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はしがき

平成4年度の医療法改正において､医療を提供する場として病院･

診療所以外にも､老人保健施設･居宅等が付加され､また病院もかつ

ての一般病院が特定機能病院･一般病院･療養型病床群として機能類

型化されるようになった｡今後ともこのような傾向は継続し､より機

能分化が進むと考えられており､現に一般病院の中に地域医療支援病

院といった機能分担を設けたり､有床診療所に療養型病床群を設置す

るなどのことが検討されている.これらの医療をとL)まく環境向上に

向けた変化とともに､医療施設の質を向上させるべく､面積や設置家

具等を対象として様々な補助金や保健点数が付けられている｡

医療施設の建築計画においても､こうした面積水準の向上やアメニ

ティー論議の高まりを背景として､近年､西神戸医療センターを端緒

とする｢個室的多床圭｣の様々なバリエーションが散見されるように

なり､こうした設計上の工夫が益々盛んになる気配を見せている｡し

かし一方で､こうした｢閉じこもり｣と r環境の自律的コントロー

ル｣を主眼とした病室計画に対し､先述した医療施設の機能類型化に

よる機能分化に､どのように適応可能であるのか､といった疑問も少

なくない｡すなわち､これら｢個室的多床圭｣は特定機能病院に対し

ては適切ではない､あるいは一般病院までは｢個室的多床圭｣で適応

可能である､等々の議論である｡

これらの議論はその根底に､どのような病態･状況にある患者が､

どのようにプライバシーを求めているのか､といったことが明確にさ

れていない状況の反映として見ることができよう｡

本研究はこうした背景のもとで､とりわけ入院期間･主要病態･年

齢･性等といった患者の基本的属性の遠いが､患者の求める多様なプ

ライバシー要求への質的多様性に関わっているのか､について明らか

にし､今後主流となっていく｢個室的多床圭｣の病室計画手法の様々

な可能性と､適用の範囲･限界について考察することを目的とする｡

またとりわけ､医療施設の機能分化に伴う想定入院期間の長短が､

これまで一般論として検討されてきた｢領域｣の概念についても､更

に詳細な検討を必要としている｡すなわち､急性期の医療施設におい

ては､入院期間が短縮化することで､患者の病室(多床皇)での領域

意識は､ ｢なわばり｣というよりむしろ｢権利領域(管轄域:

jurisdiction)｣といった様相を諌めると考えられる(R･ B･ Taylor :

HUMAN TERRITOR[AL FUNCTIONN]NG,1988).従って､本研究で

は､プライバシー･テリトリーといった概念が､医療施設環境という

状況の中で､どのように働いているのかをも明らかにしたい｡
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1.研究の背景と問題の所在

1-1.社会的背景と医療施設

任意設立･任意加入の制度として存在していた各種の職域保険や地

域保険が､ 1958年の国民健康保険法の全面改正により､ 1961 (昭和

36)年には､国民皆保険制度として達成された｡すなわちどれだけ多

数の患者にサービスできるか､またそれを限られた経費の中でどのよ

うに行うかが医療施設に闘われることになり､各科に分散して配置さ

れていた施設設備を1ケ所に集中してまとめ､医療機能の高度化･高

機能化に対応すると同時に､効率的運用を図るという視点から中央化

が進み､また国民全てが等しく医療サービスを享受できるよう一方で

は､対人口比での充分な病院数や病床数を整備する必要から､各地域

に均質で｢質の高い｣病院が多数建設されることになった(表1-1)｡

研究の分野ではこうした病院の建設に役立てるよう､全ての病院に

共通に適用できる建築計画の論理を提供することが主要な課題と考え

られた｡具体的には､来院する外来患者の地域的分布から､地域施設

としての病院の適正な配置のあり方が検討され､患者の病態を考慮し

て､医療施設の機能分けを行うことなどが提案された｡また施設その

ものの計画においては､入院期間を短縮することが当時の社会福祉の

考え方に沿うものであり､外来患者を如何に捌くか､あるいは清潔と

不潔･患者と職員といった動線を如何に分離するか､また病棟でケア

を担当する看護婦の動線を如何に短くするか､といった機能性･効率

性の向上を目的にした課題に対する研究が積み重ねられた｡

当時の社会的背景では､全ての国民が等しくある一定水準の医療や

看護を享受できることが主要な価値であり､その点で目標は明確で

あった｡しかし医療の技術や手法あるいは装置等の高度化と高額化

は､こうした広く国民の社会保障を実現するための施設整備の速度を

遺かに上回り､以前から存在し､また指満されていたことであるが､

ここに来て､必然的に医療施設の機能分化が求められることとなっ

た｡自由診療を原則とする日本の医療制度の基では､これらの機能分

化は医療施設の差別化として表出し､医療機能の高度化を目指す病院

が存在する一方で､消費者としての患者をより多数受け入れようと､

施設環境の整備やサービスに力点を置く病院が現われ始めた｡

実践の場面では､限られた総事業費の中で医療の高機能･高度化に

どれだけ投資するのか､また一方で患者のアメニティーにどれだけの

投資をするのか､が二項対立的な課題として捉えられていたが､研究

の分野では､分散便所の実現を目的とした研究に代表されるように､

患者の生活関連諸施設を整えることが早期離床に結びつき､その結果

個々の医業収益は勿論のこと､広く社会保障の効率性にも寄与し得る

といった前立ての､いわば患者の生活機能の向上と早期離床や収益あ

るいは効率性などとの関わりといった､設計者と医療従事者の間に展

開される議論に役立たせるような､実践の場面を強く意識した課題に

関心が向けられた｡
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共済抱合(明治末期)

旋康保険制度(1927年)

10人以上の労働者

職員健康保険(1939年)

(,942年,｣

一般俸給生活者

日雇い労働者健康保険(1

I

･iT(.98-,｣

国民健康保険(1938年)

953*[

自営業･農業

mHi
保険(1939年)

国民健康保険法(1958年)

国民皆保健(1961年)

1
現在に至る

I
口 限られた費用の中で

□ どれだけ多くの患者にサービスできるか

† ∫

⊥ 施設設備の分散 ● 集中(中央化)

■ 国民全てが等しく ● 均質(画一化)

表1-1.社会的背景と医療施設
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経済的豊かさの増大が手伝って､医療施設環境の生活上の機能性

も､着実に向上してゆくことにはなったが､その一方で､これまでは

水面下にあった消費者としての患者の権利が不在であることへの批判

が表面化してくることになり､広く国民の社会保障を実現するための

施設としての病院のあり方が､改めて問われ始めている｡ここに現在

医療施設が置かれている社会的背景がある(表1-2)｡

1-2.患者の視点

病気を治療するという医療の基本的役割は､こうした背景の基で､

どういう風に治るか､といった枠組みにまで意識を拡げなければなら

なくなった｡つまり患者が自分自身の価値観に基づいて治療方法を決

定する､いわゆるプレインツリー運動やインフォームドコンセントの

実現､あるいはホスピスヘの期待に象徴される課題である｡施設環境

においても同様に､患者は病院で療養するという一つの価値のみで入

院･通院生活を送っているのではないということに､設計者や建築計

画研究者は視野を拡げなくてはならなくなった｡これまでは､設計者

あるいは研究者の目標とすべき価値はむしろ明確であったともいえる

が､現在においては医療施設という環境の中で患者が描いている多様

な価値(目標)そのものを見いだすことが必要になっているのである｡

かねてより､患者の立場に立つ(患者の視点で考える)ことは設計

者･研究者の役回りとされていたが､実際には｢患者の視点｣なるも

のは一般のr人間｣の視点とどう異なっているのか等々､その多くは

明らかにはされていなかったように思われる｡短期間滞在しそこで生

活する､という点だけでホテルとの類似性を見いだし､これを無批判

に良しとするアメニティー論議がそのことを裏付けている｡ ｢患者｣

の視点とは何かを直接に議論することは困難であるが､この章では､

医療施設という環境の中で患者がやむなく(短期間ではあるが)滞在

し生活するという現象を､患者自身の行動や認知を通して､その意味

するところ読み解くことと理解して､本研究の基礎になる2つの研究

を概観したい｡

1-3.入院生活の認知と行動様態

ここでは､ある患者が入院してから退院するまでの間､どのように

行動様態や環境に対する認知が継続的に変わってゆくのかを示し､病

院の中で見られるいわゆる｢患者(人間)｣ ｢病院(環境)｣関係を考

察した研究の概略を述べる｡この研究は､平成6年度-8年度の文部

省科学研究費補助金(基盤研究(B)( 2 )課題番号06452303 r利用者の

認知特性から見た病院の廊下･空間の構成に関する研究｣ ･研究代表

者:山下哲郎)を受けて行われたもので､主に高商均(研究協力者)

による､数名の入院患者の入院から退院までの間の行動観察とインタ

ビューに基づく調査結果の要約である｡

-i]H-



4l患者のアメニティー 対 医療の高披能化

(二項対立)

1

例:分散便所研究 -

生活諸施設の充実

1

早期離床(-入院期間の短縮)

↓

医業収益UP (-社会保障の精神)

■ 実践の場面 -

設計者 対 医療スタッフ

I

価値は一つ(-社会保障)

■ 社会的運動

○ インフォームドコンセント
;説明と納得

○ ホスピス
;横梗的治療をしない

○ プレインツリー
;治療方法の自主決定

1

◆ 価値は一義的でiまなくなった(設計者の混乱)

◆ 価値は関係性の中でしか捉えられなくなった

表1-2.患者アメニティー意識の定着の図式
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1-4.入院生活場面の事例

1) Tさん(74才･男性･肺気腫) :初診で外来を訪れた時に､容態

が悪くその場で入院することになった(個室へ)｡その日は呼吸困難

のため車乗吸入が実施されるが､その後症状が緩和したので､入院8

日後に個室から5床主に移ることになる｡しかし､突然の入院という

事態や､日常の生活環境から散れて病院で生活を送るという環境の移

行をうまく再体制化できず､痴呆症状(仮性痴呆)が進行してきたの

で､在宅での療養を勧められて退院することになる｡検査で地下の放

射線部門や2階の生理機能検査部門へ病室から出かける以外は､ほと

んどベッド上に横になって過ごし､午後の面会時間に訪れる夫人と少

し言葉を交わす程度である｡

このように自宅から病院に生活の場を移すということは､病気とい

う身体状況のもとでは､仮性痴呆の症状を呈するなど､患者にとって

は相当負荷の大きな､いわば危機的環境移行である｡ Tさんの例は決

して希なことではないが､以下では､一般的な患者の場合を見ること

にする｡

2) Eさん(62才･女性･乳ガン) :手術のために入院してきたEさ

んは､同年輩であることや同様の病気での入院のために同室者との人

間関係が良好で､ "手術に関すること等を敢えてもらったり､手術前

日には同室者の案内で上階に夜景を見に行ったり､富士山を眺めに

行ったりした"｡手術直後は行動範囲が狭く､リハビリを兼ねて病室

周辺の廊下を行き来するだけであったが､病室の外にある洗面所やト

イレを利用する時､あるいは病室前の廊下から外を眺めている時など

に他病室の患者とも挨拶を交わすようになる｡その後更に､カテーテ

ルと点滴がとれ､散歩･お湯汲み･デイルームの冷蔵庫やテレビの利

用などが多くなり､"遠く離れた病室にまで知り合いができ､声をか

けあって一緒にデイルームでお茶を飲んだりする仲になった"と話し

ている｡一方病室の中では､術後の症状回復とともに､読書･折り

紙･ベッドまわりでの体操をはじめとし､同室患者と話しを交わした

り､お茶を飲んだりする様子が見られるようになる｡ Eさんは"自分

のベッドまわりが一番落ち着ぐ'と言う(図1-1)｡

3) Mさん(48才･女性･頚部脊椎神経症) :整形外科的な疾患で入

院することになったMさんは､その当初は5床室の3床並びの真ん

中のベッドに場所を占めることになり､ "閉じこめられた気がして眠

れなかった"と話している｡その後同室の一人が退院することになっ

たので､窓際のベッドに移り､やっと落ち着くようになった｡病室で

は"ベッド上で牽引する時間を努めて増やすようしている"と言うが

その一方で､ベッドまわりの物の整理や食後にお茶を飲みながら同室

の患者と会話をし､またお湯汲みや電話をかけに行くなど､病室の外

にも数多くの行動の展開が見られる(図1-2)｡

入院当抑こは"ロビーのようにくつろげる場所"として感じていた
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t古: NS前を通る

のが気になるので､

NSと済主に自分の

声がMこえるのでは

ないかという､落ち

書かない斉田気にも

関わらず南側を使っ

ている

娘が果たとき､柔ら

かい感じで親密な古

が出来る

パントリー:dLいてあ

る物を見て患者が使う

空間とは思わない

レインボーブリッジが見える

I;古1固のシーツ交換

のとき

･柵*前､同皇の患者

と朝日を見たリテレ

ビを見たりする

･面会の時3-4人で
古に暮中できるので

よく使う

入院時､自分のベットが暮ん中で不安感

を*える｡外の様子が分からないので帝
じ込められていると思う

図1-1. Eさんの行動の変化
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面会コーナーだったが､その後NS (ナースステーション)が気にな

り始め､家族との親密な話などは､ NSから目の届かないデイルーム

を利用するようになった｡また朝食前に､同室の患者とお湯を汲みに

デイルームに行き､日の出を眺めたリテレビを見ながらお茶を飲む回

数が増える｡デイルームから見える病院の外を通る人達の様子を見

て､その日の｢外界｣の雰囲気を想像するのが楽しみになる｡

入院当初は､憐接病棟側の電話を使い始めたが､ "N S前を通るこ

とが気になり始め"､自身の病棟にある電話を声を低くして使うよう

になったという｡同様に､湯沸かしコーナーまでの道筋も､当初はN

S前を通っていたが､デイルーム側を通るようになる｡

1-5.患者の認知や行動の径日的変化

このように患者は､偶発的事故や病気のために､慣れ親しんだ家族

や同僚から､あるいは住宅や職場から散れ､医療者あるいは他の入院

患者にとりまかれた病院という環境の中に身を置くことを余儀なくさ

れる｡ Tさんのように環境移行がうまくゆかず､痴呆症状が現れた

り､外部との接触を断ちひたすら治癒して帰宅できることをのみ待ち

続ける患者も少なくないが､こうした環境移行に伴って､多くの患者

はいくつかの特徴的な経緯を辿って環境を再体制化していることが､

これらの事例から読みとれる｡以下にその特徴をまとめてみたい｡

1 )確認･確定の行動様態:病院に入院すると患者は､パジャマに着

替え直ぐに看護婦から病棟の諸施設の位置や使い方､あるいは生活上

の規則等について説明を受ける｡またその場所へ案内されたり､渡さ

れた入院案内等のパンフレットを読むことで､病院内で利用できる施

設･設備や場所等について知ることになる｡ここで患者が得た情報

は､病院の職鼻あるいは建物の設計者が想定したシステムを含めた利

用規則であり､つまり管理された情報である｡しかし患者は､定めら

れた日課を過ごしている時であっても､またそれが偶然であっても､

結果として様々に探索的に行動し､あるモノを使って良いのか･悪い

のか､あるいは行ってもいい場所なのか･いけないのか､等の情報を

得ているのである｡これらは､患者同士の会話の中で語られたり､ま

た患者自身の体験によって得られているわけだが､このように患者

は､常に管理する側からの情報以外の全てを意味するいわば管理され

ない情報を､患者自身の働きかけによって得ることで､社会的･物理

的環境の存在を確認し､病院という環境を意識上に確定している｡

2)患者役割の行動様態:入院生活が始まると､患者は自分自身の行

動を､患者としての役割に照らして判断するようになる｡すなわち､

普段日常的に行っていたことでも､管理の目としての象徴的意味を持

つNSを意識し､患者としてやってはいけないと考えるのである｡こ

のように｢周囲の人々がその人を病人抜いし､本人もそれに納得して

その役割を引き受ける(波平)｣､といった患者役割の行動は､管理さ

れているという意識のもとで､患者自身が考えている規範に従って生
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1 カテーテル､点液ボト

ルをつけているとき病室前

のJB下で前妻の恵寺と挨拶

や什報交鼓をする

2 病室の掃除やシーツ交

汝など時間があるときにh

下から外を眺める様子がよ

く見られる

3 NS前はあまり通りた

くないのでEVホールの様

子をちらっと見て戻ってき

たりする

4 /iントリー:お沸を

汲みに果て反対側の患者

と肯したり､一緒にお茶

を飲んだりする

5 冷蔵庸を使うときに

よく通るルート

図1-2. Mさんの行動の変化
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じているとみられる｡つまり実際には､病院で歩き回ることが規制さ

れているわけではなく､またどこの電話を使っても構わないのであ

り､むしろ看護婦の方が､患者のプライバシーを如何にして守るかに

気を使っている｡

3)想定された目的以外で施設･設備を利用する行動様態:病院職鼻

あるいは設計者が､ある機能や使われ方等を想定して設けられた環境

が､実際には患者個々人で異なった目的や方法で使われる､といった

行動を見ることができる｡すなわち話の内容や面会人数､あるいは家

族や職場の上司といった面会する相手の違いにより､面会コーナーと

デイルームを使い分けている例や､看護単位内の1カ所に設けられて

いる電話を使わずに､話の内容によっては外来や中央診療部あるいは

隣のものを利用する例､更に看護単位内に置かれた冷蔵庫を使わず隣

の看護単位用に設けられている冷蔵庫を使う例などである｡デイル-
ムの両側には､冬着轟単位に対応してそれぞれ冷蔵庫が置かれてある

が､どちらを使うべきかの規則はなく､勿論デイルームを面会に使っ

てはいけないという規則もない｡このように患者は､空間やモノに込

められている暗黙のルールを了解し､そのルールの通りにそれらを

使っているが､日を経るにつれて､こうしたルールと異なる使い方を

するようになる｡

病院職員や設計者は､ある用途に対してある空間を対応させ､また

ある単位に対応させて幾つか適当な数の設備や備品を設ける､といっ

た操作をしている｡入院の当初にはその期待の通りに利用されるのだ

が､患者役割に反しているといった患者自身の意報や､後に述べる匿

名性の中に身を置きたいという意識等から､こうしたルールと異なる

使い方が生じ､あるいは患者自身が得た種々の情報から､より適切な

ところとして認知された場所を知ることによっても､同様に使い分け

が行われることになっている(国1-3)｡

4)匿名性に基づく行動様態:先に述べたように､想定と異なる行動

の中には､いわば匿名的に行動したいという患者の意識に帰国してい

ると考えられるものもある｡これは患者役割行動に対する回避的行動

とも解釈できる｡具体的には､夜遅くまで眠れない時に､一人になり

たくなって誰もいないデイルームを訪れたが､ N Sが気になって,誰

もいない外来を訪れるようになった例がこうした行動様態に当たる｡

入院患者自身が､管理されていると意識している領域を散れたとこ

ろで､あるモノを利用したりそこに滞在するという行動は､ある状況

から離れたい､あるいは一人になりたい時に､静かな誰もいないとこ

ろばかりでなく､外来や診療部門などのように大勢の他人がいる場所

でもみられる｡ウェスティン(A.Westine)は､プライバシーを得ら

れる状態を①独居(Solitude) ②親密(Intimacy) ③匿名(Anonymity)

④確保(ReseⅣe)と定義している｡独居で居ることが不可能な多床室

の患者､あるいは仮に個室であってもー歩部屋を出れば､病棟の中で

は自分が特定されてしまう環境の中に居るよりは､かえって外来待合
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●使い分けのパターン(実際の患者の行動)

麹

(

､

:_:I;:I
⊂コ匡園芦些

1′/

1)同一空間を時間や額有の状

況により使い分ける

2)同一桟能をもつ複数の空間

を状況により使い分ける

3)状況により,空間の機能を

転用することで使い分ける

●空間機能の分化(管理者や設計者の思惑)

`

_二=;

行動の目的と空間の機能が

対応した使われ方

[コ:空間や場所の機能 (二):行動の目的

図1-3.使い分けの/てターン
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いのような匿名的な状態の中に居る方が､プライバシーを獲得し易い

と考えているのであろう(図1-4)｡

5)場所やことを意味付ける行動様態:繰り返して通ることや､そこ

での休験を通して､その場所に対する意味付けが起こっている｡すな

わち､自分のベッドまわりや病室の入口のところが主な行動範囲だっ

たが､患者同士の知り合いが増えることで､デイルームで一緒にお茶

を飲んで会話を楽しむのが日課になったり､最初は立ち寄らなかった

が､毎日リハビリの時に通ることで2階の吹き抜けコーナーから1階

の外来の様子を見下ろすのが楽しみになったり､あるいは直接外の空

気に触れられないのでわからなかったその日の外の様子が､面会客の

見送りの時に1階の玄関まで行くと外の寒さなどが感じられたり､毎

朝お湯汲みに行く時に立ち寄ったデイルームから朝日が奇震に見え､

また駅に向う通行人の姿で外の様子を予測出来るようになったこと､

等のように､限られた環境における生活パターンの中でも､患者自身

の環境への働きかけを通して､種々の場所で展開している出来事を

知るようになる等､日を経るにつれて様々な情報が増え､患者は病

院内の幾つかの場所やことがらに個人的な意味を見出している様子が

窺える｡

ト6.環境の再体制化と建築計画

患者の行動は､いわゆる患者役割に基づくものであり､また入院時

に病院側から与えられる｢管理された情報｣がもとになってはいる

が､入院後日を経るにつれて､様々なきっかけで病院内の新しい空間

やモノの存在を認知し､それらの特徴を患者それぞれの意識の中に確

定してゆく｡こうした患者としての役割意識との相互作用から､検査

や手術､あるいはその後の回復期･リハビリテーションの期間等と

いった時々の状態に応じて､空間やモノが使い分けられることにな

る｡結果として､想定された機能やルールとは異なる目的や方法で､

患者個々人は空間やモノを利用することも少なくない｡また一方､そ

れらの空間やモノに付随する種々の出来事等が､個々の患者にとって

は特定の意味を持ち､病院という新しい環境での生活を豊かなものと

してい_aのである.すなわち､患者のこうした行動様態や認知は､空

間を意識上で秩序化することや､新たな材料を既存の論理的枠組に組

み込もうとすること､更にはある材料を統合的な単位として組み込め

るような何か新たな論理的枠組を作り出すこと､と定義される体制化

(ロフタス)という操作を､病院という環境について改めて行ってい

る再体制化の過程として理解できる(国1-5)｡この点に目を向けたと

きに､建築計画における幾つかの具体的課題が挙がってくる｡すなわ

ち､

1 )病院の計画･設計の段階で､一意的あるいは断片的に想定したス

トーリーによって決められた用途や機能をもった空間やモノが､実際

には､患者が新しい環境を再体制化してゆく過程に応じて多様に使い
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分けられていること｡

2)人と顔を会わせたくない､自分の存在を意識されたくない､ある

いは患者役割に反していると意識しているときに､その行動を見られ

たくないという状況にある患者が､無人になった外来待合いにいわば

閉じこもったり､外来診療時間内で大勢の外来患者が居る中に匿名的

に存在することで､プライバシーを確保していること｡

3)単に庭の樹木や空の様子を見ているというだけではなく､外界と

隔絶した人工的環境に閉じ込められた患者が､外の人々の活動を見て

社会との連帯感を失わないとか､人々の服装によって外界の気温･季

節を伺い知るなど､多くの意味をもって外を見ていること｡

4)看護の拠点としてのNSは病棟の要石ではあるが､ある時点か

ら､患者にとっては自分たちが管理される見張台という印象で捉えら

れている｡つまり患者の病態の変化に伴って､患者の意識の中でN S

の意味が変化していること｡

5)患者個々人が好きなときに参加でき､あるいはそこで待っていれ

ば期待どおりにコミュニティーが形成できるような場所が､それぞれ

の患者の生活に位置づけられていること､等である｡

これまで病院の建築においては､ある医療上の機能を持った空間

(部屋)がその機能を充分に発揮するよう計酉することが全てに優先

する課題であり､患者が生活する空間についても､そこを管理する看

護婦が監視し易いように､また患者のある限定した目的に対応する空

間を設ける､ということにのみ設計者一研究者は専念してきたきらい

がある.上述した種々の課題の意味するところは､少なくとも患者が

行動できるあらゆる場所､とりわけホールや通路を含めた必ずしも圭

名のない無名のスペースをこそ計酉の対象にしなければならいという

ことを示唆しているものと考えられる｡また同時にその計画の在り方

は､患者が､どういう状況で､どういう風にそこに居たいのか､とい

うことについて考慮しなければならない｡少なくとも上述した状況に

配慮するだけでも､病院での定形化した､あるいは静養だけが暗黙の

了解になっている入院生活に豊かさを与えるように思われる｡

1-7.病室空間の認知の構図

病室空間は､これまで治療のための空間として考えられるきらいが

あり､入院生活を送る患者の生活の拠点として設えられることは少な

かった｡しかし実際は､患者は時々の状況に応じて病床まわりの環境

を｢自分の場｣として様々に整えており､患者自身の多様な環境への

働きかけ(物の置き方や収納の仕方､あるいはカーテンや扉･窓など

の開閉の加減､姿勢や向きの取り方等々)が見られる｡ここでは､病

院での数名の患者のベッドまわりを継続的に観察した調査結果(総合

研究(A)( 1 )課題番号06302055 ｢患者への医療行為及び生理機能から

見た病室･病床まわりの環境に関する研究｣ ･研究代表者:長芳春)

を題材として,鈴木章子(研究協力者)による研究を元に､病床まわ

りといういわば患者の個人空間の特徴について示したい(表1-3)｡
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入院しおりや設けられた

生活諸空間に案内される
(管理された情報)

国1-5.環境の再体制化の過程
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1-8.物それ自身の特性と扱われ方

1)コントロールのされ方

物には､それが誰の所有か､誰が使うのか､それを使用する目的や

頻度がどれ位か､あるいは誰が主休的にそれを移動させたり収納した

りしているか(以下コントロールと呼ぶ)､といった側面がある｡当

然ながら生活自立度が低い､中でも様々なカテーテル類が挿入された

ベッド上生活患者のベッドまわり空間には､看護婦がコントロールし

ている物の数が多くなり､生活自立度が高く殆ど制限のない患者のま

わりには､自分自身でコントロールする物が多くなる(国1-6)｡勿論

物の使用目的や頻度が､その置かれ方や収納のされ方に関わり､使用

頻度の多い物は床頭台上に置かれる傾向があり､床頭台内では手前に

置かれ､さらに自分自身でコントロールしている物は､複数の人にコ

ントロールされている物に比べ身近に置かれ易い｡

しかし一方で､体温計は病院からの支給晶であっても患者自身がコ

ントロールする傾向にあり､これに対して金蓋つぼは看護婦がコント

ロールしている｡また同様に洗顔タオルは､ベッド上での生活を浅い

られる生活自立度が低い患者でも､これを他の人が取り扱うことはほ

とんどなく､患者自身がコントロールしている｡そのタオルは使用す

ると濡れる物でありながら､床頭台のタオル掛けをベッド側にしてそ

こに掛けている｡つまり日常生活用品の中には､入院生活､中でもそ

れまでの自分の生活行為とはかけ散れたベッド上生活になったとして

も自分でコントロールしたい物が存在することを物語っている(国1-

7)｡

2)収納･置かれる位置の変化

またこうした物は､常に一定の場所に置かれるわけではないが､移

動し易い物と移動するのが適していない物とがある｡移動し易い物に

は､体温計･眼鏡･手帳などの小物やティッシュ･歯ブラシといった

患者自身がコントロールしている物で､使用頻度の高い物があげられ

る｡比較的固定的に置かれている物には､洗面器･衣類･カバンなど

があり､所持品の中では大きめで使用頻度が低く､複数の人にコント

ロールされている物である｡

物が置かれる/収納される位置の変化には､病状･治療内容･生活

自立度･誰がコントロールするか､等の変化が関わっている｡すなわ

ち､病状が良くなることによって生活自立度や治療内容が変化するな

ど､幾つかの要因が重複して影響し､自分で容易に起きあがれるよう

になると､それまで枕元にあったティッシュや書籍類が､オーバー

ベッドテーブル(以下OBTと略)に置かれるようになる｡ベッド上

での排雅がベッドサイドでの排池になると､それまで看護婦だけがコ

ントロールしていたオムツが家族等複数の人によってコントロールさ

れるものとなる､等の変化である｡また､手術の前後に見られ見られ

るように､ロッカーの上段に置いてあった下着がロッカー下段に移動

する､ベッド上で過ごす時間が長くなることで床頭台上の物が全体的
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A病院(29名中) B病院(64名中)

物品名 % 数 % 数

体温計 100.0 29 82.8 53

金蓋ツボ 13.8 4 4.7 3

ヘパリンロック 3.4 1 4.7 3

ガ-グルベースン 3.4 1 12.5 8

湯飲み.コップ 100.0 29 100.0 64

歯ブラシ.洗面器 96.6 28 93.8 60

パジャマ 82.8 24 85.9 55

洗濯物 65.5 19 46.9 30

時計 48.3 14 45.3 29

ティッシュ 100.0 29 96.9 62

テレビ 75.9 22 37.5 24

書籍類 65.5 19 71.9 46

表1-3.患者の所持品
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に自分よL)に定かれるようになる､更には治療内容が変わL)医療物品

が集中して置かれる､等の変化が見受けられる｡このように生活自立

度が高くなってゆくと､幾つかの物は看護婦から患者自身のコント

ロールヘと変化してゆくが､その行為に関わる物を自分で管理してゆ

くことは､その行為自体が自分でできるようになったことの証になっ

ているのである｡

3)日常生活環境との比較

日常生活では､こうした物の置かれ方や収納のされ方はどうなって

いるのだろうか｡ワンルーム形式の住宅に近い環境の個室と､ 6床室

の病室とを比較してみた｡

ティッシュや時計などの雑貨は､いずれの場合もベッド上やベッド

周囲の頭部側に定かれおいる｡これらが置かれる場所に差がないのに

対し､洗面用具は､個室ではユニットバス内に洗面所が確保されてい

るために､ベッド周囲に置かれることはほとんどない｡しかし一般病

室にも共有の洗面所があるのだが､入院患者の洗面用具がそこに定か

れることはほとんどない｡つまりそのことは歯ブラシや石鹸･洗顔タ

オルというものは､自分が見えないところで他人の目に曝すような性

質の物ではない､という意識に因るのであろう｡また着替えや洗濯物

は､看護婦寮や個室の場合､収納する入れ物そのものを分けるのに対

し､ 6床圭の患者の場合､収納する入れ物が限定されているために､

その上下で空間を使い分けていることが特徴的である｡

さらに個室は､テーブルや椅子が置かれ､テレビやラジオの娯楽品

と一緒になって､食事をしたりくつろいだりする場所として設えられ

ているのに対し､ 6床圭では､ベッド周辺にこれらが全て集められて

いるのである｡

1-9.病床まわり空間の認知と建築計画

1 )病床まわり空間の特徴:生活自立度の低い患者､とりわけベッド

上生活患者の場合は治療内容も濃厚で､置かれる医療物品が多くな

り､また看護婦がコントロールしている物がベッ~ドまわりに多くな

る｡医療物品や看轟用品は､娯楽品や雑貨とともに､床頭台やOBT

上の同じような位置に置かれることになるが､中でも看護姉がコント

ロールしている物は､床頭台内やロッカー内に収納されることはな

い｡このように本人にとって自身がコントロールしている物とそうで

ない物が病床まわL)で洋然一体となって表出されるのが病室という空

間の特徴であり､日常とは異なる環境としてそこを訪れる人に違和感

を与える一因でもある｡

しかしこうしうた中にもある捷の傾向が見られる｡着替えと洗濯物

を収納空間の上下で使い分けている例などであり､これから使用する

新しいrきれいな｣物と使用済みのr汚い｣物とを赦して荘きたい

が､平面的にスペース上の制約で処理できないため､空間の上下を使

い分けている例である｡ ｢きれいな｣物を｢きたない｣物より上に置

こうとする行動は､日常的な生哀感覚として納得がいくものである｡
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図1-6.コントロールの別による物の量
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このように病床まわりの環境では､それまでの生活では生じること

のなかった物の置かれ方や収納のされ方が見受けられる｡すなわち､

湯飲みの隣に歯ブラシを置いたり､花の隣に食物を置いたりするな

ど､日常生活では積極的にこうした組み合わせで表出しなかった物が

ロッカーや床頭台の中にしまい込まれることなく､床頭台やOBT上

に置き並べられるという状況であるo

また､自身でコントロールしている物が病床の中央部に､複数の人

がコントロールしている物はその周辺部に置かれやすく､このことは

それぞれの持つ空間の領域構造に関係していると考えられる｡しかし

仮に身近な空間領域から外れた処に自分でコントロールしている物を

置く場合には､そこに置かれるものは､新聞･雑誌.テレビ･湯飲み

であり､洗顔タオルや洗濯物といった他人の目に曝したくないという

ものではない｡つまり､自分の趣味や娯楽品で､時には他者との会話

のきっかけともなるような物である｡これらの事柄は､自身がコント

ロールしている物でも､積極的に｢表｣に置く物と､自分の空間の

｢奥｣の方に収納しておきたい物があるということを示していると考

えられる｡

2)病床まわりの建築計画:これまで病床まわりの物の置かれ方や収

納のされ方については､収納の容量がどれくらいあればよいのか､あ

るいは物の置かれ方から､患者一人当たりの領域がどのくらいの広さ

に拡がっているのか､といったことに興味の主体があった｡ここで示

した幾つかの特徴は､まず､仮に量的な収納の充足があっても､その

ことが即患者のベッドまわり空間として満足されるものではないこと

を示している｡少なくとも､ ｢きれいな｣物を置く/納める｢上｣の

空間と r汚い｣物を置く/納める｢下｣の空間とが認知されており､

また患者自身のコントロール下にある物を置く机上面での患者周辺の

空間と､複数の人にコントロールされている物を置くその周縁の空間

とが､あるいは｢表｣と｢奥｣との空間の色分けが患者の意識上に存

在しているのである｡

病院の計画における履き換えの間遠は､既にひと昔前の課題になる

が､病院の床が下足を前提に考えることになったことで､こうした

r上-きれい｣ ｢下-汚い｣という色分けの傾向を軽くしているとも考

えられる｡また患者の居場所はベッド上を前提に考えていたが､入院

という環境移行を､いわば床座から椅子座に生活様式が変わったこと

と見るならば､病院の空間にはあまりに座を占める場所が少ないこと

が反省される｡またもしこうした仮説に立つならば､平面図を構成す

る基準面は､そこから患者の生活を想定する場合､床面ではなくむし

ろベッドの上面や椅子の座面､あるいは床頭台･オーバーベッドテー

ブル面を意識して計画することが必要になろう｡また､これまでは

ベッドまわり空間といえば主としてベッドサイド方向の寸法のみが取

り沙汰されてきたきらいがある｡すなわち病室と病室の間にある壁に

直行してベッドを配置する､いわゆるコペンハーゲン方式のベッド配

置は､ベッドサイド方向に寸法の自由度があるがベッドの足元方向の
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図1-7.医療用物品の置かれる場所
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寸法(病室の間口)については､看護動線量を長くすることから殆ど

自由を与えられていなかったと言える｡またそれ故に研究者や設計者

は､このベッドの頭部の空間について全くといって良いほど意を配し

てこなかった｡ここで示した患者の空間認知の構図を考えると､再検

討すべき余地も少なくない｡

1-10.本章まとめ

今のところ病院は､やはり｢病気を治す｣あるいは｢病気との付き

合い方を会得する｣場所として存在しているが､実際には､これまで

種々述べてきたように､患者は､病気の発症･入院から治癒･退院ま

での間に､様々にその意識が変化しているのである｡ベッドまわりの

物を自身のコントロール下におく､あるいは病院内の管理運営等のシ

ステムを含めた環境の中で自分の意志の基に行動する､といったよう

に患者は入院から退院までの過程で､これらを病気の治癒の過程と関

係づけて認知し､そして行動しているとの仮定が導かれるかもしれな

い｡しかし病気そのものの状態とは別に､患者自身が病気が治癒して

きたと意識する過程は､むしろ病気そのものの､あるいはその結果の

存在が意識上から散れ､また同時に患者役割の意識が薄らいでゆく過

程と理解した方が良く我々の日常感覚とも符合するところであろう｡

これまで病院建築の計画･設計の場面では､患者の様々な病態に合

わせて医療施設の機能分類を行い､それぞれに相応しい施設のあり方

を論じ､また実際に建築してきた｡このことは患者の意識が､確かに

病態と関係していることを考えれば当然のことではあるが､患者自身

が､まだ｢自分は病気である｣と意識している時に､転院や退院を迫

られるという不都合を生じてきた｡ ｢患者の視点に立った建築計画｣

という課題は､実際の患者の病態に依るのではなく､おそらく患者自

信が病気をどう認知しているのか､に依拠することから再構築しなけ

ればならないと考える｡
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2.研究の方法論的背景

人間が病におかされたときに体験する環境が病院である｡本章では

この病院という施設(建築)の､特に病棟部･外来部を中心に､これ

らを患者一環境という枠組みで捉え直し､本研究の方法論的枠組みを

整理してみたい｡

2-1.病棟･病室環境をとりまく制度的背景

病棟､とりわけ病室といえば､誰でもが共通してすぐにその空間を

想起できるような4床圭あるいは6床圭といったステレオタイプが存

在する｡この姿に至るまでには､幾つかの段階を経るが､大雑把にく

くれば､それはナイチンゲール病棟型病室すなわち大部屋から個室へ

という変遷である｡わが国の場合､全てを個室で構成する病棟へと進

むとは考え難く､総圭(ベイ/コペンハーゲン型)から現在のステレ

オタイプの病室を経て､今後個室的多床圭へ進んでゆくと思われる｡

こうした流れは､ W.Tatton Brown(1987)の指摘により説明できよ

う｡すなわち､ナイチンゲール病棟が見捨てられ顧みられなくなたの

は､ひとつには感染性の疾患への対応に開運(空気感染の可能性が高

くなる)があること､もうひとつには､生活水準の向上と､保険会社

の支払いが個室や準個室(欧米では2床圭を意味する)にも適用され

ることになり､よリー層のプライバシーを患者が求めるようになった

ためである､という指摘である｡

しかし医療制度の違いからこうした流れは､米国での流れ､すなわ

ち個人の医療費負担が膨大であるために､その見返りとして患者が､

相応の病室環境を求め､ほとんどの病院が個室を主体としている現

状､一方で､公的医療費負担を主体とするわが国や英国等での､病院

環境の均等な水準引き上げによる､総重から徐々に､ 8床･ 6床. 4

床圭へといった変化を遂げる流れ､に分かれることになる｡

わが国の場合について詳述すれば､つまり任意設立･任意加入の制

度として存在していた各種の職域保険や地域保険が､ 1958年の国民

健康保険法の全面改正によって､ 1961年(昭和36)に国民皆保険制

度として達成されて以降､病院はどれだけ多数の患者にサービスでき

るか､またそれを限られた経費の中でどのように行うか､が間われる

ことになり､国民全てが等しく医療サービスを享受できるよう｢均

質｣でr貿の高い｣病院の建設が行われた､という背景を理解してお

く必要があろう｡しかし､いづれにしても､この｢患者の｣プライバ

シーをどのような形で実現するかは､病室環境デザインの中心課題で

ある｡

2-2.病棟･病室の環境評価

栗原1)(1962)はその当初､この総室と多床室(8床室､ 6床圭､

4床圭等)の差異を人間関係に見出し､男性患者の場合､総圭(この

場合は24床)は全休が1つの集団となるが､総じて男性の場合4-

6人の集団が､また女性の場合､ 4人の集団あたりが1呑まとまりが
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良いとする結果を示した｡ここに総室を離れ､現在のステレオタイプ

の病室が定着したと考える｡ただしこの時点では､病室はあくまで患

者が集由で生活する場であり､病院という特殊な環境であっても､患
者にはプライバシーが必要であるといった意識は希薄だったように思

われる｡

しかしその後､経済的豊かさの増大が手伝って､便所の分散化(各

病室に便所を設けること)に代表されるような､生活上の機能性も､

着実に向上してゆくことにはなったが､その一方で､これまでは水面

下にあった消費者としての患者の権利が不在であることへの批判が表

面化してくることになる.つまり､広く国民の社会保障を実現するた

めの施設としてのみ捉えられてきた病院のあり方が､改めて問われ始

めることになる｡患者のプライバシーに対する意識の高まりや病室環

境の快適性の向上を求める気運であり､それにともなって､ 4床圭を

前提としたものではあるが､こうした多床室の中でのプライバシー獲

得やいわゆる快適性に対するデザインのあり方が議論されはじめる｡

つまリブロクセミクス理論に範を求め､具体的にはベッドとベッドの

間隔を何ほどにすれば良いのか(隣が気にならないか)､といったこ

とや､快適性向上のための建築要素のあり方を探る(中村洋一

1984)､といった展開である｡機能的な側面が主体であった病院の建

築計画に対し､いわゆる環境心理研究の視点が持ち込まれたのであ

る｡

患者のプライバシーに関わる側面において､西出他(1985)は､

病院という環境を視野においてはいたが､よリー般的な形での臥位の

パーソナルディスタンスの大きさを求め(図2-1)､川口(1989)は

看護の分野において､病室空間を環境心理研究に基づき概念整理し､

具休的なパーソナルスペースの拡がりを知るための実験として､周辺

の壁の位置とベッド配置の関係に対する評価を求めている｡これらの

研究あるいは考え方に端を発して､機能空間としての病室は､人間の

心理をも視野に含めたいわゆる病室環境という概念的枠組みにまで拡

がっていったと言えよう｡

しかし現実のステレオタイプの中だけを取り上げ､またその病室で

のベッド間隔のみを検討の対象として見出された､ 120cmあたりが

良い､とする結果には､やはり懐疑的評価を受けざるを得なかった｡

つまり､ Westin.A.F. (1967)やA]tman.I. (1976)などに､早<から

指摘されている閉じこもりのみに留まらない､共有される(Shared)

プライバシ-や匿名性(Anonimity)の中でのプライバシー等といっ

た広い概念でのプライバシーにまでは､この時点では視野の及ぶ範囲

ではなかった｡その後上野(1988)によって､より具体的な病室を

想定したベッド間隔の適正規模を求める研究が行われるのだが､一般

論として人間のベッド上でのパーソナルスペース/ディスタンスの大

きさを求めるといった範囲を出るものではなかった｡

こうしたプライバシーあるいは印象評価を扱った実験室研究の限定

性と同時に､これらの研究に共通する｢被験者が患者ではない｣こと

の問題が､ここで指梼されることになる｡この指摘は古くて新しい間
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図2-2.ステレオタイプの外来平面と患者の待ちの様子
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題であるが､こうした環境のある一部分だけを切L)#し､また主体が

異なる状況への評価を討論することへの批判である｡この法論は更に

発展し､仮に実際の環境の中で行われた評価研究にしても､その環境

を評価する主体の差異によって結果に差が現れる､という指揖がなさ

れる｡

すなわち加藤(1989)や川口(1990)のように､病室を対象とし

て､看轟嫌が評価する場合と患者がする場合では結果が異なる､とい

う指溝や､仮に患者が評価したとしても､患者の医師や看護婦に対す

る気兼ねが存在する､あるいは病院だから仕方がない､等という結果

を示すことで､評価者の立場の問題を如何に解決すべきかが重要であ

ることを指擁する研究も行われる｡つまL)実瞭の環境は､患者の評価

だけで決められるものではなく､看護婦などの管理者の評価も考慮さ

れるぺきで､それらのギャップこそが現実の環境である､とする指満

と理解することができよう｡

2-3.病棟･病室の環境デザイン

これらの議論を経て近年､その結果を待たず実際の設計活動の中で

新たな試みが実現し始めた｡聖蕗加国際病院の全個室(single care

unitと呼ぷ)病棟や西神戸医療センターの個室的多床室の実現であ

る.これらの斌みへのバブル*気の影書は大きいと考えるが､いずれ

にせよその結果は､病室に留まらない病院･病棟全体へと､考えるぺ

き環境の範囲を更に拡げた｡

具体的には山下(1992)､高(1994､ 1996)等の研究に見るよう

に､患者がi(かれている状況そのもの､一っまL)実際の環境を研究の対

象とするものである｡ここから得られる結果は､単にベッド間隔とい

う1つの指標ではなく､病をもった患者自身がどのように病院環境を

把握していくかというプロセスであり､そのプロセスの中で患者に

とって意味のある環境構成要素を提示しようとする試みと理解でき

る(国2-2)｡またその過程において､西神戸医療センターのような患

者のプライバシーをより重視するといった平面形に対して､一方で､

急性期の患者に対する配慮､すなわち患者が医療スタッフに｢見守ら

れていたい｣という精神状態への対応について疑問視する指頼もあ

り､その具体的対案としての新たな試み(廊下側､すなわち病院内の

アクティビティーに対して開いている空間構成)も見られるように

なってきた｡また逆にこうした平面形が､むしろ長期療養施設に対し

て適しているのではないか､とする評価もある｡いずれにせよ､患者

が自身の価値観に基づいて治療方法を決定するという､アメリカでの

いわゆるプレインツリー運動やインフォームドコンセントの実現ある

いはホスピスへの期待に象徴される状況､といった背景もあって､研

究に限らず実際の設計においても､患者がどういう風に治るか､と

いったことにまで意識を拡げなければならなくなったわけである｡患

者の描いている多様な価値を如何にとらえ､それに応えるか､つまり

患者の主観的価値まで含めた病院という環境デザインのあり方が現在

求められているのである｡
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AB :妊蕗選択*面

BC :妊蕗進行斗面

cD :到達額面

目的室に到達する

｢~｢誌室…三三去乾ボイン.

経路探索に対する渡辺の概念設定(上)と,
空間認知をとらえるために船越が用いた手法

(パズルマップ法･下)13･l一)

下図は,内部空間を分節したパズルを被鼓者が組み合わせ

なおしたものを示している.

国2-3.経路探索に対する渡辺の概念設定(上)と

空間認知を知るために船越が用いた手法(下)
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2-4.外来の環境デザイン

こうした病棟､病室の環境に関する問題とともに､.病院ではとりわ

け外来患者の｢疎外感｣や｢迷い｣といったことに対しても､そのデ

ザインのあり方を考える必要に迫られていた｡

以前には､来院する外来患者の地域的分布から､地域施設としての

病院の適正な配置のあり方が検討され､患者の病態を考慮して医療施

設の機能分けを行うことなどが提案された(現在では更に細かく類型

化がなされようとしている)｡また施設そのものの計酉においては､

全ての国民が等しく､ある一定水準の医療や看護を享受できることが

当時の社会福祉の考え方であるから､多数の外来患者を如何に捌く

か､またどのようにして｢待ち｣をなくすか､といった機能性･効率

性の向上を主な目的とするものであった.つまL)ここにも､機能上･

効率上の視点から､ブロック受付･外待合い･中待合い･診察室内部

のスタッフ廊下､といったステレオタイプが定着することになる｡

病院が大規模化し､また医療が高度化することで外来診療部や中央

診療部が巨大化し､これらの部門においては､迷路のごとく廊下が走

ることになる｡ここに患者の｢迷い｣や｢不安･疎外感｣の間遠が顕

在化するのだが､この患者の｢迷い｣という課題に対して､現在2つ

のアプローチがあるように思える｡すなわち､渡辺(1992)や船越

(1993)に見られるサインのあり方や空間のヒエラルキー等に言及す

るアプローチと､長弄ら(1991 ･1992)による空間の持っている情
報の､患者や職鼻自身の認知に言及するものである.

いずれも病院という場所･空間の分かり易さをサインや空間のゾー

ニング･ヒエラルキーから人間に与えられる情報に求めているが､前

者は､その情報の視認性､すなわちサインが発見され易いか､あるい

は目的空間･対象物の形態が知覚され易いか､といった知覚を重視し

た研究である(国2-3)｡一方後者は｢迷い｣の構図､すなわち目的地

を指示する織鼻の言葉やサインに現れる文字と､患者自身が持ってい

る手続きに関するスクリプトとの｢ズレ｣に着目する(図2-4)｡また

同時に､患者が自分自身の居る場所を同定するいわゆる｢定位｣に着

目し､患者が道順で自身を定位している(玄関から右に曲がって､次

に左に曲がったところ､といった具合に)ことから､数回廊下を曲が

ると｢迷い｣が発生し易くなる､といった言及もある｡つまり患者の

定位の仕方と外来部の平面形の両者に着目している｡これらーの視点の

遠いは､病棟部を扱った研究同様､前者がいわゆる健常者(大学生)

を､後者が実際の患者を対象とする､という差異にもなって現れる｡

両視点の是非はともかく､ Wayfinding研究の視点や方法論が､こ

うした､状況を伴う実際の病院外来空間のあり方を求める研究にも適

応され､外来患者の｢迷いJの構図にまで視野が拡がったのである｡

つまりここでも､単に機能性や効率性といった枠組みに留まらない､

患者の心の中まで視野に入れた病院という環境デザインのあり方が模

索されているのであるo
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場 面 手続き･行為 場所

入 館 入る

受 付 挨拶する

ホ状を挽明

保険証を提示

書類に記入

書鞍(カルテ)を受取る

診察券を受取る

行さ先をM)く

診 察 診察券捷出

孝寺つ

名前を呼ばれる

外来入口

入口

正面入口

初診受付

受付

外来受付

一科の受付

外科

一診察室

中持ちで再び待つ

(診察する)

指示に従う

書類(カルテ)をもらう

検査等 書類(カルテ)を猿ナ レントゲン室

名前を呼ばれる

(レントノブン撮影をする)

書類(カルテ)を受け取る

診察室に戻る

集の有無をfFかめる

レ ント γン受付

会 計 書類(カルテ)を捷出する 会計

薬 の

待つ

名前を呼ばれる

お金を払う
処方せんを出ナ

受取り
待つ

名前を呼ばれる

(薬を も ら う)
退 偉 帰る

受付ロ ビー

薬局,薬剣部

*設 定:交通事故で頭を強く打った日系2世に日本の

病院の外来手放きを紙に書いて教える.

*被長者:21名,年齢20-65歳, 20代が17人,病院休

漁ほとんどなし7人,年に1-2回10人

*多くの被最着かあげた項目を大きな文字で表示.

75%以上 例.入る

50-74% 例.待つ

25-49% 例.保険証を提示

15-24% 例.横辞する

*( )は調査時にあげることを指定した項目.

病院による分類･呼称

(一般検査)

検査部∈㌘≡能,検査
放射線部 (Ⅹ線)

患者の認識･呼称

喜採尿(オシッコヲトル)

:採血(チヲトル)
l

:心宅図
e'⇒;内祝鍵

;脳波
l

:エコー

;レントゲン

図2-4.患者の行為スクリプトと実際の手続きのズレ(左･右上)と

部門の呼称に関する病院と患者のズレ(右下)
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2-5.本章のまとめ

今のところ医療施設は､やはリ r病気を治す｣あるいは｢病気との

付き合い方を会得する｣場所として存在しているが､実際には､患者

は､病気の発症･入院から治癒･退院までの間に､様々にその意隷が

変化しているのである｡ベッドまわりの物を自身のコントロール下に

おく､あるいは病院内の管理運営等のシステムを含めた環境の中で自

分の意志の基に行動する等､患者は病気の治癒の過程と関係づけて環

境を認知し行動している｡しかし病気そのものの状態とは別に､患者

自身が病気が治癒してきたと意識する過程は､むしろ病気そのものの

存在が意識上から♯れ､同時に患者役割の意識が薄らいでゆく過程と

理解した方が良いと考える｡

これまで病院建築の計酉･設計の場面では､患者の様々な病態に合

わせて医療施設の機能分類を行い､それぞれに相応しい施設のあり方

を論じ､また実際に建築してきた｡このことは患者の意識が､確かに

病態と関係していることを考えれば当然のことではあるが､患者自身

が､まだ｢自分は病気である｣と意課している時に､転院や退院を迫

られるという不都合も生じている｡ ｢病院という環境を如何にデザイ

ンするか｣という課題は､実際の患者の病態に依るのではなく､おそ

らく患者自身が病気をどう認知しているのか､に依拠することから再

構築しなければならないと考える｡
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第3章

病院建築におけるプライバシーと領域

3-1.個室的多床室について

3-2.待合い空間について

3-3.本章のまとめ





3.病院建築におけるプライバシーと領域

病院建築を総合的･網羅的に論じるのは筆者の手に余ることで､ま

た主題の焦点を辛かすことにもなるので､ここでは総合病院程度の規

模にある病棟と外来に絞り､幾つかの特徴的な事例を題材に取り上げ

て､近年のプライバシーと領域に関わる病院の空間構成の表出を解釈

してみたい｡ただここで言う解釈は､設計者が雑誌などを通じて表明

している設計の意図とは耗れて､筆者自身の推察に基づいて行ってい

ることをまず確認しておかなければならない｡

3-1.個室的多床主について(図3-1)

I )西神戸医療センター(以下[西神戸]と略)の凸型の変形4床圭

を個室的多床室と称している｡この個室的多床圭は､ナイチンゲール

病棟からコペンハーゲン型病室･総量などを経て､現在ステレオタイ

プとなっている分散便所付き4床室の変形である｡その計酉の主旨

は､隣接患者との人間関係と同時に､廊下側の患者にも窓を媒介とす

る自然環境のコントロール権を与えようと言うものであるから筆者

は､名古屋大学の病棟計膏薬やこれとほぼ同型の緑寿荘､あるいは韓

国の檀国大学の病棟計酉案､手洗いや花台によって隣接患者との人間

関係をコントロールしようとする東京都リハビリテーション病院(以

下【都リハ】),廊下と病室の間に設けた光庭によって自然環境をコン

トロールしようとする南会津病院(同[南会津])など､これら全て

も個室的多床圭と称している｡近年では､熊本中央病院などに見られ

るように､更に種々の改良が加えられてこの個室的多床圭を持つ病棟

が建てられていると聞く｡

2)こうした個室的多床圭は､人間関係や自然環境をコントロールで

きるようにという､いわば患者のプライバシーヘの対応だけれど､こ

のプライバシーに関わる概念について述べられた既往の研究は､

Altman,I. (1976)により､

①他人との交流(を回避する)から離れて引きこもることであると

強調する立場､

②あるいは､こうした交流などを自由に選択(コントロール:

P｢oshansky,H.,1973)できることであると強調する立場

とに分けられている｡病室の計酉に引き戻せば､全ての病室を個室に

すべきとする主張は前者①の考え方に近い｡最終目標が個室であるか

多床皇であるかを言及するものではないが､現状では､その選択は建

設のコストなど社会的判断に依ってバランスすることになる｡いずれ

にしても後者②の考え方､すなわち他者との交流に対する選択の自由

を､建築環境としてどのように造るかが闘われることになる｡個室に

ついて言えば､引きこもりにのみ価値をおいているため､孤独感や急

変への不安､といった患者からの相反する感情が生じていると考えら

れ､むしろ他者との交流がコントロールできることで､プライバシー
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日本ではベイ型病室は

捲室として展開するが.

その乱 下図のように

廊下との同に壁を立て.

部屋としてまとめられる

■下

現代の典型的4*圭

従来型並行E4[4床圭

6･9nf/b (Tr* ･任所･洗面書 >
含めると8.OrrP/b)

■下

典型的4満車型の佃圭的多床圭

(西神戸医書センター, 1994)

浪計:神戸市♯市女心公社･共同社葬投計事秩所

出典:柄民社築. 105. 1994.10

国3-1.プライバシー概念から見た病室平面の変遷
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を保障すると言った考え方を建築の形にすることで､相矛盾する患者

の意識に対応することができよう｡その意味から､現在の個室の計画

についても､まだ多様にエ夫の余地が残されているように思え､今後

新たな提案が見られるようになると予想できる｡

3) -方､多床圭でのプライバシーは最低限のPersonal
Space (PS)

/Personal Distance (PD)が確保されれば､患者は､家具の設え･

カーテンの開閉･身体の向き･約束事(文化的なマナー)等々によっ

て､他者との交流がコントロールでき､その結果なわばり(territory)

が守られると言う考えに基づく｡つまリ4床圭で各患者がコーナーを

持つこと､またそれぞれの患者のベッド間隔が充分保たれることへの

指向である(西出,1985､上野,1988､川口,1989等が挙げられる)｡

しかしterritoryの概念はTay[or, R.B. (1988)が指揖するように極め

て幅広い｡多床室という環境は､患者にとっては一時的に占有してい

る場所であり､愛着があるわけではなく､かつ入院患者という役割に

対して与えられた権利(病室とベッドの位置は指定できない)の及ぶ

領域と考えられる｡その点でjurisdiction (管轄域とでも訳すか?)に

近く､ territoryとは類似であるが異なる概念で考えるべきである｡す

なわち､小学校での児童の座席･ホテルの宿泊室･図書室の座席な

ど､に見られる特徴を持つために､住宅と違って､領域を表出するた

めに造り込みを行うことには､患者自身抵抗がある｡つまり､出来合

いの環境そのものへの期待が大きく､こうした意識が個室的多床圭へ

の支持となっているのであろう｡付言すればこの点が､入所者自身の

造り込みや表出を期待する高齢者施設との違いでもあると考える｡

4) [西神戸] (や[都リハ])の原型は､従来のステレオタイプの4

床室であるが､望まれているプライバシーを達成するために､管轄域

をより(視覚的に)明確化することや窓を専有することで､同室患者

との止むを得ない交流を(ある程度)無くし､自律的に行動できるよ

う配慮したものである｡が､結果として医療関係者､とりわけ看護婦

との交流も疎くなる可能性を苧む(このことに関する患者や看護婦の

評価については現在研究中である)｡これは分散便所を廊下側に持つ

従来の4床主にも同様だが､先に示した引きこもりのプライバシーを

重視する姿勢に起因する｡その点端緒的な動向だけれども､ [南会津]

は廊下と病室の間に光庭を配置し､廊下にいる看護婦や他病室の患

者･面会客などとの交流を自由に選択できることを指向しており､そ

の点において[西神戸]とは異なる｡

5)残念ながら種々の要因により[南会津]では､開口部をコント

ロールすることで､廊下で発生するアクティビティーに対するコミュ

ニケーションとプライバシーを患者自身がコントロールするという､

筆者が期待する場面を見ることはできなかった｡ところで東京大学医

学部付属病院の新病棟は､病室のトイレやシャワーユニットを窓側に

配置し(つまリプライパシーに関わる環境をパブリックな廊下から遠
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ざける)､患者とスタッフのコミュニケーションを容易にするという

意図(長薄, 1997)で計画が進められている｡ [南会津]に見られる

考え方が更に徹底されたものとして位置づけられるが､この廊下と病

室の境を取り除いてしまったのが[檀国大]の病室(病棟)平面形と

言えよう.この病室は､ Brown,W･T. (1978)の指摘する匿名性の中

でのプライバシーにしか期待できなかったナイチンゲール病棟を変形

し､隣接患者との交流を制限できるように､壁面を雁行させることで

管轄域を明確にしている｡いづれにせよ､廊下と病室の間の造り方

(境を取り除く･光庭を挟み込む･窓を穿った壁を設ける等々)､つま

り病棟においてはこの関空間の設計に､今後様々な試みが見られるよ

うになると考える(むしろ期待している)｡

3-2.待合い空間について

1 )外来部の平面形は種々考えられているが､大きくはホール型と

フィンガー型(辻野)あるいはペイ型(石島, 1991)等に分けられ

る｡いづれも以前､予約制を採り入れることが一般的ではなかった時

期からの型であり､ホール型は各科受付方式に主として対応し､比較

的小規模の病院で採用され､一方フィンガー型･ペイ型は主としてブ

ロック受付方式に対応して､比較的大規模の病院で見られるように思

う｡一方､中山(1986)が示したように､予約制を採るか否かに

よってピーク時の滞留患者数は格段に異なり､予約制を採らない場

合､ 1日の延べ患者数の6割がピーク時に集中するのに対し､予約制

を採用することで､これが約半分強になる｡つまりこれまでの漠々と

した待合い空間に対して､落ち着いて待てる空間へと設計の意識が移

り､分節化の動向となって現れることになる.神綱病院(以下【神

綱]､図3-2)や大牟田市立総合病院(同[大牟田]､図3-3)の分散

化された小規模な待合い空間に見られる特徴である｡

2)ホスピタル･ストリート(あるいは主要廊下)と待合い空間を壁

(ガラス窓が穿たれていて透過性を持つ)によって仕切ったことに

[神綱]の特徴がある｡筆者の少ない経検では､米国の診察待ち空間

は､このように部屋として仕切られていることが多かったように思

ラ.が､この差異は､日本の伝統的空間が開放的･連続的である､と

いう欧米との文化差(対比)だけでは説明がつかない｡勿論医師をは

じめとする病院側の意識､つまり医療上直接的に必要な空間こそが大

切､とする考えが根底にあるのだろうが､設計者はそうしたことへの

対応として､できるだけ面積効率を高めるべく､待合い空間をできる

だけ広く確保できるように､廊下を取り込んで広く見せる､いわゆる

rオープン｣な形で空間を造る癖が原因しているように(自己批判を

込めて)思えてならない｡学校のオープンスペースをはじめ､種々の

建物に共通してみられる現象であり､病院外来では､予約制が定着し

ピーク時の患者数が減少している今でも､なかなかこの癖は払拭され

ていない｡
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3)待合い空間が大規模な場合､ Westin, A.F. (1967)の言う匿名性

(anonymity)の中でのプライバシーが存在し､患者が受付の方向を向

いて一列に座る(左右に対してはside byside､前後に対してはsocio

herotalの関係､高橋, 1980)座席配正も､そこに一役買っている｡

しかし空間が分節化し小規模になると､この匿名性は希薄になるか

ら､病室の場合と同様､そこにいる患者のterritoryは､ jurisdictionと

して確保されることになり､患者どうしお互いが､プライバシーを共

有する状態(shared privacy)を如何に造るかが課題になる｡ [神綱]

のように座席配置を旧来どおリー列･一方向に向けて並べる方法もあ

るが､壁面にアルコーブを設け､造り付けの座席により患者どおしの

視線が向き合わないようにする[大牟田】の例もある｡つまリ

Osmond, H. (1957)の言う､ソシオベタル(対面型; sociopetal)

やソシオフーガル(敢反型; sociofugaJ)の位置取L)である｡近年､

様々な病院の待合いで､こうした座席配置にまで気を配っている病院

を見かけるようになってきた｡

4)こうした待合い空間の分節化は､椅子そのものの質を高め(値段

ち)､また造り付けにもなってくるから､ピーク時の｢あふれ｣に対

して課題が生じてくる｡つまり予約制によって外来患者の来院時刻が

ある程度予測できるとしても､新患や予約外患暑が通常約2割程度存

在するわけだから､その来方による影響は大きい｡予めそうしたrあ

ふれ｣を見込んでおくべきだろうが､最近その種の規模計酉に関わる

建築計酉研究は皆無に等しく､しかしかといって両横がそれ程潤沢に

あるわけではないから､勢い廊下にスチール製のパイプ椅子を持ち出

すことになりかねない｡ここにもいわゆる｢オープン｣な形から♯れ

られない原田がある｡ところでここにアフォーダンス(afFordance)

という概念がある(GJ'bson,J.J., 1979)｡つまL)ここでの談論に敷fipT

すれば､椅子として造り込んだ家具でなくとも､ h-400程度の平ら

な面があれば､そこに患者は｢座るアフォーダンス｣を読み取って

(座ることをアフォードする)腰掛けるだろうという考え方である｡

これを利用してインテリアを設計すれば､ ｢あふれ｣に対応した予備

の椅子の役割を果たすだろう(小松)という｡筆者なりに説明し直せ

ば､これまで廊下を待合室として転用していたことから､アフォーダ

ンスを利用して､何らかのインテリアを椅子に転用する､という思考

の転換で､分節化した空間の質を変えずにrあふれ｣に対応できるの

ではないか､という指摘である｡

5)一方｢待ち｣の閉居は今､予約制に端を発して質的にも変化して

いることに気付く｡待ち時間をゼロにすることはできないが､外来レ

ストランやロビーに診察の順番を表示する(食事をしていても良い)､

患者ページングシステムを導入する(つまり何をしていても良い)試

みなど､待ち時間短縮のために様々な処荘が講じられている｡つま

り､こうしたシステムでr待っている時間｣は何か別の行為に代替え

できる可能性が開かれたわけである｡また[西神戸]では､放射線技
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図3-2.神綱病院の待合い空間

図3-3.大牟田市立総合病院の待合い空間
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師の発案で､透視の順番を待つ患者にこれから行われる検査がどうい

う内容のものであるか､またどういう手順で行われるか､といったい

わば患者教育を目的にして､待合い空間にVT Rを設置し､また待合

い空間側にX一丁Vの操作盤を設けるなどの試みが見られる(図3-

4)｡待っている患者からの視線をコントロールする方法に課題が残る

が､これは今井(1979)の接点操作ホール(廊下)型の発展型とも

考えられ､形態としては既にM R lや放射線治療部門で採り入れられ

ている｡いづれにせよ､ ｢待ち｣時間は単にr待っているだけ｣の時

間ではなく､積極的な医療(教育)の時間である､という発想への変

化である｡

3-3.本章のまとめ

ここまで種々述べてきた病院建築におけるプライバシーと領域に関

わる空間構成の今日の特徴は,更に要約すれば､これまでr(量や機

能として)有ればいい｣とされていた病院の空間あるいは環境が､近

年はrこんな風に(質や気持ちとして)在ったら良いJという､患者

にとっての価値が実現するものへと変わってきている､ということで

ある.そこでは､制約として設計者に強く意識されてきた建築計画学

は､患者の価値を実現するという目的を達成するために設計者が使う

建築計商学へと変わってきているように思える｡

すなわちここに､本研究のテーマがあり､より具体的な現象を取り

上げ､その機能･システム･患者の心理等が相互に関わり合う様態を

以下の章で具休的に示したい｡
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やや専門的になるので､ギブソンの思想を易しく紹介した以下の本(佐々木,1994)が

参考になる｡そこではrアフォーダンスとは､環境が動物に提供するr価値上のこと

である｣と説明され､ ①反射や反応を引き起こすr刺激｣ではなく r情報｣であり､

②知覚者が内的に持つr印象｣やr知護｣のような主観的なものではなく､環境の中

にある実在である､と言う｡

15)佐々木正人:アフォーダンス一新しい認知の理論;岩波書店, 1994

16)小松尚:｢コラム16:座席レイアウトがアフォードするもの｣･空間に生きる;北

大蕗書房, 1995

この文献において直接言及されている考えではなく､氏のこの文献におけるスタンス

として､ [大牟田】を見学した陰に指鯖された内容である｡

17)本稿で取り上げた病院とその掲載号

樟国大学病院:病院建築No.88, 1990.07

東京都リハビリテーション病院/ N大学医学部付属病院病棟計画案:病院建築No.92,

1991.07

西神戸医療センタ- :病院建築No.105, 1994.10

福島県立南会津病院:病院建築No.109. 1995.10

神網病院:病院建築No.111, 1996.04

大牟田市立総合病院:病院建築No.112, 1996.07

熊本中央病院:病院建築No.118, 1998.01

東京大学医学部付属病院･新病棟:未発表
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第4章

個室的多床圭のプライバシーと領域

4-1.調査の概要

4-2.個室的多床主に関する患者の意見





4.個室的多床圭のプライバシーと領域

西神戸医療センターの個室的多床室が成立してから3年以上が経過

し､今現在､様々な形で個室的多床室の改良が試みられている｡この

時期に､この個室的多床室の長所･短所を評価しておくことは意義あ

ることと考え､患者および看章婦による評価を考察する｡とりわけ建

築の設計意図が､患者のプライバシーおよび領域意識への配慮であっ

たから､本研究では､そのことを中心に､またそのことによって看護

などといった医療サービスにどのような影響を及ぼしているのか､に

ついて検討する｡

4-1.調査の概要

1 )調査対象の概要

調査の対象とした病院は､東京都リハビリテーション病院･大牟田

市立総合病院･西神戸医療センター･福島県立南会津病院の4施設で

あり､以降それぞれ都リハ･大牟田･西神戸･南会津と略記して示す

(国4-1 ･表4-1)｡これらは､典型的な個室的多床室を持つ西神戸と
南会津を中心とし､急性期医療を提供している西神戸に対して､やや

高齢者中心の南会津と言う位置づけであり､またこれと対応して､ス

テレオタイプの4床圭を持つ急性期の大牟田､個室的多床圭の端緒で

はあるが､分散便所を持たないリハビリテーション中心の都リハ､と

いう位置づけで対象を選定したo

また対象とした患者はいずれも､病棟婦長がアンケート及びヒアリ

ングに対応可能と判断した患者で､調査者が調査の意図を説明し同意

を得られたものである｡従って､大凡自立して入院生活を送ることが

でき(身辺自立度が高い)､また病状も安定している(看護観察の必

要の程度は低い)ものである｡

2)調査の方法

患者へのアンケートは､大凡以下のとおりである｡

①ベッドにいるときの視線について(やり場･気になる視線)

②どのベッドの患者さんとよく話すか

③廊下の様子･看護婦さんの病室巡回･ナースコールについて

④窓外の景色と病室の明るさについて

⑤居心地の良さと病室の好みについて

-57-



施設名 西神戸 南会津 都リハ ≡.-一三■ 大牟田

所在地 兵庫県 福島県 東京都 茨城県 福岡県

竣工年 1994年 1994年 1989年 1992年 1995年

定床数 500床 150床 165床 100床 400床

1床当り病室面横 7.5m-/蘇 6.8m'/蘇 9mJ/皮 8.4TTi/L#p 6.5mI/蘇

粥査対魚息者.入唐音数 74人(15%) 38人(25%) 42人(25%) 14人(14%) 56人(14%)

粥査対象者嫌婦.介桂城負数 97人(27%) 56人(88%) 59人(73%) 38人(17%) 29人(72%)

平均入院.入所日数 13日 50日 70日 39日 14.5ケ月

粥査日 1997′8′14 1997′8′12 1997′8′5 1997′9′4 1997′8′23

表4-1.調査対象の概要

(緑寿荘･老健施設については､本報告書では除外)
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■東京都リハビリテーション病院

□計画内容

この病院はベッド周
りの個別化を目的とし､
1.花台･洗面台を置いて
隣の患者との視覚的干
渉を防ぐ｡

2.天井に折り上げを設
けることにより対向の
ベッドの患者との額域
を視覚的に区分する｡
という2つの設計工夫
を試みた｡個人のプライ
バシーの保持を重視し
た病室計画である｡

□設計理念

リハビリ病棟におけ

る多床室の有効性は､

一般に論じられている
ところであるが､それ

も個の額域の確立が前
提であろう｡ここでは､
花台･手洗台を配して,
平面的に床頭まわりを
を個別化することとと

もに､天井を折り上げ
ることにより通路部分
とベッドまわりを区分
している｡

(病院建築No.92より抜粋)

□病室平面 scale :1/1u)

ロ病室の物理土

1床当たり病室面積 9.Om'/床

1床当たり病室面積
(前垂･トイレ含む)

対向ベッド間隔 1.7m

並行ベッド間隔 1.8m

o 50 . (cn

U■｣----｢- ~
._______｢[_ニ=

10 100

施設名:

竣工年:

地名:

設計:

出典:

東京都リハビリテーション病院

1989年
東京者6墨田区

共同建築設計事務所

病院建築92

図4-1a.調査対象病院の概要
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■大牟田市立総合病院

□計画内容

ここでは,外来部にお
いて各受付を分散させ
る事で一つの待合空間
ではなく,それぞれの場
所で診察を待てるよう
に計画されている.ま
た､看護婦と患者との関
係を強めるためにナー

スコ-ナ-を配置し､看
護拠点の分散化を図る｡

病室計画においては
従来の並行配置である

が各ベッドサイドにTV
台を兼ねた低いロッ
カーを装備しコーナー

の個別性を高めようと
している.

口重内風景

□病室平面 sca一e :I/100

ロ病室の物理量

1床当たり病室面積 6.2m'/床

1床当たり病室面積
(前垂･トイレ含む) 7.2m'/床

対向ベッド間隔 1.3m

並行ベッド間隔 1.4m

施設名: 大牟田市立総合病院

竣工年: 1995年
地名: 福陶県大牟田市

設計: 共同建築設計事務所

出典: 病院建築

図4-1b.調査対象病院の概要
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■西神戸医療センター

□計画内容

この病室は廊下側と
窓側のベッド位置をそ
れぞれ外側,内側となる
ような平面構成をとる

ことにより､廊下側の
ベッドに｢内意｣を設け
ることが出来.なおかつ
隣の患者との視徐を防
ぐことによつて､個の額

をす事を

□病室平面scaJe:l/l(氾

;a

let....j血[二】l口.､4床宣

ET.

＼/

LAW

■ヨ

用

u皿巨f一′

＼/

LAW
＼

′

としている.

□設計理念

.l#1fFl.I.,%'lr=町.本計画の4床室は､
多床室の利点を生かし ---㌫~-J--~~lエリ'｢T~-------
つつも個の領域の確保
に配慮した病室ではあ
るが､音や臭気に閲す
るプライバシ-といつ
た点では､当然のこと
ながら個室の持つ性能
に敵うベくもない.し

甲聖___∠ゝさ____

噺前ホl,レFノ
かし,現行の看護単位
規模.看革力水準.面積
的レベルのもとでは､
適正数の個室を用意し

[コ､

′

o50,so(

1D1005

た上で,より個別的な

環境に配慮した多床室
で病棟を構成するとい
う今回のような手法が､
現実的な解決策であろ
うo

(中略)また.このよ

うな病室が療養型病棟
ではなく急性期の病棟
で実現していることに

き聖モー一反~､bJ営■}Sし~~○〆て=く

:-:''しrき､

義塾■.-違幸i
Ⅶ■■田
潤

■.蔓
′蛮軸~嚢-_..-

･源空=-

w-…塾蓋蒜冠~.≡
護､'w

注目していただきたい.
急性期医療とプライバ
シーあるいはアメニ

..J~′r

□｢内窓｣:廊下側のベッドの患者も眺望.採光

ティーとは基本的に矛
盾しないということで
あろう.プライバシー
とは,本人の自覚のい
かんに関わりなく保証
されるベきものである

と考えたい.
(病院建築No.105より抜
秤)

を得るために設けられた.(写真右)

冨芸重義写警護-i,撃..-賢一×⊥
≡.i′き...〉-㌣マ⊥_

ない○轟_.毒-壷3■魂
ロ病室の物理土

7-.-く′…≠■‥ぎ?､■■一望琴

施設名:西神戸医療センタ

1床当たり病室面積 7.5ni/床

1床当たり病室面積
(前垂.トイレ含む)

9.1mL/a

竣工年:1994年
窓側対向ベッド間隔 1.Om

地名:神戸市
廊下側対向ベッド間隔 2.7m 設計:共同建築設計事務

並行ベッド間隔 1.8m 出典:病院建築105

国4-1c.調査対象病院の概要
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■福島県立南会津病院

ロ計画内容

この病院は平面のコ
ンパクト化による看護
動線の海締化を目的と

し､中央に大きな光度を
設けずに各病室の廊下

側のベッド脇に｢光井
戸｣を設けている.それ
によって,病室内の採光

の面に関して窓側と廊
下側で格差が生じない
ようにしている｡

D設計理念

｢個室的多床壷｣は通

常,プライバシーの脈

絡で理解されている｡
もちろんその通りでは
あるが,その前に多床
室内の病床環境のの平
等化(あるいは平準化)

にその要点があると見
ることもできる｡つま

り､光や風の環境要素

に関して.できるだけ
病床間に格差が生じな

いように工夫する試み
と言える.特殊ではあ
るが､プライバシーも
これらの環境要素のひ
とつとして理解するこ
ともできる｡この｢格差

の是正｣と言う視点を
忘れると,視線の相互
干渉iま防止しえても､
その他の環境要素につ
いては従来型の病室以
上に格差のある計画が
なされる可能性も,原
理的には,あり得ない
畜ではない｡

(病院建築No.109より抜粋)

ロ病室平面 scale :1/loo

口重内風景

□病室の物理圭

1床当たり病室面積 6.8m'/床

1床当たり病室面積
(前室･トイレ含む) 7.9m'/床

対向ベッド間隔 2.1m

並行ベッド間隔 1.2m

施設名:

竣工年:

地名:

設計:

出典:

福島県立南会津病院

1994年
福島県南会津群田島町

共同建築設計事務所

建築画報245

病院建築109

国4-1d.調査対象病院の概要
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4-2.個室的多床主に関する患者の意見

1 )視線のやり場や気になる視線について(国4-2)

患者が病室外部のアクティビティーとどのように関わっているのか

について､その視線に着目して設問を組み立てた｡

①ベッドに寝ているときにどこを見ているのかを闘う設問(重複回

答:図4-2-1)で､ ｢窓の外｣ ｢天井｣と答える患者が圧倒的に多かっ

たことは想像通りである｡が､都リハで｢廊下｣と回答したものが

20%程度居ることは､近年一般的に廊下と病室の間に設けられる分敬

便所が無いことの影響と見ることができよう｡またこの傾向が､窓側

のベッドよりもむしろ廊下側のベッドに顕著であることは､廊下のア

クティビティーに対する視線の有無というより､むしろ距離に影響が

強いと考えられる｡

一方､廊下側のベッドにも窓のある西神戸と通常の4床圭である大
牟田の､それぞれ廊下側の患者の回答傾向に差が見られないことは､

西神戸の窓の効果が眺めるという機能に対して希薄である､とも考え

られるが､大牟田の外壁の病室内通路部分が壁になっていることで､

窓側の患者がキユーピクルカーテンを常時開けていて､そのために廊

下側の患者も窓に視線を向けることができる結果とも言えよう.この

ことは､南会津と比較することで裏付けられる(光井戸の雪見障子は

殆どが閉まっているために壁の効果しかない)｡つまり､西神戸の廊

下側の患者の回答が､窓側の患者の回答傾向と殆ど変わらないことを

重視すべきである｡

②気になる視線について問う設問では(図4-2-2)､これも都リハで

廊下からの視線を気にする回答が多くあり､廊下のアクティビティー

に対する距離が分散便所などによってとられていないことに影響して

いると考えられる｡しかしその一方で､そのアクティビティーが病院

職員である場合には､外来者などと比較して殆ど気になっていないこ

とは､患者心理の影響と言えようo

分散便所などで廊下からの視線が気にならない場合､むしろ病室内

部での視線が相対的に気になることになる｡南会津で同室の患者の視

線を気にするものが極端に少ないこと以外は､西神戸･大牟田･南会

津とも同様の傾向を示し､ここには病室形状の影響は見られない｡ま

た多くは､こうした視線は気にならなくなった､という.

③廊下の様子が気になったことがあるか問うた設問(図4-2-3)で

ち,やはり都リハで｢ある｣と回答するものが多く､他の病院と傾向

が異なる｡気になった出来事の多くは､廊下で発生する子供や面会客

の話し声や足音､あるいはドアの開閉音や汚物処理室などから発せら

れる水を流す音や臭い､などである｡音に対して気になっていると回

答するものが多いことから､都リハの場合他の病院が廊下をカーペッ

ト敷きにしているのと異なるために､こうした傾向の差を生んでいる

とも考えられる｡
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2)病室内で発生する会話について(図413)

病室の形状が､病室内での患者間の交流に与える影響を考慮するた

めに､どこの位置の患者とよく話をするかを問うた設問に対して得ら

れた結果を考察する｡

隣ベッドとの間に洗面台や花台がおかれた都リハや､雁行型で家具

(丁∨台にもなっている)のおかれた西神戸では､予想通り､大牟田

や南会津と比較して｢隣｣の患者とよく話をする(1 )患者の割合は

少なく､ ｢向かい｣の患者とよく話をする(1)割合が多い｡また一

方､西神戸では｢斜め向かい｣の患者と､比較的よく話をする(2)

と答える患者が多い｡この点他の3病院とは顕著に異なっており､雁

行型の病室形態により､斜め向かいの患者間の距離が近くなっている

ことの影響と考えられる｡

ただ意外であったのは､西神戸において､廊下側のベッド位置で向

き合う場合､通常よりもベッド間の距離が長くなっているにもかかわ

らず､窓側のそれと同様に､よく話をする(1)割合が多いことであ

り､また逆に､窓側の場合にはむしろ通常よりもベッド間の距離が短

いことが､かえって｢近すぎる｣といった意識を持たれるのではない

かと考えたが､結果は予想に反したものであった｡このあたり､安直

に問題無しとは言えないまでも､更に検討が必要なところであろう｡

3)疎外感について(図4-4)

病室のプライバシーがより強く守られるようになることは､逆に疎

外感を強くすることにもなる｡ここでは特に､医療スタッフとの関係

を､こうした側面から検討する設問について考察する｡

①看護婦に対して頻繁に足を運んできて欲しいと感じる度合いを問

うと(図4-4-1)､これについては､殆ど病室形状と関わりのないこと

が推察される｡都リハ･大牟田で｢もう少し頻繁に訪問して欲しい｣

割合が多いが､都リハのように直接廊下と接する病室と､大牟田のよ

うに分散便所が設けられ廊下との距離がとられている病室が､同様の

傾向を示すことから､これらの結果はむしろ､看護婦数や看護業務の

形態などと言った看護システムの影響と考えられる｡また一方､こう

した意識は時を経るにつれて｢気にならなくなる｣のであり､患者の

病状が回復に向かうことで解消されて行くことになる｡

ただこの結果を敷抗すると､単に(病室外･廊下での)看護婦の立

ち居振る舞いがベッドから見えているだけでは､患者の安心感にはつ

ながらず､むしろ患者(逮)の｢管軌領域の中(この場合は病室で

あろうが)に入って行き看護業務が展開されていることに､影響が大

きいと考えるべきであろう｡

②また､こうした患者の領域意識の及ぶ範囲(病室)では､患者ど

おしはその領域意識を共有しあっているのか､医療スタッフの立ち話

といった場面の気になり方を問うてみた(国4-4-2)｡殆どがr気にな

らない｣と答えている｡また｢話の内容による｣と答えるものも少な
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くないが､このことを領域意識という視点から考えてみると､自分自

身に関する話あるいは同室患者の話など､話の内容に領域性が見られ

るような場合に､共有された領域(病室空間)に違和感が生じている

のではないか､と読めまいか｡推測に過ぎないが､このあたり更に検

討を要する課題である｡

③看護婦を呼ぶ､という行為がどのような形で行われるかを問う設

問(図4ヰ3)について考察する｡殆どはナースコールで呼ぶか､病

室に看護婦が入ってきたときに呼び止める｡ただ頻繁ではないが｢廊

下に出て声をかけ｣たり､ナースステーション(NS)やナースコー

ナー(NC)に足を運ぶこともあるという(30%程度の患者にこうし

た経験がある)が､病室を出る場合は､ NS ･

NCまで足を運ぶよう

である｡特に都リハや西神戸･南会津にその傾向が著しい｡いずれの

病院にもN Cがあるから､何故大牟田にその傾向が顕著でないかは定

かでないが､看護拠点が病室の近くにあることの結果と見ることもで

きよう｡

病室内のベッド位置による差異で､どのような方法で看護婦を呼ぶ

かに､その影響は見られないが､西神戸において､看護婦が｢病室に

入ってきたときに呼び止める｣ことが一番多いとする患者が､窓側に

比較して廊下側に多いのは､この位置の患者に病状が安定しているも

のが多いためとも考えられ､仮にそうだとするならば､廊下側からの

看護観察の目の届かないところに､軽症の患者が配置された結果と言

えよう｡

4)窓の効果について(国4-5)

窓が､実際の眺めや採光にどのように効いているか､その効果を大

牟田と西神戸において､患者の心理的な側面から比較考察する｡

①ベッド上から窓の外を眺めるか､また景色はよく見えるか､との

設問を､大牟田と西神戸で行った(国4-5-1)｡大牟田は､いわば典型

的な矩形の病室で､悪から外を眺める患者が多く(相対的に時々眺め

るという患者が少ない)､あまり眺めないとする患者は極めて少ない｡

また景色が良く眺められると言う｡しかし対照的に西神戸の場合､悪

から外をあまり眺めないとする患者やたまに眺めるという患者の数が

多く､これが廊下側の患者に顕著である｡またそこからは､景色がよ

<見えない､と指摘されている.バルコニーが横切っていることもあ

り､廊下側の窓は光井戸に面するから､確かに窓によって切り取られ

た景色は総じて良いものではない｡その結果の現れであろう｡

②また悪からの採光について尋ねると(図4-5-2)､大牟田が最も明

るいと評価されている｡廊下側から光井戸･雪見障子を介して光を採

り入れている南会津や､廊下側の患者にも窓を設けた西神戸では､こ

れまでの典型的な4床圭の大牟田よりも｢まあまあ明るい｣と答える

患者や､特に西神戸では｢少し暗く感じる｣患者の割合が多い｡実際

の照度を測らねばならないが､このことをどう解釈すべきか｡外部に

開かれた悪からの採光に対して､廊下側(南会津)や雁行させて作リ
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出した光井戸(西神戸)に開かれた悪からの採光が､相対的に照度が

少ないため､返って｢暗さ｣の評価を生んだものと考えられまいか｡

この点については､更に検討が必要である｡

5)全体的評価について(図4-6)

それぞれの病室の全体的評価を考察するために､ ｢落ち着くか｣ま

た｢差額がなければどのベッドを選択するか｣を闘うた｡

①ベッドの位置によって(この場合は廊下側か窓側か) ｢落ち着く｣

と｣評価するものの割合が異なるのかどうか､検討した(図4-6-1)｡

都リハで｢とても落ち着く｣と答えたものが｢まあまあ｣を大きく越

えていることや､南会津で､ ｢気にしたことがない｣の割合が多いこ

となどに､特異な評価が見られるものの､大凡全体的には似た傾向を

示している｡あまり廊下側･窓側の差異は見あたらず､こちらの期待

した答えを得ることはできなかった｡つまり患者は､西神戸や南会津

のような特殊な病室形態を入院生活の上では特に意識していない､と

も考えられる｡

②また同様に､差額がなければどの病室を選択するかを開い､特に

廊下側の患者が､どのよぅに現状の環境を評価しているのか検討した

(国4-6-2)｡都リハや南会津で､個室を選択する割合が多いのに対し

て､大牟田や西神戸では､個室選択は多い｡このことは､病院の立地

する地域性や患者の病態によるものと考えられるが､特に､廊下側の

患者がどの病室･位置を選択しているのか､についてみると､南会

津･西神戸で､現在と同様の窓側のベッドを選択している患者が少な

くはない､という点に着目したい｡調査者の悪意的な評価とも思われ

るが､今後更に､このあたりが明瞭になるような､手法の検討も課題

となろう｡
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個室的多床圭での看護

5-1.調査の概要

5-2.個室的多床主に関する看護婦の評価





5.個室的多床室での看護

5-1.調査の概要

一般的な内科･外科の病棟について､そこに勤務している看護婦に
対してアンケート調査を行った｡アンケ-トの内容は､大凡以下のと

おりである｡

(か廊下からの看護観察に支障があるか

(参患者と疎遠になっていないか

③廊下での看護行為が気兼ねなくできるか

④看護婦から見ての総合的な評価

また､対象とした病院での病棟別､経験年数別の看護婦数は以下の

とおりである｡都リハで経験年数が3年未満の看護婦が多く､一方大

牟田では､ 15年以上の経験を持つ看護婦が多いことが特徴的である｡

(丑都リハ 3年未満 3-15年未満15年以上 不明
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5-2.個室的多床主に関する看護婦の評価

1 )病室での看護作業･観察について(図5-1)

病室形状が凸型の西神戸の個室的多床圭で､病室まわりでの看護作

業や廊下からの看護観葉にどのような支障が生じるのか､典型的4床

室の大牟田と比較して考察する(複数回答)｡

①病室まわりの看轟作業について問うた(図5-1-1)｡大牟田と西神

戸とではストレッチャー移乗の項に差が見られるが､これはベッド/

ストレッチャー搬送のいづれを主体とするかの差による｡また､大牟

田･西神戸とも大凡の傾向は近似しているが､両者とも窓側のベッド

で車椅子移乗やベッド搬送など､比較的ベッドサイド面積を必要とす

る看護に支障があるとする回答の総数が多い｡大牟田で､窓側のベッ

ドまわりでの看護作業のほうが､何故廊下側よりも多いのか理解に苦

しむところである｡自由回答欄などから推察すれば､窓側･廊下側で

それぞれ同様の聞いを行っているため､最初の窓側に答え､以下同様

との主旨で､廊下側の回答を省略した､とも考えられる｡この点､更

に検討が必要である｡西神戸も同様の結果とみれるが､一方で自由回

答欄では､とりわけ窓側に機器などを持ち込む際の狭さについて間題

を指摘する意見が多く､予想されたことであるが､ベッドまわりの領

域を固定化することで､機器を伴う看護行為をやや不自由にしている

と考えられる｡

②廊下を通っている際に病室の中を覗く､というスタイルの看護観

察が､これまで習慣的に行われていたわけだが､実際には､分散便所

が配置されるなどのために､病室の中が垣間見えなくなっていること

は想像に難くない｡このことを問うてみた(国5-1-2)｡これも大牟

田･西神戸とも大差ない傾向を示している｡ただ､いづれの場合も､

｢前圭まで｣という中途半端なことではなく｢窓側の患者が見える位

置まで｣病室に入るときに気を付けている､という｡また廊下から病

室が見えないことで困ったことがあるとする回答が多く､容態の急変

を発見しにくい､という不安と同時に具体的には､

･部屋にいるのかいないのかが分からない

･点滴の残量が分からない

･言葉のでない患者がベッドから転落したとき

･夜間の観葉に不自由

･トイレで倒れている患者の発見が遅れた(在室確認ができない?)

といった事項があげられている｡これは西神戸に顕著であるが､病室

に入って観察を行う点では､個室と同様なのだから､間遠は､病室内

で患者の様子(特に窓側)が把握しにくいという指溝と考えられる｡
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06) JB下をgIくと卓. *JEがJLえないことで気をつけていることは
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05)廊下を少くとき､病主がJLえないことで気をつけていることは

全体 5F古 7F★ 7F西 9F★ 9F西

勤務#f練

06) &下から*主内がJLえないことで困ったことはあるか
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勤務頼練

図5-1-2.廊下からの看護観察(上) ･困ったこと(下)

西神戸(左) ･大牟田(右)



2)患者とのつながりについて(図5-2)

分散便所などの配置を含め､病室形状によって患者との関係が疎遠

になる､と言う危慎も少なくないために､ここで幾つかの具体的事象

を問うてみた結果について検討する｡

(むナースコールの多少が､ある意味で､ ｢看護婦との接点を求めた

い｣患者からのメッセージである､という視点の設問である(図5-2-

1)｡都リハ･大牟田が､西神戸･南会津と異なる傾向を示す｡前者が

他の病院と比較して多い､と指摘するのに対し､後者は同じくらいだ

という｡むしろ逆の回答傾向になることを想定していたが､意に反し

た結果となった｡都リハの場合は､その性格上生活行動に対する介護

が必要になるという意味から､不定期な看護を期待するナースコール

が多いと解釈されようが､大牟田ではその解釈は当てはまらない｡む

しろ絶対数として､ ｢多い｣とする数が少ないと読むべきか｡看護婦

の属性では､大牟田に他病院での経墳のあるものが少ないことから､

こうした傾向が生じたと考えるのが妥当であろう｡

一方西神戸･南会津では､他病院と同程度とする回答が多く､看護
婦が看護観察をし難い､と指摘している事とも考え併せると､むしろ

頻回な観察を行わなければならないことが逆に､ナースコールの頻度

を少なくしているとも考えられる｡また同時に､病室の中が見えにく

･いことで､患者の容態に応じた転床が頻回に行われているとも考えら
れる｡このあたり､更に検討が必要である｡なお､追加して指清して

おくべき事柄として､こうした傾向は､病棟の性格に困り､各病院の

それぞれの病棟での回答傾向には､類似性は極めて希薄である｡

②更に､直接患者からの苦情の有無を闘うた(図5-2-2)｡看護婦か

らのケアが少ないという患者からの苦情が｢たまに聞かれる｣ようで

あるが､大牟田でやや傾向が異なるものの､これを病室形状の影響に

結びつける理由は思いつかない｡ナースコールの多少が｢潜在｣的な

要望とすれば､苦情という｢顕在｣化した形での問題の表出までには

至っていないと理解すべきであろう｡

③また患者が直接行動で､看蕃婦との接点を求めることもあると考

え､その点を分散便所の有無による影響を比較するため､都リハと南

会津で問うた(図5-2-3)｡やはり明らかに､廊下と病室の距離が近い

都リハの方が､廊下を通る医療スタッフを病室から直接呼び止めるこ

とが多い｡しかし一方で､その見えることが､患者の安心感になって

いるという評価には直接つながっていないようである｡
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07)他のホ族と比較して､ナ-スコールは多いか
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09)他■暁と比べて､ナースコールは多いか
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図5-2-1.ナースコールの多さ

都リハ(左上).大牟田(右上)

西神戸(左下) ･南会津(右下)
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国5-2-2.ケアの頻度への苦情

都リハ(左上) ･大牟田(右上)

西神戸(左下) ･南会津(右下)



05) Jl下を少いていて､患書から手や?で合内を受けたことはあるか

全件 4S 4N 5F 6F
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o3)恵*が. JB下から医師･ ■Z(Jlの辛が見えて安心だと育っているのを恥＼たことがあるか
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病棟2

図5-2-3.患者からの合図(上) ･姿が見えて安心か(下)

都リハ(左) ･南会津(右)一



3)廊下での看護行為に対する気兼ね(国5-3)

ナースステーションがオープンになる傾向やナースコーナーなどが

現れてきて､廊下で行われる青春行為について､病室への音を気遣う

場面が増えてきている｡ここでは一方で､分散便所が設けられること

で､廊下と病室の間に前圭ができるようになり､こうした気遣いがど

の程度看護婦に意識されているのかを闘うた設問(図5-3)について

考察した｡

気を付けていないとする回答は皆無に等しいが､気を付ける程度に

おいて各病院で差が見られる｡特に､時間によって､と答える割合に

差が見られ､西神戸ではこの割合が多い｡つまり､相対的に常時気を

付ける割合が少なくなっている｡このことを､病室の形状の差と見る

こともできる｡つまり西神戸の場合､窓側及び廊下側のベッドが廊下

からはよく見えない､ということが看護婦の不安材料にもなっている

が､一方で廊下でのアクティビティーに対しても､患者に気兼ねする

ことなくおおらかに展開されていると見るのである｡看護婦と患者が

お互いに見えない､という結果に対する両側面と言えよう｡

4)看護婦から見た｢患者にとって｣の総合的な評価(図5-4)

病室環境が､病院という治療の場にとってどのように効果を持つの

か,いわば｢患者にとって｣の立場から看護婦に問うた(図5-4)｡都

リハや西神戸では､直接的ではないが､ある程度有効だとする回答が

多い｡しかし一方で､大牟田や南会津では､こうした評価は得られて

いない｡この要田を伺い知れないが､南会津では自由意見(悪い点)

において､病室に関する意見は皆無であり､むしろ病棟の構造そのも

のについての批判が大きい｡また大牟田では､病室の狭さ･採光の悪

さ･キユーピクルカーテンを引いた時の廊下側のベッド位置での採光

の悪さ､などが指摘されている｡狭さや暗さと言う点を除けば､この

総合的評価を問う設問での批判的な評価は､病室そのものへ､と言う

よりはむしろ病棟へのものと推察できなくもない｡

なお､西神戸での自由意見では､スペースの狭さや廊下側のベッド

が暗い､といった評価があるのと同時に､

･個人のスペースという意識が強いために私物が増える

･長期入院を希望する傾向がある

･自力で座位保持ができない患者が同室者と顔を合わせられない

など､具体的な指梼を得ることができた｡
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07) Jl下での物音や肯し?に気をつけているか
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図5-3.廊下からの病室への気遣い
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08)このような荊iが.急事の治■に有効だと患うか
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西神戸(左下) ･南会津(右下)





6-1.個室的多床主に関する患者の評価構造

6-2.個室的多床主に関する看護婦の評価構造

6-3.総合的評価と課題





6.総括

ここでは､これまでの分析結果を潜まえ､その要点をまとめて考察

することで､個室的多床室の､この時点での評価を構造化して示した

い｡

6-1.個室的多床主に関する患者の評価構造

･病室外部とのつながりは､分散便所の有無に影響を受け､分散便所
がない場合､病室の特に廊下側のベッド位iEで顕著である｡具体的に

は､廊下でのアクティビティーが､廊下側ベッドの患者に影響を及ぼ

し､廊下からの視線などを気にさせる結果となる｡しかし､このアク

ティビティーが医療スタッフのものであれば､患者はさほど気にする

ことはないが､外来者などに対しては､迷惑な結果となる｡また一方

で､分散便所などが採られていて廊下からの視線が気にならない場合

には､むしろ病室内部での視線が相対的に気になることになる｡さら

に廊下で発生する出来事で､気になったものの多くは青に関わる行為

である｡具体的には､子供や面会客の話し声や足音､あるいはドアの

開閉音や汚物処理室などから発せられる水を流す青などである｡

･病室の形状が､病室内での患者間の交流に形書を与えている｡隣の

ベッドとの間に何らかの仕切がある場合､ r隣｣の患者と話をするこ

とが少なくなり､相対的に向かいのベッドとの交流が多くなる｡しか

し足下方向の正♯の長短と交流の多少との関係には､今回の結果から

は影響が見られなかった｡が,これは上野等や西出等のベッド間隔の

評価実額結果から､説明がつく｡

･病室のプライバシーがより車く守られるようになることは､逆に疎

外感を尊くすることにもなると予想されるが､病室形状とは殆ど関わ

りが見いだせず､むしろ看護の密度と患者の病態との関係が強い｡こ

れを先の結果と結びつければ､単に廊下で看護婦の立ち居振る舞いが

ベッドから見えているだけでは､患者の安心感にはつながらないと言

え､むしろ患者(逮)のr管轄｣領域の中(病室)に入っての看護業

務に意味があると考えられる｡しかし､この管塙域の中での青竜業務

が､お互いの共有領域である通路部分において展開される場合､具体

的なr払｣やr同室者｣の商題が叩こえてくる場合､そこに違和感が

生じることになる｡

･看護拠点が分散している場合､患者が病室を出てN SやN Cまで足

を運ぷ傾向がある｡また西神戸の個室的多床圭では､廊下側にiEかれ

た患者が比較的病状が安定しているためか､病室に立ち寄って有毒婦

についでの用事として依頼をする｡このことは､ ｢病状が安定したの

でこの病室に移ってきた｣という患者からの言葉としても聞かれる｡

つまりベッドの位置による不均等さは､転床で保証されている｡
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･病室の窓については､西神戸の個室的多床圭は､患者から意識され
ていない｡これは設計上の間遠として指摘できようが､景色がよく見

えない､などが指揖されている｡また窓からの採光は､大牟田が最も

明るいと評価され､廊下側から光井戸･雪見障子を介して光を採り入

れている南会津や､廊下側の患者にも窓を設けた西神戸では､少し暗

く感じる患者が多く､評価においては､窓側からの採光に対して相対

的にr暗さ｣となって意識されているものと考えられる｡

･全休的には､廊下側･窓側の差異は見あたらず､大凡良好な評価が

得られている｡が一方で､西神戸や南会津のような個室的多床室を患

者は､入院生活の上では特に意識していない､とも考えられる｡ただ

南会津や西神戸で､廊下側の患者が現在と同じ位置のベッドを選択し

ていることには着目しておきたい｡

6-2.個室的多床主に関する看護婦の評価構造

･病床まわりで展開される看護作業においては､全体的に病室の狭さ

によって支障の生じていることが指摸されているが､西神戸の窓側の

位置では､機器などを持ち込む際の狭さについて間遠が指満されてい

る｡つまり､ベッドまわりの領域を固定化することで､機器を伴う看

護行為が不自由になっている結果である｡

･廊下を通っている際に病室の中を覗く､というこれまでの習慣的ス

タイルの看護観察が､分散便所が配置されるなどのために､病室の中

が垣間見えなくなっており､看護婦は､窓側の患者が見える位置まで

病室に入っている｡実際に､廊下から病室が見えないことで､患者の

容態の急変を発見しにくい､という不安と同時に具体的な事実もあげ

られている｡これは西神戸に顕著で､特に窓側のベッドが把握しにく

いためと考えられる｡

･患者からのメッセージとしてのナ-スコールは､他の病院と比較し

て多いと感じられてはいない｡また､患者からの直接の苦情も顕在化

していない｡更に､ナースステーションがオープンになる傾向やナー

スコーナーなどが現れてきたことで､廊下で行なう看護行為が､病室

への唇音となることを気遣う場面が増えてきているが､分散便所が設

けられていることによって､常時気を付ける必要が無くなっている

(夜間は気遣いが多い)｡

･看護婦の総合的な評価は､ある程度有効だとされている｡ただ､看
護婦の意識は､病室というよりもむしろ病棟の構造そのものに向けら

れており､このことについての批判が大きい｡
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6-3.総合的評価と課題

I)総合的評価

近年分散便所が設けられる病室が一般化してきているが､その患者

の生活行為に対して有効であることは論を待たないと考える｡しかし

その一方で､廊下と病室の関係性に未だ課題が少なくない｡具体的に

は､廊下を通りながら病室の様子を寂うという看轟観察のスタイルが

変更を余儀なくされる｡ただこれは看護側の間題であり､患者自身に

はそのことがあまり問題視されていない｡返って病室の中まで外来者

に覗かれることがなくなり､安定した生活を保てるようになっている

と評価されている｡むしろ音の間遠は､解決されておらず､カーペッ

トなどの効果が指清されてはいるが､扉の開閉音や水洗の音など､解

決すべき課題は少なくない｡

一方こうしたことは､病室が患者の管轄域として理解すべきである
とする筆者の仮説を裏付けるものであり､また患者と医療スタッフの

共有空間でもある｡従って廊下での看護行為には､自分と直接関わる

ものであるという意識は持てず､病室の中で看番行為の展開があって

始めて自分たちのための看護行為である､という認識である｡つまり

ナイチンゲール病棟での評価は､むしろナイチンゲール病棟が一つの

病室と認識されていた結果と見る｡廊下と病室の境界が成立してから

は､おそらく患者の領域意識は別の空間として存在しており､その意

味から考えると､廊下を動き回る看護婦の姿は､単にそこが病院であ

るということを意識させるだけで､とりわけ自分のための活動として

は移っていないのではなかろうか｡

西神戸のように病室形状を凸型にし､廊下側の患者にも小さいなが

ら外部に開く開口部を設けることが､患者の行動や心理､あるいは看

護行為に少なからず影響を与えている｡まず､これが本質的には多床

圭であることから､患者(勿論看護婦にも)は､そもそも同室患者と

の交流をはかる､という意識が前提にある｡つまり､隣のベッドの患

者と｢話がし難い(話をさせてあげ難い)｣という評価になるのであ

る｡従ってこのことを持って､今の段階で個室的多床室の患者間のコ

ミュニケーションに問題があるという指摘は控えるべきであろう｡

しかし物理的に､凸字形の平面形が､患者の占用領域を固定化する

ことで､逆に看護行為を規定していることも事実である｡またその廊

下側に設けた窓が､純粋にその評価を得られていないことも留意する

必要がある｡つまり典型的な4床圭と同様に､やはり廊下側･窓側の

対比として評価されており､このことはむしろ､人間の評価が常に相

対的になされることを再確認すべきと敢えている｡均質化を良しとす

るものではないが(結果として生じる差異にこそむしろ注目すべきで

あった｡また同時に建築の要素(この場合は窓)には､その要素が持

つステレオタイプに患者の意識は向いていることも再確認できた｡
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2)今後の課題

今回の調査は､主として患者のプライバシーと領域意識の概略を理

解することに狙いがあった｡その点では､先行する種々の分野での研

究をこの視点から整理することで､建築の分野におけるこうした視点

の立ち後れを明らかにすることができた｡またそこで組み立てた仮説

に対して､幾つかの病院で､実際にそれらの意識構造が明らかにでき

たことは､本研究の重要な成果と考えている｡

一方､建築がエ学として成立している側面を考えると､今後実際に
は､病室での様々な環境的側面､つまり気温や湿度､あるいは照度や

青圧レベルなどと言った具体的な指標をもとに､これらが患者の心理

などと併せて総合的に示されねばならないと考える｡

勿論､ここで得られた窓をはじめとする様々な事柄に対する評価な

どは､むしろ意味論的に解釈されるべきものでもあり､そのことを考

えることで､地域性や社会性などを､いかにして均質化された現在の

施設に取り戻すことができるかといった課題にもつながって行く｡本

報告書はむしろこの点に視点を当てているが､建築計画学がますます

エ学としての色彩を帯びている今､こうした開い直しは今後更に重要

になる｡
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おわりに





おわりに

本研究は､前半の第1章から第3革までを,主として患者のプライ

バシーあるいは権利領域に関する理論的背景､及びその方法論の検討

に当てた｡また後半の第4辛から第5章については､具体的な病院で

の実証的な調査に基づく考察を行ったが､ここでの調査は､研究協力

者である理科大東京理科大学のメンバーと共同してアンケート表を作

成し､その集計については全面的に研究協力者の尽力による｡これら

をもとにして､研究代表者の視点から改めて分析し考察を行っている

(第5辛から第6章)｡研究代表者の怠慢もあって､本研究に関わった

メンバーとの充分な意志疎通が図れなかった点に悔いは残るが､当初

に目論んだ成果を得ることができたと考える｡

謝辞

また末筆ではあるが､アンケート調査にご協力いただいた患者さん

看護婦さんお一人ずつにお礼申し上げます｡そして､本研究にご協力

いただいた方々を以下に示し､記して感謝申し上げます｡

秩)共同建築設計事務所

田辺峰雄株･川島清孝様

秩)高野重文建築事務所

高野重文榛

東京都リハビリテーション病院

東晃病院長･市村好康幸務次長･石鍋看護部長他者轟部の皆さん

大牟田市立総合病院

高木茂幸病院長･溝上征年総務課長･村上則子さん

横山聡子看護部長他看護部の皆さん

西神戸医療センター

中井準病院長･松田正康事務局長･飯田昭一施設課長

福井ミヨ子看護部長他看護部の皆さん

福島県立南会津病院

鈴木啓二病院長･室井隆雄事務長･角田看護部長他者轟部の皆さん

取手市老人保健施設･緑寿荘

荒木仲施設長･宮本重文事務次長･舘盛京子様他看護部の皆さん

(いづれも役職名は調査当時)
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資料





二==二二

西神戸医療センターの入院患者の皆さんへ

病室に関するアンケートのご協力のお願い

払たちは大学の建築学科において､病院･福祉施設に関する研究をしてお

ります｡今回､西神戸医療センターの病室の様子について調査をおこなわせ

ていただいています｡つきましては､入院患者の皆さんの病室に対するご意

見を伺いたいと思っておりますので､大変ご面倒をおかけして誠に申し訳ご

ざいませんが､下記の質問項目にお答え下さいますようお願い申しあげます｡

文字が読みづらい､質問の意味が分からないなどがございましたら､調査員

にお申し付け下さい｡

後ほど調査員がアンケート用紙を回収に伺いますのでよろしくお願いいた

します｡またその際､少しの時間､お話をお聞かせいただければ幸いと存じ

ます｡

名古屋大学工学部社会環境工学科･助教授 山下哲郎

〒 464-01愛知県名古屋市千種区不老町

電話番号 052-789-4690

東京理科大学理工学部建築学科･助手 須田鼻史

〒278 千葉県野田市山崎2641

電話番号 0471-24-1501内線3521
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o1)この病院への入院日とあなたの性別､生年月日をお教え下さい｡

･入院日【平成 年 月 日】 ･性別【男･女】

･生年月日【明治･大正･昭和 年 月 日】

o2)ベッドにいらっしやるとき､テレビや新聞･雑誌などを見ているとき以外では､どん

なところに視線をやっていることが多いですか?いくつでも構い串せん｡該当するものに○
印を付けて下さい｡

【 】窓の外 【 】天井 【 】廊下

【 】病室の出入口付近 【 】自分のベッドまわり 【 】他のベッド周辺

【 】その他(具体的にご記入下さい)

o3)ベッドにいらっしやるとき､他の人の視線が気になられたことはありますか?気になられ

たのはどなたからの視線ですか｡いくつでも構いません｡該当するものに○印を付けて下さい｡

【 】廊下を歩いている医師や看護婦以外の人【 】廊下を歩いている医師や看護婦

【 】同室の患者さん 【 】同室の患者さんへの見舞いの方

【 】その他(具体的にご記入下さい)

･こうした他の人からの視線に対するお気持ちは入院当初から変わりましたか?該当す

るものに○印を付けて下さい｡

【 】変わった

( )気になるようになった

( )気にならなくなった

【 】時々で異なる 【 】変わらない

o4)同室の患者さんとはよくお話をされますか?よく話をされる方から順に､ 1から番号

をふって下さい｡話をされたことがない場合には×印を付けて下さい｡

【 】隣のベッドの方 【 】向かいのベッドの方 【 】斜め向かいのベッドの方

o5)隣のベッド､向かいのベッドの方との距離についてうかがいます｡それぞれの場合に

ついて｢近すぎる｣･｢ちょうどよい｣･｢遷すぎる｣･｢どちらでもない｣のいずれかに○印を

付けて下さい｡

近すぎる ちようどよい 遠すぎる どちらでもない

会話をするとき

互いに一人でいるとき

自分に訪問客が来ているとき

相手に訪問客が来ているとき

その他のとき
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06)廊下の様子が気になったことはありますか?気になったことがおありの場合には､具

体的にどの様なことがあったのかを敢えて下さい｡

【 】ある(具体的に

【 】ない

07)看護婦さんがあなたの病室にやって来ることをどのように感じますか?下記の該当す

るものに○印を付けて下さい｡ (この質問はあくまでこの病院の建物に対する評価を考える

ためのものですから､ここでうかがったご感想から看護婦さんの働き具合を評価しようとす

るものではありません｡)

【 】あまり入ってきて欲しくない【 】もう少し入ってくる頻度を少なくして欲しい

【 】もう少し足を運んで欲しい 【 】頻繁に入ってきてくれるのでよい

･こうしたお気持ちは入院当初から変わられましたか?下記の該当する項目に○印を付

けて下さい｡

【 】変わった

( )入ってきて欲しいと思うようになった

( )入ってきて欲しくないと思うようになった

( )気にならなくなった

【 】時々で異なる

【 】変わらない

08)病室でお医者さんや看護婦さんと話をされているときのお気持ちをお聞かせ下さい｡下

記の該当する項目に○印を付けて下さい｡

【 】他の人に聞かれているようで気になる

【 】話の内容によるが､気になるときがある

【 】あまり気iこしたことがない

･こうしたお気持ちは入院当初から変わられましたか?下記の該当する項目に○印を付

けて下さい｡

【 】変わった

( )気になるようになった

( )気にならなくなった

( )気になるような話をしなくなった

( )気になるような話をする機会が増えた

【 】時々で異なる

【 】変わらない
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o9)看護婦さんを呼ぶときは､おもにどうしていらっしやいますか?多いものから順に､ 1

から番号をふって下さい｡該当しないものがある場合には×印を付けて下さい

【 】ナースコール 【 】病室に入ってきたときに呼び止める

【 】廊下に出て声を掛ける 【 】ナースステーション(コーナー)まで足を運ぶ

10)普段､ご自分のベッド上から窓の外の様子をよく眺めますか?該当するものに○印を

付けて下さい｡

【 】よく眺める 【 】たまに眺める 【 】あまり眺めない

1 1)ご自分のベッド上から外の景色はよく見えますか?該当するものに○印を付けて下さい｡

【 】よく見える 【 】よく見えない

【 】その他(具体的にご記入下さい)

10)日中､ご自分のベッドにいるとき､悪からの採光はいかがですか?該当するものに○

印を付けて下さい｡

【 】十分に明るい【 】まあまあ明るい【 】少し暗く感じる【 】かなり暗い

ll)今のベッドにいらっしやって､落ち着きますか?ご感想をお聞かせ下さい｡該当する

ものに○印を付けて下さい｡

【 】とても落ち着く 【 】まあまあ落ち着く 【 】あまり落ち着けない

【 】居心地が悪い 【 】気にしたことがない【 】病院だからしかたがない

12)もし室料差額などの入院費を考えないとすれば､この病院の中でどういう病室のどの

ベッドを選ばれますか?該当するものに○印を付けて下さい｡

【 】個室

【 】 4床室の窓側のベッド 【 】 4床室の廊下側のベッド

【 】場合による(具体的にご記入下さい)

13)その他､この病院について良い点･悪い点などお気づきの点がございましたらご自由

にお書き下さい｡

良い点

ご協力どうもありがとうございました｡
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西神戸医療センターの青春婦の皆さんへ

病室に関するアンケートのご協力のお願い

払たちは大学の建築学科において､病院･福祉施設に関する研究をしております｡今回､西神

戸医療センターの病室の様子について､患者さん方にご感想をうかがう調査をおこなわせていた

だく予定です｡つきましては､看護婦の皆さんにも病室に対するご意見を伺いたいと思っており

ますので､大変ご面倒をおかけして誠に申し訳ございませんが､下記の質問項目にお答え下さい

ますようお願い申しあげます｡

なお､この調査は建築の分野から見た貴病院の特徴を把握しようとするものですので､皆さん

のご回答を個別に取り扱うことはございません｡アンケートは裏面までございます｡ご自由なご

意見ご感想をお聞かせ下さい｡

名古屋大学工学部社会工学科･助教授 山下哲郎

〒464-01愛知県名古屋市千種区不老町

電話番号 052-789-4690

東京理科大学理工学部建築学科･助手 須田寅史

〒278 千葉県野田市山崎2641

電話番号 0471-24-1501 内線3521

01 )この病院であなたが勤務している病棟名をお教え下さい｡

02)看護婦としての勤務年数と､この病院での勤務年数､あなたの生年月日をお教え下さい｡

･看護婦としての勤務年数【 年】 ･この病院での勤務年数【 年】

･生年月日【昭和 年 月 日】

03)窓側のベッドにおいて､特にどの様な看護行為がしづらいですか?いくつでも構いません｡下記の該当

する項目に○印を付けて下さい｡また､行ったことのないものについては×印を付けて下さい｡

【 】ストレッチャー移乗 【 】車椅子移乗

【 】ベッドメイキング 【 】輸血や点滴

【 】包帯交換 【 】総回診

【 】その他(具体的に記入)

【 】ベッド搬送 【 】X線撮影

【 】緊急蘇生 【 】腹部包交

【 】排雅介助

04)廊下側のベッドにおいて､特にどの様な看護行為がしづらいですか?いくつでも構いません｡下言己の該

当する項目に○印を付けて下さい｡また､行ったことのないものについては×印を付けて下さい｡

【 】ストレッチャー移乗 【 】車椅子移乗

【 】ベッドメイキング 【 】輸血や点滴

【 】包帯交換 【 】総回診

【 】その他(具体的に記入)

【 】ベッド搬送 【 】X線撮影

【 】緊急蘇生 【 】腹部包交

【 】排雅介助
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o5)廊下を歩いているときに､病室内がよく見えないことで､特に何か気をつけていることがありますか?読

当する項目に○印を付けて下さい｡

【 】前室まで入るようにしている 【 】何か用を見つけては病室内に入るようにしている

【 】病室にはいるときは窓側の患者さんが見える位置まで入るようにしている

【 】その他(具体的に)

o6)廊下から病室の中の様子が見えないために何か困ったことはありますか?

【 】ある(具体的に)

【 】ない

o7)廊下での足音などの物音や話し声に何か気をつけていらっしやいますか?

【 】いつも常に気をつけている 【 】場合によっては気をつけている

【 】時間によっては気をつけている 【 】あまり気をつけていない

o8)患者さんがケアの頻度が少ないと苦情を言っているのを聞いたことがありますか?

【 】ひんばんに聞く 【 】たまに聞く 【 】あまり聞かない 【 】まったく聞かない

･ rひんばんに聞く｣ rたまに聞く｣と回答された方にうかがいます｡廊下側と窓側の患者さんでは､そ

の傾向に違いがあると思われますか?

【 】廊下側の患者さんに苦情が多い 【 】窓側の患者さんに苦情が多い 【 】差はない

09)他の病院と比較してナースコールは多いと思われますか?

【 】とても多い 【 】多少多い 【 】同じぐらい 【 】少ない

【 】他病院での勤務経験がないのでわからない

10)あなたはこのような病室が､患者さんの治療に有効と思われますか?･

【 】非常にそう思う【 】少しそう思う【 】あまりそうは思わない【 】まったくそうは思わない

ll)その他､この病院について良い点･悪い点などお気づきの点がございましたらご自由にお書き下さい｡

良い点

ご協力どうもありがとうございました｡
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