済生会

埼玉県済生会 鴻巣病院

石川県済生会 金沢病院

大分県済生会 日田病院

ʀ߷ݟۆ૧ࢤʙ  জ
ʀસࠅࡃਫ਼ճͲ༏ҲਈՌ
ୱՌබӅɿ

ʀ੶ઔࢤୖۜݟʙ  জ
ʀ؉ίΠබ౫Ν࣍ͯۜୖࢤ
ޮదײخබӅҲͯɿ

ʀݟೖీࢤʙ  জ
ʀ ೧અݟ෨ҫྏݏ
ٺغҫྏ֫බӅɿ

2025〈予定〉

2003

2015

三重県済生会 松阪病院

三重県済生会 明和病院

ʀࢀ॑ݟনࡗࢤʙ༁  জ
ʀஏҮٺغҫྏΝ୴಼͑ݟ
̐ͯࡃਫ਼ճබӅҲͯɿ

ʀࢀ॑ݟଡ܌ـʙ  জ
ʀݟԾ࠹وໝϨύϑϨτʖ
εϥϱͶಝԿܗබӅɿ

1996

1992

公的病院 4
北海道社会事業協会

北海道社会事業協会

北海道社会事業協会

北海道社会事業協会

洞爺病院

小樽病院

余市病院

ʀքಕҀీ܌ʙ  জ
ʀքಕऀճࣆڢۂճ͗ӣӨͤ
Ζಕ಼̕බӅҲͯɿ

ʀքಕঘḼࢤʙ  জ
ʀքಕऀճࣆڢۂճ͗ӣӨͤ
Ζಕ಼̕බӅҲͯɿ

ʀքಕ༪ࢤࢤʙ  জ
ʀքಕऀճࣆڢۂճ͗ӣӨͤ
Ζಕ಼̕බӅҲͯɿ

ʷ  ʷ

専門医療施設 1

1987

1975

1992

・がんセンター

宮城県立がんセンター
埼玉県立がんセンター（旧） 県立がんセンター
新潟病院
ʀݟۆଏཱི܌ʙ  জ
ʀࢤ׃ݟ׃ʙ  জ
ʀ̙̪̚ৈʤ  յ  ೧ʥ ʀસࠅͶۨ͜ͱ  ೧Ͷઅ
णৈ ॶڂݜΝญઅɿ
ཱིɼ ೧Ͷસրɿ

ʀٸ໌ݟखࢤʙ  জ
ʀ;ٶॶڂݜ؉ίΠබ౫Νญ
અ͢ɼබӅྡজͳືંͶ࿊ܠɿ

2013

2011

埼玉県立がんセンター（新）
がん・感染症センター
都立駒込病院
ʀ౨ښชۢښʙ  জ
ʀ3),ʤસրरʥઅ୴ܯ  ͗
Ξʀ״ઝ߶ౕබӅ 

専門医療施設 2

2001

ʀݟۆଏཱི܌ʙ  জ
ʀ ೧અࢬઅܯݒժɼ
ͳڈฒऀ͗અܯΝ୴ɿ

2002

2012

・精神科病院

専門医療施設 3

埼玉県済生会 鴻巣病院

新潟県立
東京都立松沢病院
精神医療センター

ʀ߷ݟۆ૧ࢤʙ  জ
ʀસࠅࡃਫ਼ճͲ༏ҲਈՌ
ୱՌබӅɿ

ʀݟ׃ௗԮࢤʙ  জ
ʀ಼ݟ׃༏ҲޮཱིਈՌ
බӅʤڈস  ༖ٳʥɿ

2006

2016

ʀ౨ీښ୫ۢʙ  জ
ʀ3),ʤීஏ಼ݒʥ&05 Ν୴ɿ
ਈՌҫྏ߶ౕබӅɿ

2018

・その他
・女性クリニック
・循環器専門病院
・陽子線治療施設

女性クリニック
仙台循環器病センター
We ！ Toyama

成田記念陽子線センター

ʀࢃݟࢃࢤʙʷজ
ʀ:H ͺ :RPHQ V(PSRZHUPHQW
ʤঃΝ͜ͰـݫΖʥқɿ

ʀѬஎݟࢤڰʙʷজ
ʀ౨քஏۢͲͺॵؔཇࢢ
ત࣑ྏࢬઅɿ

ʀٸݟઍୈࢤʙ  জ
ʀ ೧અ१حබ
Ӆɼ݊ਏιϱνʖΝญઅɿ

ʷ  ʷ

2019

2009

1987

専門医療施設 4
・リハビリテーション施設

神奈川県総合
イムス板橋
リハビリテーションセンター リハビリテーション病院

横浜市総合
リハビリテーションセンター

ʀਈઔݟࢤʙ  জ
ʀҫྏͳෳࢳ͗࿊ͤܠΖ૱Ϩ
ύϑϨτʖεϥϱࢬઅ܊ɿ

ʀਈઔݟԥශࢤʙ  জ
ʀஏҮϨύϑϨτʖεϥϱڎ
఼ɼ߁͏γʖϑηΝڛɿ

ʀ౨ښ൚ۢڰʙ  জ
ʀ,06 ήϩʖϕյغϨύϑ
ϨτʖεϥϱබӅɿ

2024〈予定〉

千葉県
リハビリテーションセンター
ʀએཁݟએཁࢤʙ  জ
ʀྚΝਫ਼͖ͤʰఁܗʱࢬઅ
ΝҌ  ࢬݳઅฒऀ͗અܯɿ

2014

1988

2003

専門医療施設 5
・小児医療専門病院

宮城県立こども病院
四国こどもとおとなの
医療センター
ʀߵઔݟવ௪࣋ࢤʙ  জ
ʀҫྏෳࢳݒৈ  ६ৈण
ৈɿ̐ͯࠅཱིබӅ౹ɿ

千葉県こども病院

ʀએཁݟએཁࢤʙ  জ
ʀٸݟઍୈࢤʙ  জ
ʀҫྏෳࢳݒৈ  णৈɿ ʀݟঘࣉҫྏৼదༀׄɼ
ঘࣉ߶ౕҫྏΝڛɿ
үҫྏ॑ࢻͳࣰભɿ

2014

福岡市立こども病院
ʀෳԮݟෳԮࢤʙ  জ
ʀҫྏෳࢳݒৈ  णৈɿ
ྣંŷŠŬƆŭƁŬƆŲśťઅܯɿ

ʷ  ʷ

公立病院

1991

1994

1997

※前掲を除く

沖縄県立北部病院

市立三次中央病院

宮崎県立日南病院

ʀԯೆࢤޤ໌ݟʙ  জ
ʀ໌ࢤޤΝৼͳͪ͢ݟ෨
߶ౕٺغҫྏΝ୴͑ɿ

ʀ߁ౣࢤ࣏ࢀݟʙ  জ
ʀஏҮٺغҫྏΝ୴͑ࢀ࣏
ࢤݏҮ֫බӅɿ

ʀݟٸೖೈࢤʙ  জ
ʀݟೈ෨֫බӅɼஏҮ͗Ξ
ਏྏ࿊఼ڎܠබӅͶࢨఈɿ

2001

2004

2006

新宮市立医療センター

深川市立病院

新潟県立新発田病院

ʀՐࢃࢤٸݟʙ  জ
ʀࢤٸΝৼͳͪ͢߁͵ݏ
ҮٺغҫྏΝ୴͑බӅɿ

ʀքಕઔࢤʙ  জ
ʀքಕۯஎҫྏݏ֫Ν
୴࣑͑ࣙରබӅҲͯɿ

ʀݟ׃ీࢤʙ  জ
ʀݟౕ߶ͳٺٻҫྏΝ
୴͑ײخබӅɼߏָޤญઅɿ

2007

2010

2011

市立福知山市民病院

公立福生病院

滝川市立病院

ʀښැෳஎࢃࢤʙ  জ
ʀࠅཱིබӅ͗ਐɼࢤٺ
غҫྏΝ୴͑ࢤබӅɿ

ʀ౨ښෳਫ਼ࢤʙ  জ
ʀعଚਏྏؽӪͳڻՀઅ
ݒΝ࠹ঘͶͪ͢ܯݒժɿ

ʀքಕઔࢤʙ  জ
ʀքಕۯஎҫྏݏ֫Ν
୴࣑͑ࣙରබӅҲͯɿ

2013

沖縄県立宮古病院

2013

岐阜市民病院

ʀززݟࢤʙ  জ
ʀԯೆݻٸݟౣࢤʙ  জ
ʀݒΝୈ෫͖ΔޤΕɼೖࠫ͢ ʀعଚݒΝ  Ͳͳ͞  ͛ޏՆ
ͳ͵Ζ̑' ܯݒժ 
ΝͤޜΖʰۧରϩʖώʖʱɿ

ʷ  ʷ

2014

仙台市立病院
ʀٸݟઍୈࢤʙ  জ
ʀ ݩܨΝࣰै͖ͪ͢
ࡄ֒࣎ਏྏؽɿ

2015

2015

2014

公立病院

※前掲を除く

新潟大学地域医療教育
川崎市立井田病院
センター・魚沼基幹病院

西予市立西予市民病院

ʀݟ׃ೈڗবࢤʙ  জ
ʀ૱ਏྏΝ॑ࢻ͢ҫྏگү
୴͑ஏҮ֫ٺغබӅɿ

ʀѬඦݟ༩ࢤʙ  জ
ʀસͱබজΝ  ϓϫΠʤ 
ޤୱҒʥͶॄ༁ɿ

2018

ʀਈઔݟઔࢤʙ  জ
ʀعଚਏྏؽӪڻΝ࠹ঘ
ݸͶͪ͢ݳஏܯݒժɿ

2015

2016

高松市立みんなの病院

瀬戸内市立
公立西知多総合病院
瀬戸内市民病院

ʀߵઔ߶ݟনࢤʙ  জ
ʀ͞ͳͲΞਫ਼ࢃӼ͚ۛͶͯݒ
αϱϏέφΦαετΡ֫ɿ

ʀԮࢃࢤ಼ރੋݟʙ  জ
ʀҲൢ  জଠɼஏҮใׇί
ΠͳյغϨύබজΝ࣍ͯɿ

ʀѬஎݟ౨քࢤʙ  জ
ʀ౨քࢤͳஎଡࢤ̐ͯࢤཱི
බӅ౹බӅɿ

2020

2021

新潟県立十日町病院

さいたま市立病院

ʀݟ׃ॉೖௌࢤʙ  জ
ʀعଚਏྏؽӪڻΝ࠹ঘ
ݸͶͪ͢ීஏ಼ܯݒժɿ

ʀͪ͏͠ݟۆΉࢤʙ  জ
ʀعଚਏྏؽӪڻΝ࠹ঘ
ݸͶͪ͢ීஏ಼ܯݒժɿ

ʷ  ʷ

民間病院・

1982

1984

1989

各種団体運営の
病院

※前掲を除く

東北厚生年金病院

独立行政法人 労働者健康安全機構

燕労災病院

（現：東北医科薬科大学病院）
ʀٸݟઍୈࢤʙ  জ
ʀ  ೧ Γ Ε  ݳබ Ӆ  ஏ Ү ҫ ྏ
఼͖ͯڎ༂ָگүྡজɿ

2001

（現：新潟県立燕労災病院）
ʀݟ׃ԑࢤʙ  জ
ʀ  ೧ΓΕݳබӅ   ೧Ͷخ
ײබӅͳ͢ͱ࠸ฦ౹༩ఈɿ

2004

公益社団法人 日本海員掖済会

釧路ろうさい病院
ʀքಕ۶࿑ࢤʙ  জ
ʀસࠅ  ࿓ࡄබӅ಼  ಕ౨
ஏҮ༏Ҳ࿓ࡄබӅ 

2008

公立学校共済組合

社会福祉法人 ワゲン福祉会

中国中央病院

総合相模更生病院

ʀ߁ౣݟෳࢃࢤʙ  জ
ʀฎݟށਈࢤރʙ  জ
ʀഭૌҽҫྏڛΝ ʀݟ౨෨Ν୴͑ײخබӅҲͯ 
ਐͺگҽ݃֫ྏॶɿ
దͶઅཱི   સࠅ  බӅɿ

ʀਈઔݟ૮ໝࢤݬʙ  জ
ʀ3(7&7 ͶՅ͓ϗϑʖγέ
ϫφϫϱΝૹඍɿ

神戸掖済会病院

2009

2012

独立行政法人 国立病院機構

2012

社会医療法人財団

熊本医療センター
ʀۿຌۿݟຌࢤʙ  জ
ʀ͗ͳٺٻΞ࣑ྏΝਏྏͳ
ͤΖࠅཱིබӅߑؽබӅɿ

2013

社会医療法人

石心会

明陽会

成田記念病院

ʀѬஎݟࢤڰʙ  জ
ʀਈઔݟઔࢤʙ  জ
ʀ" 断らない " が理念の , 脳血管・ ʀ͗ΞͶ͏کؔබӅɿؖ࿊ࢬ
અͶཇࢢત࣑ྏࢬઅ͍͗Ζɿ
がん・救急に強い民間病院．

2013

石川記念会

社会医療法人

川崎幸病院

2015

株式会社 麻生

ＨＩＴＯ病院

飯塚病院 [ 北棟 ]

ʀѬඦࠅ࢝ݟԟࢤʙ  জ
ʀؔබӅɼබӅ໌༟པͺཀྵ
೨ʰਕΝਏΖҫྏʱ͖Δɿ

ʀෳԮݟ൩௫ࢤʙ  জ
ʀʰέϫʖώʖܗබ౫ʱͲιϩ
ޤڛ๏ࣞΝγϛʖφɿ

ʷ  ʷ

公益社団法人 日本海員掖済会

小樽掖済会病院
ʀքಕঘḼࢤʙ  জ
ʀഭૌҽҫྏڛΝ
దͶઅཱི   સࠅ  බӅɿ

2016

2016

2016

民間病院・
各種団体運営の
病院

※前掲を除く
公益社団法人 日本海員掖済会

社会医療法人 森山医会

名古屋掖済会病院

医療法人社団 善衆会

森山記念病院

ʀѬஎݻ໌ݟԲʙ  জ
ʀ౨ރߒښઔۢʙ  জ
ʀഭૌҽҫྏڛΝ ʀ ೧ ؔ  ୈ    ٺ ٻ൘
దͶઅཱི   સࠅ  බӅɿ
ૻΝण͜ΗΖؔබӅɿ

善衆会病院
ʀ܊ഇݟࢤڰʙ  জ
ʀηϛʖςҫָͶ͏کؔබ
Ӆɿηϛʖςҫָॶڂݜญઅɿ

2021

地方独立行政法人

くらて病院

2018

医療法人社団

藤聖会グループ（藤聖会・親和会）

富山西総合病院 + 富山西リハビリテーション病院
ʀෳԮݟҎघ܌ʙ  জ
ʀௗ͚ஏҮҫྏ֫Ν୴ͮͱ
ͪ͘බӅɿਐͺௌཱིබӅɿ

ʀࢃݟࢃࢤʙ  জ
ʀࢃ૱බӅʤࣺਇӊʥͳ
ࢃϨύϑϨτʖεϥϱබ

ӅʤࣺਇࠪʥྈӅͲٺ͖غ
Δອ  غղޤΝΩώʖɿ૱
බӅͶͺγ߶ेΝญઅɿ

2021

独立行政法人

地域医療機能推進機構

ＪＣＨＯ仙台病院
ʀٸݟઍୈࢤʙ  জ
ʀڈઍୈऀճฯݧබӅ  ਝ࣮׳
࣑ྏͲͺ౨਼༙බӅɿ

ʷ  ʷ

ʷ  ʷ

Beyond コロナ、
変わる病院設計

ԟӻ

１. 山下設計の「提 案」

「多様化」する
病院建築

ԟӻӿӨ

２. 山下設計の「仕 事」

病院を設計する、
ということ

３. 山下設計の「思 考」

ʷ  ʷ

ʷ  ʷ

出版
Publication

病院建築 スペシャリストへの道
山下設計 病院建築プロジェクトチーム 著
ʰබӅݒͺೋ͢͏ʱͳ͏͑௪
ઈͶଲͤΖ͖ٛΔຌॽͺ࢟Ή
ΖɽຌͶଠݒͶർ΄ͱɼ
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Θ͖͑ʃɻ͖ͪ͢Ͷɼݳେබ
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͵ΕͶ서ͪ͢නݳΝ༽͏ͱɼ
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未来を考える６つのキーワード 対話から生まれる建築

山下設計 100 年への挑戦

山下設計 著
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コラボレーション
Collaboration

いのちを見守るコミュニケーションデザイン 「 医療看護支援ピクトグラム」
ベッドまわりのサインづくり研究会 + 旭川赤十字病院 + 山下設計
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コラボレーション
Collaboration

個室病室水まわりの新しいかたち 「８角形型トイレ・シャワーユニット」
アイデア提供：山下設計
ʰֱ̖ܗܙφϪʀεϡϭʖϤ
ωρφʱͺɼॊཔܗௗ๏ܙ
Ϥωρφ̒ͯ۳Ν ˅Ͷ
Ωρφͪ͢ɼֱ̖ܙฑ࣪ݺ
බ࣪༽ਭΉΚΕϤωρφ͞ͳ
Ν͏ݶɼࡑݳɼͳ͢ͱ
ϟʖΩʖ͖Δജ͠Ηͱ͏Ζ
Ͳͤˠ ɽ
ॊཔௗ๏ܙϤωρφ՟ୌ
ͺɼබ࣪ΕۛͶઅͪ͢
ϗρχ൘ૻΏࡱ؏ं׳
͢Ͷ͚͠Ͷ͍ΕΉͪ͢ɽ
ࢃԾઅͲܯͺɼ߶ྺԿͶ͑׳
ं॑ԿΏ״ઝଲԢ͖

Δɼ ࠕ  ޛΓ Ε ॑ ࢻ ͠ Η Ζ Ͳ ͍
Θ͑࣪ݺබ࣪Ͷ͠Κ͢͏ਭΉ
ΚΕϤωρφͳͺʹ͑͏͑
͖Νɼ༹ʓ͵බӅઅܯΝ௪͢
ͱߡ͓ͱ͘Ήͪ͢ɽͨΗΝҲͯ
ΠυΠͳ͢ͱΉͳΌɼ
ϟʖΩʖͶͤڛΖ͞ͳͲɼ͞
Η͖Δ࣪ݺබ࣪Ͷ૮Ԣ͢͏Ϥ
ωρφࣰݳͶࢺΕΉͪ͢ˠ ɽ
ˠ ʁ7272ɻ
ʰΨένβϱʱ
ˠ ʁΚ͗ࠅ࣪ݺබ࣑࣪ྏڧ
͗ฒऀదͲ͍ΕɼࢃԾ
અܯͺຌϤωρφജͶͤؖ
ΖϏτϱφΝҲฯ༙͢ͱ͏Ή
ͦΞɽ

ֱ̖ܗܙφϪʀεϡϭʖϤωρφ

8 角形
ユニット

従来
ユニット
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１．患者の状況を視認しやすい（死角が少ない）

8 角形
ユニット

従来
ユニット

1.6m

1.3m

２．ベッド搬送がしやすい（壁の出隅がじゃまになりにくい）

8 角形
ユニット

従来
ユニット

３．洗面介助がしやすい（介助者のスペースが確保できる）

廊下

窓

▲
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お問い合わせ等がございましたら下記までお願い致します。

や ま し たせっけい

株式会社

山下設計

https://www.yamashitasekkei.co.jp/
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〒 103-8542 東京都中央区日本橋小網町 6 番１号
TEL 03-3249-1551 FAX 03-3249-1509
http://www.yamashitasekkei.co.jp

