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地域の

医療
福祉

の在り方

地域包括ケアについて思うこと(1)
2014 年の年が明け t１月４日付けの日
本経済新聞朝刊の社説に今後の日本の
課題について記載されていました。
１）成長力の強化（団塊の世代が 75 歳
になる 2025 年、医療介護の市場が拡大、
内需の重心の変化
２）地域の再生（30 年後、人口４割減
少の市町村が 20％を占める）
３）社会保障改革（介護スタッフの確保、
2025 年に現在の 1.5 倍）
の３点です。今回のテーマに関連する
内容です。
各テーマの根源にあるのは少子高齢
化、すなわち人口減少問題です。この
問題はとりわけ先進諸国が直面する課
題で、日本はそのトップランナーであ
り、世界が注視しています。
国内において東日本大震災にて被災
した地域にとってとりわけ大きな課題
であり、逆に言えば課題解決のモデル
として先行しているといえます。今ま
での既成社会のシステムの延長では対
応できない課題といえます。インフラ、
住環境、職場など全ての生活環境が破
壊され、これから新たな生活都市基盤
を復興しなければなりません。特に医
療、介護福祉については中核施設の病
院が津波で破壊され、否応なしに患者
や高齢者がいるところへ出向いていく
サービスが必要となりました（写真１）。
もちろん震災以前からあるシステムで

東アジア医療建築シンポジウムに参加

中国と韓国の医療事情

東アジア医療建築シンポジウムに参加

2013 年 10 月 30 日から 11 月１日ま

中国の病院はレベルの高い順に三級甲

中国、韓国とも今は「上り坂の医療」

で東アジア医療建築シンポジウムに出席

等、三級乙……一級と分類されています。

です。不足する病床を補うべく、今後

しました（写真２）。２年に１回の開催

三級甲等病院等の大病院は先進的な医療

10 年は病院建設ラッシュとなるでしょ

で今回はソウル、２年後は中国で開催が

設備を導入し、海外交流等でスタッフの

う。問題はその後に来る高齢化社会に対

予定されています。中国、韓国、日本の

教育が行われています。大都市には外国

しての対応です。人口が 13.5 億の中国

大学研究者、建築家が参加しての医療、

人専用外来を持つ中国系総合病院や、英

において、高齢者人口の増加は膨大です。

福祉、住宅の計画についてのシンポジウ

語や日本語で先進国と同様の医療が受け

しかも、一人っ子政策。人口減少に移行

ムです。今日の中国、韓国の医療事情が

られる外資系クリニックがあり、その医

し、「下り坂の医療・介護福祉」への備

理解できました。３国ともレベルの高い

療レベルも経済成長とともに進歩してい

えは今後の両国の大きな課題であり、先

報告をしていました。

ます。一方、農村部ではいまだ十分な医

行する日本の対応に注視するでしょう。

特に中国はこの 10 年で多くの病院を

療が受けられるとはいえない状態です。

建設しています。人口比で日本の２割程

都市部と農村部の格差は医療においても

増の高度成長時期から団塊の世代が 75

さて、日本の状況はといえば、所得倍

度のベッド数で、大病院を中心に建設

大きな課題となっています。新医療制度

歳を迎える 2025 年は大きな節目となり

ラッシュです。

改革をスタートさせ、医療衛生事業を公

ます。このような社会の状況において住

韓国も日本の５割程度のベッド数で、

益性と位置付け、国民皆保険という基本

環境、雇用、医療・介護を含む社会保障

大学病院、企業立病院など最先端の病院

医療衛生制度を公共財として全国民に提

をどのように捉えるか。まさに「下り坂

を多く計画しています。ソウルこども病

供します。

の社会のありさま」をどう見据えるかが

院、サムスンがんメディカルセンター、

一方、韓国は大学や企業立病院は技術、

大きなテーマとして上がっています。

ブンダンソウル大学病院、ハンリム大学

施設ともに高水準で、開業医の数は多い

ドンタン聖心病院を見学しました。アジ

と聞きます。電子カルテなど、大半の医

ア諸国は大病院志向です。韓国では大き

療情報が電子化されています。病院内の

な病院で看てもらい、そこで看取り、葬

いたる所に患者用のディスプレーが置か

「地域包括ケア」を一口で言うと、社

儀を病院で行う。これが１つのステイタ

れています（写真３）。総合病院ではイ

会全体で高齢者を受け入れる仕組みであ

スとなっていると聞きます。以前見た台

ンターネットでの予約が可能なところも

り、広義の意味でのヘルスケアにまつわ

北大学病院も、2,000 床の巨大病棟や１

あります。情報技術と運用に関しては日

る社会資本（組織、施設）をいかに効果

日 7,000 人の外来患者が来る診療施設が

本に比べ、大きく進歩しています。韓国

的に活用、運用するかということです。

あります。とにかく巨大病院が多いこと

の公的な医療保険制度は「国民健康保険

一人ひとりの個別のケアに対して、病院、

に驚きました。

制度」に一元化されています。

介護施設を含め多様な受け皿がありま

高齢者をみんなで見守る仕組み

す。医療、介護、保健の一連の必要なケ
アを的確かつ効果的にサービスする統合
的なシステムが求められています。働き
盛りの時代にはケアなど縁のないことと
考えていますが、いざ病に倒れると入院
手術、リハビリ、通院治療などが必要に
なります。ましてや後期高齢者ともなれ
ば疾病や介護の必要性がより高まり、日
常の生活の一部となります。
私の義理の父が定年退職後、病に倒れ、
東大病院の心療内科に通院し、数週間入
院して治療、検査をしました。自宅での
療養が困難な状況にあったので、自宅近
くの病院へ転院しました。東大病院で退
院後の転院先について親身にサポートし
ていただきました。残念ながら入院の後、
ほどなくして亡くなりました。もう少し
長生きして孫の成長を見届けてほしかっ
たと残念です。急性期病院からの転院と
いう医療連携を実際に経験し、スムーズ
な移行の大切さを実感しました。
これまでに医療施設や高齢者施設を多
く設計させていただいています。これか
らは個々の設計を進める中で、相互の連
携について今まで以上に考えなければい
けないと思います。少子高齢化社会にお
いて、安心して住み長らえていける環境、
「定住環境」の大切さを実感します。
設計事例の紹介をします。

小規模多機能型居宅介護の施設
【いきいき礫川・森川】（写真４、５）
東京都文京区のいきいき礫川といきい
き森川は、区との契約で指定管理者制度
により企業組合労協センター事業団が運
営しています。従来の施設型介護からの
転換として、在宅に軸足を置きながら通
い、訪問、宿泊で住み慣れた地域で暮ら
し、介護サービスを受けるシステムです。
礫川では土間のある縁側空間を提案しま
した。朝顔があって、縁台で将棋をした
り、隣接する礫川小学校のこどもが立ち
よってお年寄りと触れ合ったりできる縁
側です。大きな切り妻屋根があり、２階
では屋根の小屋裏が見え、天窓から光が
入ってくる天井の高い家です。そこに昔
の大家族が住む風景をイメージしまし
た。要介護者等の心身の特性を踏まえて、
その有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう、必要な日常生
活でのお世話および機能訓練等を行いま
す。デイサービス事業所等に通い、日帰
りで入浴、食事、レクリエーション、機
能訓練など社会参加、交流の場としての
位置付けと家族の介護負担を軽減すると
いう側面もあります。
一方のいきいき森川は２階建ての老朽
化した老人ホームの改修、リノベーショ
ンです。都市のストックを大切に使って
いくことは今日的課題であり、何より経
済的です。今後の公共建築の更新の在り

すが、よりきめ細やかな「訪問」を中

方を示唆しています。

心とした施設に頼らない新たなケアは、

週、運営担当者に話を聞いてきまし

今後の高齢化社会における解決策の１

た。宿泊がないデイサービスだけでは、

つであると考えます。

経営的に採算が取りにくいということで
した。定員 15 人に対して９人の登録で、
送迎時に住宅地の奥にあるので小型の車
しか使えないのが課題です。食事と入浴、
レクリエーションが毎日の日課です。
私も参加して、机の上でボール手渡し
写真1

瓦礫の中の県立陸前高田病院（陸前高田）

写真2

サムスンがんメディカルセンター外観

写真3 サムスンメディカルセンターホール

写真4 ソウル子供病院外観

ゲームのレクリエーションをしました。
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地域包括ケアについて思うこと(2)
介護度は重くはないのですが認知症の方

しています。職員は 121 人で、施設介

北区の第１号として、今後のモデルケー

計画は、国が推進する「地域包括ケア」

イム・メアーズ、歌津つつじ苑）、グル

が多く、各家庭で面倒を見るのは容易な

護や訪問サービスなどを行っています。

スとなります。このように関連組織が医

政策に即した計画です。町民の医療、介

ープホームなどです。

が住みなれた町で安心して暮らしていけ

ことではなく、このような施設の必要性

偕楽苑では待機者が多く、入居者増員の

療・介護福祉をカバーし、さらにサービ

護、健康まで幅広くカバーします。具体

石巻、気仙沼の例を挙げると、本吉病

るように、介護、福祉、医療など、さま

を強く感じました。家族に負担を掛ける

増築が望まれています。今回、蒔田デイ

ス付き高齢者住宅を含む住宅を包括する

的機能としては一般病床 40 床、療養病

院（19 床）では、東京から医師が来て、

ざまな面から高齢者やその家族を支えて

介護は長続きしませんので、社会で高齢

サービスの拡張に伴う増築をしていま

事例が増えつつあります。

床 50 床、訪問看護、地域包括支援セン

100 人の患者の自宅に訪問する訪問診療

いくための窓口です。地域包括支援セン

者を見守り、世話をする仕組みがこれか

す。

ター、保健センター、子育て支援、ボラ

を行っています（図３）。

ターでは、主任ケアマネジャー、保健師

南三陸病院・総合ケアセンターでの試み

らますます必要となります。
秩父蒔田の「ほのぼのマイタウン」
（特別養護老人ホーム・養護老人ホーム
・デイサービス・ヘルパーステーション
・居宅介護支援事業所）

都市型介護コンプレックスTOKIO
（デイサービス・グループホーム・小規
模多機能型居宅介護の機能）
写真 6 は都市型介護機能複合施設です。
機能を立体的に積み上げ、縦の動線によ

秩父の山々に囲まれ、荒川に沿った小

りコンパクトに積層しました。最上階に

高い丘に建物は建っています。周囲はナ

は癒しの場としての見晴らしの良い浴室

ラやクヌギの雑木林に囲まれ、秩父の

を備えています。

山々を見渡すことができます。養護老人

当法人は北区を中心に亜急性期医療、

ホーム長寿莊、特別養護老人ホーム偕楽

療養医療を担っており、社会福祉法人と

苑、蒔田デイサービスセンター、ヘルパ

連携することで小さな包括ケアサイクル

ーステーション、居宅介護支援事業所、

が形成されます。医療‒介護‒住宅の連

上吉田吉祥苑、上吉田デイサービスセン

携の新たな介護の拠点として、また地域

ター、高篠デイサービスセンターを運営

密着型の小規模多機能型居宅介護施設の

初めて町を訪れたとき、何もない沿岸
部の様子を見て、かつて街がここにあっ
たことは想像できませんでした（写真
8）。医療や福祉以前に町の人たちの生活
は？

仕事は？

ここで新しい生活の場

をつくるためには長い時間を要するであ
ろうと思いました。高台には町役場、診
療所、保健所を含め仮設の公共施設がす
でに機能しており、近くには仮設の住宅
に被災した住民が暮らしていました。町
を出た人たちが早く帰って来てくれるよ
うに、生活の場、雇用の場、そして安心
して暮らせるために、医療と介護福祉と
保健のサービスを提供できるようにしな
ければいけません。南三陸町の高齢化は
進んでいます。加齢とともに医療のニー
ズが高まり、ケアサイクルをサポートす
るハードとソフトの機能が必要となりま
す。コンビニエンスストアは車で 10 分
以内に点在しています。生活を支えるも
のとして根付いており、今後は食事の提
供、薬局の機能も併せ持つことが望まれ

写真4

ます。

いきいき磯川外観

病院と保健福祉施設が一体となった本

ンティアセンターなどを含みます。震災
復興の柱となる計画です。
中心的役割を担うリアス訪問看護ステ
ーションは震災前、介護保険開始と同じ

医師と訪問看護師は情報の共有が必要

社会福祉士などが中心となって包括的に

です。復興住宅にも出向いて行きます。

サポートを行います。業務は介護予防ケ

訪問看護と病院の情報データの一元化は

アプランの作成、総合相談、権利擁護、

今後の課題です。

ケアマネジャー支援、介護予防事業など

時期に活動をスタートしています。スタ
ッフは職員常勤看護師４人、非常勤看護
師１人、医療事務１人です。95 人の登
録があり、中には障害者もいます。医師

地域包括支援センターの機能は高齢者

です。
今回の計画を契機に新たな連携へ
病院とケアセンターが一緒になる今回

近隣の石巻の例では、高齢者の皆さん
が、住み慣れた地域でいつまでも安心し
て生きがいのある生活を継続できるよ

の指示書が出て利用者と契約書を交わ

の計画を契機にまとまり、訪問看護、医

う、市内 12 カ所に地域包括支援センター

し、初めて訪問看護がスタートします。

療連携、地域包括ケアが相互にコミュニ

を設置しています。地域包括支援セン

連携会議は介護度が変わるとき（半年

ケーションを取って活動することが望ま

ターは、介護、福祉、医療、健康などさ

ごと）、退院調整会議を退院する際に行

れます。同じ場所を共有して、双方の顔

まざまな面から総合的に支えています。

います。看護師、ケアマネジャー、ヘル

が見えるところで運営することに意味が

地域の中核機関として、保健師、社会福

パー、理学療法士、福祉用具担当、ショ

あります。スタッフは皆さん前向きな意

祉士、主任ケアマネジャー等の各専門職

ートステイ関連福祉法人関係者など多職

見を持っています。南三陸では医師不足

が連携しています。総合相談支援業務、

種関係者が集まり今後の対応について意

から連携チームに専属の医師が参加して

権利擁護業務、介護予防ケアマネジメン

見交換します。今後はここに医師も参加

おらず、今後の課題です。病院とケアセ

ト業務、包括的・継続的ケアマネジメン

し、運営することが期待されます（図 1）。

ンターの連携については現時点でも行わ

ト支援業務を行い、専属で医師が１人付

町の診療所と登米診療所とに分かれて

れています。これまでは病院とケアセン

いています。2015 年の建物の竣工まで

いるため、双方をつないでテレビ会議に

ターが別々の建物ですが、今回１つの建

の期間、検討を進め、南三陸ならではの

より入院患者の様子をカンファレンスし

物に集約します。同じ場所を共有して、

地域包括ケアシステムの構築を実現する

ています（登米市は車で小一時間かかる

スタッフの皆さんがお互い顔の見える中

お役に立てればと考えています。

距離）。テレビ会議を行って情報共有を

で連携を図ることができます。また、連

しており、遠隔医療の一部といえます。

携のためのミーティングには相談室をは

2015 年から福祉施設が順次新設され

じめ多くあります。これらを活用して連

ます。特別養護老人ホーム（いこいの海・

携を図ることも十分に可能です。

あらと、慈恵園）、介護老人保健施設（ハ

写真5

ほのぼのマイタウン外観

写真6

都市型介護コンプレックスTOKIO外観

写真8

震災遺構対象の防災センターの骨組み

図1 ケアサイクルのイメージ

図1

町のケアネットワークイメージ

図3 広域のケアネットワークイメージ
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長寿命病院を創るためにシステムマスタープラン-機能性・合理性・計画性の追求
どんな病院を目指すのか
設計者ととことん議論を尽くすこと
高度急性期、急性期、リハビリテーシ
ョン、亜急性期と、病院機能の細分化が
進みます。どのような機能を強化し、将
来どの道へ進むべきかを選択しなければ
なりません。大切なことは、スタッフの
皆さんで十分な議論をすることです。
設計者に対して整合した条件でなくて

地面積に余裕がなく、運営を継続しな

継続するために必要なグランドデザイン

て固有の SMP を見いだし、実践する必

画条件によって議論されるべきですが、

えるシステムとして、天井懐（天井裏と

がら建て替えができない。仕方なく、

といってよいと思います。端部廊下型平

要があります。どの病院建築においても、

並列型の長所を挙げると、長期にわたる

床下空間のこと）の十分な確保は大切な

新たな敷地への移転となる。

面や構造と設備の分離、また ISS（イン

建築計画上の骨格が存在します。増改築

ブロックごとの改修計画に対応しやす

ことです。頻繁に行われる設備更新や改

タースティシャルスペース）の確保など

の場合は、これを見極めることで再開発

く、それぞれの部門に対して適切な構造

修において、稼働を継続しながら容易に

ために、耐震補強等の大掛かりな工事

重要な SMP の要素です。病院における

の方針を容易に導き出すことができま

が必要となり、更新ができない。

交通、輸送等のロジスティクスをスト

す。

それでは、これらを解決すれば長寿命

リートとして捉え、それに機能空間を結

④建築構造が新しい基準に合っていない

の病院ができるのでしょうか。東京大学
医学部附属病院（以下、東大病院）（写
真１）の例から、具体的な取り組みを検

証していきたいと思います。
もよいので、何を求めているのか（医療
ても重要なことである。
の理念）、今後どのような病院にしたい

東大病院26年間の再開発
ルールその２：端部廊下型平面
のかを十分に議論してください。相手が
廊下を端部に配置することでフリースペース
病院設計のプロだからといって、任せっ
1982 年に建て替え計画がスタートし
を大きく確保できる。主動線が外部に面してい
きりでは決して満足できる病院はできま
た東大病院は、26 年間、４期にわたる
ることで患者誘導の案内性が向上する。そのた
せん。「私たちが創った病院」とするた
工事を経て、外来、中央診療、入院機能
めには設備シャフト、エレベーター、階段、便
めには、設計者と何を求めるのか議論を
が一通り完成し、再開発が次の段階に入
所などのコアを周囲に設け中央部は構造耐力
尽くしてください。もちろん、予算は重
りました（図１）。このように長期にわ
壁を含めプランニングを制約する要素を設け
要なファクターです。そこを含めた議論
たる再開発計画が継続進行している状況
ない配慮が必要となる。
を進めていけば、予算に合わせた計画も
は、高機能病院として健全なことです。
■端部廊下型平面ダイアグラム図
提案できます。以前、シンガポールのア

レキサンダー病院で新病院の計画現場を
見てきました。スタッフステーションの
レイアウトを何案もつくり、設計者に要
望を提示していました。そういった熱意
が、満足できる病院建築につながります。

び付けます。

医療の発展に沿って更新のサイクルが途
切れることなく続くことが、とても重要
なのです。予測できない医療の未来を予
見して、システム思考することでスムー
ズな継続：サスティナブル（持続可能）
な建築計画を実現しました。

長寿命は割安
病院計画における先駆的役割
高機能先端医療を展開する大学病院は

教育、研究、臨床の３つの機能を担って
東大病院は日本の医療の進展において中核的
います。５年、10 年先の医療がどのよ
な役割をしてきたといえる。震災後に内田祥三
うに発展、展開するかについては予想を
総長の計画の外来診療機能病院を中心に内科
超えるものです。実際に 1982 年に再開
診療棟､外科診療棟を両ウィングに配したプラ
発がスタートした際には、今では一般的
ンは当時としては画期的なものであった。その
な PET や MRI は実用化に向けてまだ研
後、吉武研究室に計画が引き継がれ、総和 30
究段階でした。新しい技術や医療機器に
年の中央診療機能の中央化、特に高度の設備を
対応できる「器」が必要となります。サ
備えた中央手術部の計画、また昭和４3 年の新
スティナブルな病院建築に必要な基本的
たな病棟プランであるダブルコリドータイプ
条件といえます。
の平面計画、当時としては画期的な 1 看護単位
ライフサイクルコストに関していえ
40 床の北病棟計画など、病院建築計画におい
ば、100 年以上の寿命を持つことで、寿
て常に日本の病院計画をリードしてきた。その
命が 30 年の病院に比べて３倍割安にな
後、医療の進歩に伴う新しい医療の提供に対し
ります。長寿命でライフサイクルコスト
施設の老朽化､狭隘化が問題視され始めた。
を重視した設計です。全ての設計におい

計画スタートの段階において、SMP

人間に寿命があるのと同じで、建築に
も寿命があります。女性の平均寿命は
85 歳を超えています。しかし、おおむ

システムマスタープランのルール
システムマスタープランにはルールが
あります。病院固有の与条件に対する柔
軟なルールです。「設計の作法」といっ
てよいものです。
ルールその１：病院機能の全体構成
病院の機能には外来診療、中央診療、
入院という主要な３つの機能がありま
す。これをどのように構成するのか、私
たちが設計に携わった病院の類型により
紹介します。①東大病院：ホスピタルス
トリートに沿った並列型。外来−中央診
療−入院機能。②聖マリア病院：外来−
中央診療・医局−救命救急、手術、
ICU・急性期入院機能。③三重大学医学部
附属病院：外来−中央診療機能・入院機
能を積み重ね、診療機能を並列。④横浜
労災病院：三つ巴型、外来、中央診機能
の狭間にホスピタルプラザを設置。⑤豊

います。これから 20 年、50 年、さらに

設置。⑥東京大学医科学研究所附属病院：

100 年先の姿を予見した時間軸を持った

外来、中央診療、入院を積層。入院機能

建築計画です。最先端の高度機能病院が

と診療機能の間に ISS を設置。⑦千葉労

現地建て替えのために、１看護単位の病
棟を中央診療機能の上に乗せた大館市立
総合病院は積層型の事例です。適切なス
パンおよび設備スペースを十分に確保す
ることは、どの構成をとるにしても重要
です。ルールその２：端部廊下型平面
廊下を端部に配置することで機能スペ
ースを大きく確保できます。主動線が外
部に面していることで、患者誘導の案内
性が向上します。そのためには設備シャ
フト、エレベーター、階段、便所などの
コアを周囲に設け、中央部は構造耐力壁
を含めプランニングを制約する要素を設
けない配慮が必要です。
ルールその３：天井裏設備スペース ISS
ISS は診療機器の変化、設備の更新と
メンテナンス、搬送設備のルート等に対
応したスペースです。フリープランを支

東大病院の
システムマスタープラン
メインホスピタルストリートに沿って
中央診療機能、外来診療機能、入院棟機
能が並列した、機能並列型のプランです。
順次建て替えが進められる計画におい
て、必然的に導かれたシステムといえま
す。ホスピタルストリートは主機能のフ
レキシビリティーを持たせるために、各
機能の端部に配置しました。機能の更新
増築に際し有効なこのシステムは、同時
に 100 年以上先の病院全体の「遷座」
を可能としています。搬送システムにお
いては、ISS を水平展開スペースとして、
各機能の増築に伴い展開していく中型自
動搬送設備が最適なシステムです。この
搬送はプランニングに左右されない自由
なステーション設定が可能であり、当時
の大型自動搬送設備が垂直に連続したス
テーション配置であったのに対し、「人
手から人手へ」の新しいシステムです。
さらにトレーシステムと組み合わせ物品
供給保管システムとして構築しました。

能をストリートで連絡する。⑧南三陸病
院・総合ケアセンター：病院とケアセン

ある要因はいくつか考えられます。

ターの複合機能。

①建築のつくり（間取り）が新しい医療

このように主要な３つの機能は、多様

に適合できない。

な構成が可能です（図２）。周辺環境、

ルールその３：天井裏設備スペース
②階高が小さく、天井裏スペースが乏し
ＩＳＳは診療機器の変化、設備の更新とメンテ
いため、設備の更新が思うようにでき

既存施設との関係、将来の発展の予見を
考慮して「建築計画の骨格：SMP」を見

ナンス、搬送設備のルート等に対応したスペー
図1

東大病院配置図(1982年当時)

■東大病院 1982 年当時の全体配置図

極め、３つの機能の配置の型を決めます。
並列型と積層型の比較は、おのおのの計

図2

3つの機能構成

図3

東大病院のSMP

Column─3

行なわれている設備更新、改修において稼働を
継続しながら行うことが重要である。最近の搬

をコンパクトにまとめられることです。

更新できることが重要です。

災病院：外来棟と中央診療機能・入院機

のです。なぜでしょうか。病院が短命で

スである。
前記のフリープランを支えるシステ
写真1
東大病院長寿命の赤レンガ
③増改築など機能の更新をしたいが、敷
ムとして採用されている。病院において頻繁に

で平準化し、縦の動線を中心に病院全体

を並列配置。中心にホスピタルプラザを

ね病院建築の寿命は、人間に比べて短い

ない。

型の長所は、垂直動線を分散させること
によるエレベーター利用の集中化を防い

島病院：外来・入院機能−中央診療機能

（システムマスタープラン）を提案して

長寿命病院を創るために

（スパン）を与えられることです。積層

東大病院のシステムマスタープラン

2025年

地域の

医療
福祉

の在り方

定住環境を創るために超高齢化社会への備え
超高齢化社会における「定住環境」
ソチオリンピックで深夜のテレビ観
戦、真央ちゃんの滑りに日本中が一喜一
憂してから１カ月ほどたちました。
アベノミクス３本の矢の効果もあり、
街に賑わいが戻ってきた感があります。

などへの備えは言うに及びません。

秋葉原と茨城県つくば市は、つくばエ

べきです。遅きに失することは許されま

フ、ケアマネジャー、介護スタッフによ

クスプレスにより急行で 45 分で結ばれ、

せん。3. 11 の教訓を踏まえた迅速な対

るチームケアが必要です。施設から在宅

新たな人の流れが生まれました。沿線を

応が急がれます。

までチームがサポートする、効率的で迅

含め、新たな街づくりが進んでいます。

速な対応が可能な仕組みが望まれます。

とりわけ医療連携において、近隣住民に

②都市の生活インフラ、公共施設の活用

とって利便性が高くなっています。私た

医療、福祉、介護は都市産業
超高齢化社会において医療、福祉、介

デフレ脱却への期待感による企業の設備

護は今後有望なサービス産業です。高齢

投資により、建設業界は長く低迷してい

化により疾病も多様化し、2025 年には

る不況から打って変わって、処理しきれ

要介護、要支援者が 750 万人（現在の

ない仕事量を抱え、人手、資材不足にあ

糖尿病患者数と同数）になると推測され

えいでいます。そのような中、街中に若

ています。そのときの介護従事者は、

い職人さんをよく見掛けます。建設に携

250 万人とも言われています。費用の拡

わる若い世代が増えることは喜ばしいこ

大というマイナスの側面ではなく、裾野

とであり、もっと多くの若者にものづく

が広く他分野への経済的効果が望める分

りの現場で汗を流してほしいと思ってい

野として、プラスの効果に目を向けるべ

ます。

きです。元気な高齢者を含め、多くの雇
用が生まれます。超高齢化社会の持続可

団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年、

能な仕組みが必要です。

超高齢化社会における「定住環境」への

①施設収容型から住宅、介護サポートの

備えをしなければいけません。五木寛之

ある住環境施設へのシフト

は『下山の思想』の中で、下り坂の社会

病院のベッド数には限りがあります。

のありさまについて前向きに見据えるこ

特別養護老人ホームは入居待ちで空きが

との大切さを言っています。後ろ向きの

ありません。施設収容は物理的に不可能

考え方ではなく、世界のこれからの社会

です。施設を拠点として、在宅に至る柔

を模索する最先端の取り組みです。都市

軟な連携の仕組みが望まれます。それに

をどう考えるか。コミュニティーをどの

は個人のケアサイクルや必要な介護、経

ように復活させるか。定住環境を考える

済的状況を把握し、医療から介護までト

上でのポイントです。

ータルにサポートするコーディネーター

高度成長期には新たな道路、鉄道など

③都市をつなぐ医療の集積

まえた、医師、看護師、リハビリスタッ

震災復興のための大規模な公共投資や、

2020 年の東京オリンピック、そして

る地域包括ケアに沿って、地域特性を踏

巨額の投資は国の主導で速やかに行う

練馬区光ヶ丘団地、板橋区高島平団地、

ちは、写真１の筑波大学附属病院のけや

墨田区東白鬚団地など、高度成長期につ

き棟（PFI 事業による設計業務共同企業

くられた大型集合住宅では、独居死や老

体設計）と筑波メディカルセンター病院

老介護などが社会的に大きな問題になっ

（写真２）の設計に携わっています。共

ています。空き住宅をまとめ、ケア付き

に茨城県の中核医療施設として、つくば

の住宅として再整備して介護の必要な高

市および県南の地域医療を担っていま

齢者に入居していただく。共用スペース

す。高度医療、教育研究から救命救急医

を設け、コミュニティーを復活させる。

療を担う大学病院、救命救急医療、高度

あるいはグループホームやサービス付き

急性期医療を担う民間病院として互い

高齢者住宅に改修し、運営を民間企業に

に、競争、協力の連携により広域から地

委ねるなどの工夫があってもいいでしょ

域住民の医療ニーズに応えています。柏

う。

の葉キャンパス駅の国立がん研究セン

多摩ニュータウンの戸建住宅は、子育

ター東病院や、三郷中央駅のみさと健和

てをする若い世代を入居させ、高齢の夫

会病院（写真３）など、沿線の医療施設

婦は都市部の介護サポートのある集合住

は多く存在します。秋葉原の三井記念

宅に入る─高齢者は都市部へ、車の運

病院、御茶ノ水の東京医科歯科大学医学

転ができる若い世代は郊外へ、実現可能

部附属病院、順天堂大学医学部附属病院

な提案です。徒歩で移動できる範囲に生

、そして本郷の東京大学医学部附属病院

活圏のある都市部は高齢者にとって快適

（写真４）までの広域一大医療集積圏

です。公共の交通機関を使えば病院へ通

「メディカルクラスター」となります。

え、日常の生活や娯楽など不自由しませ

みさと健和会病院は、埼玉県指定の２

ん。都市の利便性は高齢者にこそ享受し

次救急指定医療機関として救急患者を受

てほしいと考えます。

け入れ、治療に当たっています。訪問看
護、在宅医療の草分けとして積極的に取

を充実させる必要があります。国が進め

り組んでいます。

の都市インフラを巡らし、住宅を都市郊

現地建て替えによる都市再生（大館市）
地方都市におけるコミュニティーの核
大館市立総合病院は 2002 年に現地建
て替えの計画がスタートして、2009 年
に竣工し、497 床の地域中核病院として
新病院の運営を開始しました（写真５）。
病院が市街地中心部に位置する例は少な

触れ合える環境をつくり、かつての大家
族制におけるコミュニティーの復活につ
ながります。地方都市において老朽化し
た病院の建て替えのときに、郊外に移転
新築するケースが多いのですが、医療が
今後、都市の中核施設となることを踏ま
え、現地建て替えの努力をするべきです。

くありません。大館市立総合病院も市役
所と共に商店街に近接しています。１日
の外来患者は 1,500 人、毎日これほど多
くの市民が集まる場所は他にありませ
ん。市民の健康を守る砦です。特に高齢
者は朝早くから来て互いに挨拶を交わ
し、検査、診察で１日を病院で過ごしま
す。地域特有のコミュニティーが見られ
ます。
また、病院の周りには商店、食堂など
病院を生活の糧とする市民が大勢いま
す。つまり医療は裾野の広いサービス産
業であり、病院を取り巻く街を活性化し
ます。安心して暮らせる「定住環境」の
核となります。このように病院は市民会
館、図書館など公共建築を市街地に集約
し、コンパクトシティーへ誘導すること
で高齢者に優しい街づくりが実現しま
す。
また、病院にコミュニティー施設、生
涯学習施設などを併設しても良いでしょ
う。閉校した学校や商店街をデイサービ
スやグループホーム、子育て支援施設な
どに転用し、子どもからお年寄りが共に

外へとスプロールしました。これらの都
市のストックをつくることから、メンテ
ナンスへ移行しなければなりません。ま
た、リノベーションのニーズも増えるで
しょう。改修して再利用することで資金
的、地球環境負荷的にも有効です。
東北は震災復興の途上ですが、安心、
安全な暮らしへの投資も必要です。想定
される首都直下型、南海トラフ巨大地震

写真1

筑波大学付属病院けやき棟

写真2

筑波メディカルセンター病院

写真3 みさと健和会病院

写真3

東京大学医学部附属病院

写真3 大館市立総合病院
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救命救急から在宅医療まで聖マリア病院の包括的取り組み
救命救急から在宅医療まで
聖マリア病院の包括的取り組み
九州は病院や医師が多い。いわゆる医

新棟建設の背景−病院全体の再編計画
聖マリア病院の創設は 1948（昭和 23）
年の井手医院の開院にさかのぼります。

療の西高東低です。それゆえ、病院間の

その後、1953（昭和 28）年に聖マリア

競争もあり、独自の特色を生かした戦略

病院として本院がスタートし、今年で開

が必要です。聖マリアグループは社会医

院 60 周年を迎えました。この長い歴史

療法人雪の聖母会聖マリア病院を中核と

の中で、時代の地域医療ニーズを捉え、

し、福岡県久留米市において、地域医療

新生児・小児救急医療センター、循環器・

−介護福祉−保健−教育・研究を含む包

産婦人科救急医療センター、脳神経広域

括的取り組みを推進しています。

救急医療センターなど、個性ある独立し

高度・急性期医療としての地域医療支

た（センター化した）診療棟ごとに発展

援病院、地域災害拠点病院、救命救急セ

してきた独自の経緯があります。そして、

ンター、総合周産期母子医療センター、

2006（平成 18）年に将来計画に着手し、

地域がん診療連携拠点病院、さらにリハ

急性期機能を集約した新しい「地域医療

ビリセンター、慢性期医療（療養型病床

支援棟」（以下、新棟）を建設すること

群・ホスピス）、在宅医療まで幅広くカ

になりました。そして、新棟建設計画を

バーしています。介護福祉分野では、介

機に病院全体を見直し、システムマスタ

護老人保健施設聖母の家、訪問看護ステ

ープランに沿った新たな構成へ移行しま

ーション、聖マリアケアプランサービス、

した。テーマとなったのは、次の４つで

聖マリアヘルパーステーション、また保

す。

健分野では、健康診断・人間ドックに取

建築の基本コンセプト

同院は、災害ヘリ・ドクターヘリを含
むヘリの受け入れを行うため、屋上へリ

１フロア１看護単位のコンパクトな
一般病棟とクリニカルベース

域医療を担う病院の特徴として挙げられ

ていた各機能を再編・集約し、急性期エ

ーで直結し、短時間での患者搬送を可能

リアを中心にコンパクトかつ効率的に結

としました。さらに、ウォークイン患者

ぶ計画としました。さらに、新棟の各機

用の救急外来は、小児と大人の領域を分

新棟は、急性期病院として１フロア１

能を積層させ、高層化することで、縦動

けることでインフルエンザ等の院内感染

看護単位としました。コンパクトな平面

線にて直結し、重症患者の移動距離の短

のリスクや子供の泣き声などについて配

形状を生かし、患者にとってどこからで

縮、スタッフの効率的配置、診療機能の

慮しました。

も医師、看護師、スタッフが見える安心

効率化を図る計画です（図参照）。
これにより、スタッフの連携が強化さ
れ、「チーム医療」をより実践しやすく
することができました。また、「スタッ
フが働きやすい環境」を整備することも
同院が掲げるコンセプトの１つであった
ため、不足していたスタッフスペースを
確保した上で、１フロア１看護単位の患
者に目が行き届くコンパクトな病棟が実
現できました。
様々なリスクに配慮した救命救急

オリジナリティーあふれる
集中治療病床部門（ICU）

は、次のようなことです。
１．スタッフステーションを病棟中央に

ICU は、さまざまな状態の重症患者を
受け入れるため、柔軟な対応が必要です。
患者の状態に合わせ、ベッド廻りスペー
スの自由度を高めるため、オープンベッ
ドを中心とし、ベッド間に可動式間仕切
を設けました。カーテンではなく、半固
定式の可動式間仕切を採用したことで、
ほどよくプライバシーが保てます。また、
ベッド廻りの設備はシーリングペンダン
トに頼らず、必要な医療設備を家具に納

医療、福祉、および教育の実践」を基本

看護大学や保健医療経営大学を包括して

安心」追求、機能の集約・整理（外来

理念とし、断らない医療を実践する同院

病室は、実寸模型にて医師・臨床工学

います。

診療・中央部門・病棟の集約）

は、年間１万件近くの救急車搬送を受け

技師・看護師の使い勝手を検証・確認し

２．既存建物の新しい機能への転換

入れています。このため高度な救命救急

ながらレイアウトすることで、完成後の

医療の充実は重要課題の１つです。

実運用に大きな効果がありました。その

めたコンソール設計としました。

新棟では、１階に ER 型救命救急セン

他、個室には全て陰圧切替の空調設備を

３．「医療および経営品質」推進のため

ター、２階に手術部門、３〜６階に重症

設け、感染患者対応に配慮しました。ま

のインテリジェント病院の建設、エネ

病棟、屋上にはヘリポートと、縦の動線

た、熱傷患者対策として病室に薬浴室を

ルギーシステムの効率的再編、改修

を重視した配置計画としています（図参

隣接させるなど、さまざまな症状の患者

４．患者アメニティの確保および、スタ

照）。
また、患者のプライバシーや院内感染
防止などの観点から、救急処置室は全室

これらをテーマに掲げ、運営を見直し

個室化としました。各室には清潔と不潔

ました。聖マリア病院に求められる新た

の流し台・汚物流しを設け、室内で処置

なニーズに対し、抜本的な計画の見直

業務が完結できるように配慮していま

し・再編といえます。

す。

配置し、周辺に要観察病室を配置
２．スタッフが、病室前廊下で日常業務
を行う「クリニカルベース」を配置（患
者ベッドから近い位置での観察が可能

システムマスタープラン：
機能の集約（効率の良い建物運用の提案）

３．医師・看護師が移動端末を利用し、
患者情報の入力がどこでもできる病棟

写真

聖マリア病院の全景

しました。

４．スタッフステーションに隣接した６
床室は「重症病室（HCU 的病室）」、「要
観察室（認知症患者の見守り）」など

脳血管内科や脳神経外科などは主に転落
のおそれのある患者の見守りに利用して
います。また、６床室は男女混合ではあ
りますが、１ベッド当たり 10 ㎡以上の
広いベッド廻りのスペースを確保し、患
者急変時のベッドサイド治療や高度医療
機器の持ち込みを可能としています。
ースカートを入れるスペースを確保して
います。トイレは夜間時の騒音・プライ

タッフが常に観察できるようにしまし
た。個室については、ベッドの出し入れ・
看護のしやすさという点から外壁側に水
回りを配置しました。患者の様子を廊下

診療科・患者状態に合わせ、柔軟に利

側から把握しやすく、急性期に適した病

用できる病室として計画（ICU・HCU

室です。また、スタッフの動線を中央に

に負担を掛けず、各病棟で高度医療を

設け、診察室や汚物室などをまとめるこ

可能とする病棟運用上の工夫）

とで動きをコンパクトにし、患者の目に
触れさせたくない物流搬送や移動を容易

地域医療支援棟（新棟）
屋上

効率的な縦動線

19F

中央診療棟

手術・検査部門

形外科などは主に認知症患者・重症患者、

設計とすることで、転倒事故に対し、ス

等を整備

外来部門

18F
17F
16F
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F

E-HCU・SCU／HCU
E-ICU・CCU／ICU
産科・MFICU
小児科・小児ICU
手術

6F
5F
4F
3F
2F

救急外来・ER・PCC

1F
B1F
B2F

大きなまとまりを形成する水平動線
救命救急・小児・産科・集中治療部門

ています。現在、当初の予定どおり、整

クリニカルベースから視認できるような

にはカウンター・コンセント・LAN

また、緊急換気システムを採用すること
で院内感染のリスクや臭気の問題を解決

病棟が要観察患者で埋まることを回避し

バシーへの配慮から病室外に隣接させ、

内の IT 化を推進。クリニカルベース

一般病棟

外来診療棟

る患者の高齢者率の高さや、本来の重症

４床室は、ベッドの両脇に車いすやナ

に）

ヘリポート

先進メディカルセンター

６床室の採用は、久留米市を中心に地

感のある病棟を目指しました。具体的に

１．「医療の質の高度化」、「医療安全・

ッフ職場環境の改善

柔軟な対応が可能な、
個室−４床−６床室の病床構成

ポートと救命救急センターをエレベータ

り組んでいます。教育・研究においては

施設認定対応への再編）

ションし、設計に反映しました。

今まで敷地内でセンター化して分散し

「カトリックの愛の精神による保健、

（JCI

を想定して研究的・実証的にシミュレー

一般病棟部門

医師・臨床研修・事務部門

にできるようにしました。病室の使い勝
手や設備については、スタッフの働きや
すさ、看護のしやすさを検証するため、
実寸模型を作成しました。その上で、全
スタッフを対象としたアンケートを行
い、その結果を踏まえて設計に反映した
ことも、スタッフや患者の満足度を高め
る上で大きな効果がありました。そして、
病院との積極的なコミュニケーションを
図ることで、現場の潜在的な要望をうま
く引き出すことができました。
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東日本大震災の復興と定住環境

南三陸町の定住環境復活への提言
病院とケアセンターの連携
宮城県南三陸町は東日本大震災におい
て、多くの尊い人命、財産を一瞬にして
失い、甚大な被害を受けました（写真１）。

に検討することができます。いわゆるチ

た。

育、研修の場として若い世代が一定期間

域の魅力を活かした事業が地元の雇用を

興を注視している世界の目がそこにあり

ーム医療、チーム介護を実践できます。

週末には、子どもや孫がおじいちゃん、

滞在することは、とてもよいことです。

生み出しています。

ます。

おばあちゃんに会いに来るのでにぎやか

NHK の連続テレビ小説『あまちゃん』

漁業や林業の育成も大切です。海と山

施設から在宅へ、集中から分散、集団

ですが、ウイークデーは高齢者の町にな

のヒットは、この地方の知名度を一気に

は南三陸の人にとっての原風景です。南

から個別、定時から随時、規格からカス

ります。住宅、図書館、ゴルフ場やショ

上げ、若者を引き付けました。このよう

三陸さんさん商店街には、週末になると

タマイズへ、枠組みの転換が期待できま

ッピングなど恵まれた環境ですが、お年

に、次代を担う若者をいかに引き寄せる

店に入りきれない観光客が列をなしてい

す。南三陸町にある、りあす訪問看護ス

寄りしか住まない町は、やはりどこか不

か、町の戦略、企画が問われます。

ます（写真３）。キラキラ丼は海の幸が

テーションは、介護保険開始と同時期に

いっぱいの丼です。ウニ、カキ、サケな

スタートしています。施設から在宅への

ど豊富な資源が震災後、復調しています。

移行を後押しする大きな力となります。

町づくりへの提言
安心して暮らせる町の条件とは何でし

震災後３年を経て、町の復興へ向けて町

ょうか。どうすれば南三陸町を離れてい

民一丸となって取り組んでいます。

った人たちが戻ってくるのでしょうか。

私たちは 2013 年３月、南三陸町の病

U ターン就職のタクシー運転手の話によ

院と総合ケアセンターの複合施設のプロ

ると、人口は震災前に比べて２割以上

ポーザルにおいて、最優秀の評価を得て

減っており、それは住む家がないことも

設計を担当しました。病院は震災後、仮

さることながら、雇用がないことが大き

設診療所と登米市米山の 38 床の病院に

な理由とのことでした。

別れ、継続して運営しています。新病院

震災により全てが流された町にとっ

は一般 40 床と療養 50 床のケアミック

て、理不尽な言い方に取られるかもしれ

ス病院です。外来、救急、診療部門、透

ませんが、この機会をうまく活かすこと

析部門からなる、町民のニーズに応える

はできないのでしょうか。町を復興する

医療施設として期待されています。ケア

に当たり、南三陸町の魅力を発信し、町

センターは保健所の機能、健診センター、

を離れた多くの住民が戻り、さらに都心

子育て、地域支援など町民の健康、生活

から移り住む人が出てくるような、震災

に直結したサービスを担っています。

後の新たな「魅力あるキラキラ南三陸」

病院とケアセンターが同一の建物とし
て計画されることの意義は、極めて大き
いものです。そもそも、利用者にとって
適時に適切なサービス（医療、介護、保
健）が受けられることが最も大切だから

となるための提言です。
魅力いっぱい、
住んでみたい町に！
お年寄りに優しく、子育てしやすい。

です。そのためにワンストップで利用者

近所付き合いがあり、安心して暮らせる。

の望むサービスが得られ、専門のスタッ

互いに助け合うことができる。終の棲家

フ、チームがそろっていることは利用者

といえる住まいがある。

にとってまたとないサービスであり、提

1960 年、アメリカのアリゾナ州にサ

供する側にとっても、いつ、どのような

ンシティという高齢者のユートピアが生

サービスを提供すべきかをチームで十分

まれました。私も町の様子を見てきまし

自然です。老若男女、さまざまな世代が
いてはじめて町のにぎわいが生まれま
す。

漁業、農業、林業
一次産業が元気な町

漁業の若い働き手が町を出ていると聞

若い世代が魅力を感じて移り住むため

働く場所があり、生計を立て、子育て

きます。彼らが親から技術を習得して、

に、住宅は町が無償提供することを提案

をして親の面倒が見られること。そして

海を生活の糧として暮らせるようにしな

します。子育て期間中の医療費、教育費

南三陸ならではの魅力を発信し、町や就

ければなりません。林業も然りです。今

用を免除し、お産のできる施設を町内に

労環境の魅力で若い世代が町に残り、か

回の計画では、主要燃料の１つにペレッ

持ちます。経済的に厳しい子育て期間中

つ外から若者が集まることがとても重要

ト（おが屑やかんな屑など製材副産物を

の世帯を町がバックアップするのです。

です。南三陸の魅力を活かした雇用の育

圧縮成型した小粒の固形燃料）を採用し

それにより、町も人口が増えることでの

成に取り組んでいる事例を紹介します。

ています。間伐材を活用した天然資材で、

メリットが期待できます。町の未来を担

オクトパスというタコのキャラクターで

地球環境に優しいエネルギーです。山の

う子どもはとても貴重です。

話題の南三陸復興ダコの会（写真２）は、

豊かな森林資源は豊富なミネラルを海に

また、大学と連携して大学生が研修の

震災で仕事を失った住民の集合内職を推

注ぎ込みます。山と海はその豊かさを共

できる場を提供したり、都市部の大学の

進する事業や、間伐材や震災被害木を活

有しているのです。

授業や、セミナーとして一定期間過ごす

用したノベルティー製品の製作、地域な

ことにより単位が取れるようにするので

らではのまゆを使った、まゆ細工をつく

す。例えば介護スタッフ養成の大学とタ

っています。また、農作業をとおして地

イアップして、介護の実践教育の場とし

域のコミュニティーや地域づくりにつな

医療、介護、保健は財政を圧迫する負

て一定期間を過ごしてもらう等です。

げることも推進しています。耕作放棄地

の要素として捉えるのか、雇用を生み出

医療、介護、保健は
サービス産業の花形

また、企業の新入社員の研修に利用し

や未利用施設を活用し、野菜や薬草、花

す未来のサービス産業の花形として評価

てもらえば、復興事業にビジネスとして

卉などを栽培しています。高齢者等が家

するのか？

関わる企業にとってメリットがありま

庭菜園できる「なかよし農園」を設置し、

する地域包括ケアシステムは医療、介護、

す。

生きがいのある中山間ならではの地域づ

保健を包括し、利用者に適切なサービス

復興事業のボランティアに加え、実践教

くりを目指しています。このように、地

を無駄なく効果的に提供することを意図

答えは後者です。国が推進

しています。労働集約産業として、多く
の雇用を生み出します。また、裾野は広

都市インフラの充実
情報インフラの発達は、上記の転換を
支えます。震災で貴重な患者情報（カル
テ）は失われ、その後の診療の支障とな
りました。カルテ、介護情報、検診デー
タをセキュリティーに配慮して、情報共
有することで無駄をなくし、的確なサー
ビスの提供が可能となります。マイナン
バーを踏まえ、しっかりとした管理のも
と、情報の一元化が大きな効果を生みま
す。遠隔医療、在宅医療を後押しするシ
ステムです。施設個別の情報管理より、
クラウドシステムを活用することで震災
に強いメリットも生まれます。
一方、病院へ通うために足の確保が必
須です。住宅地と施設間を連絡するバス、
タクシーを提供することで、車の運転が
できないお年寄りが利用できます。柳津
〜志津川〜気仙沼：BRT（バス高速輸
送システム）は IT 活用で利用者が運行
状況を把握できます（写真４）。利用者
の呼び出しへの対応も検討できます。

く、多彩な企業がビジネスチャンスを見
いだすでしょう。
震災により、町のハードシステムが破
壊された状況において、今までの既存の
しがらみをリセットして、新たなハード
／ソフトの構築が可能です。高齢化社会
の世界のトップランナーとして、また復
写真1

震災前の南三陸町

写真2

南三陸復興ダコの会工場

写真3 さんさん商店街

写真4 BRT志津川バス停
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地域の

医療
福祉

の在り方

東日本大震災の復興と定住環境

南三陸町新病院・総合ケアセンター設計の取組
公立志津川病院は宮城県南三陸町にあ

を含む。震災復興の柱となる。

り、海からの距離 400 メートルの平地

人口 15,000 人、世帯数 4,800 戸の南三

に立つ。東日本大震災で入院患者 72 人

陸町において、患者のこれまでの生活、

が死亡、行方不明となり、看護師と看護

これからの生活に基づいた無理をしない

助手計３人も波にのまれた。病院は東棟

医療を心掛け、病院で治療を完結させず

（４階）と西棟（５階）の２棟。津波は

保健福祉と連携する。そのために、日頃

４階まで来た。入院患者の多くが自力歩

から医療と福祉のスタッフが交流できる

行困難な高齢者だった。

場や、病院の中で保健福祉のスタッフが

町の復興計画として、住宅とともに生

治療に参加できる空間を設ける。

活に必要不可欠な医療施設と介護福祉保

りあす訪問看護ステーションは患者の

健施設の設計プロポーザルが行われ、私

退院後の快適な療養生活を送るために、

たちの案が採用された。

病院での治療と連携したきめ細やかな看

プレハブの仮設診療所
イスラエルの医療チームが高台に設け
たプレハブの仮設診療所と医療機器を引
き継ぎ、現在、南三陸診療所が稼働して
いる（写真 1）。町役場や保健福祉課も
仮設建物において機能している。入院施
設は登米市のよねやま診療所を借り、公
立志津川病院として再開した。
町おこしのために
患者本位である病院
病院と保健福祉施設が一体となった本
計画は国が推進する「地域包括ケア」政
策に対応する。町民の医療、介護、健康
まで幅広くカバーする。具体的機能とし

護を実践している。
そもそも訪問看護ステーションは、①
病気やけが等で、寝たきりまたは寝たき
りになる心配のある、②脳卒中の後遺症
等でリハビリが必要、③難病、がん、カ
テーテル管理が必要、④かかりつけ医が、
訪問看護の必要性があるとした場合に訪
問看護師が家庭を訪問し、快適な療養生
活が送れるよう患者の方に合わせた看護
を提供する。
訪問看護の内容としては健康のチェッ
ク、病状の観察、清潔のケア、食事、排
泄の介助、体位変換、床ずれ予防、日常
生活の介護指導、医療器具・カテーテル
類の管理、リハビリテーション、かかり
つけ医の指示に基づく処置等の実施を行
う。

核となる町づくり
みなさん通り
別段、用がなくても立ち寄りたくなる
「みなさん通り」を施設の中心に置く（図
表２）。震災直後から地域情報を発信し
ている「FM みなさん」のように、みな
さん通りに来ると地域の新鮮な情報や物
品が手に入る。これからの公共建築には

サービス産業として捉え、町おこしの１

１次階層に置き、第２次階層では、石巻

有効活用を図るとともに、地球環境への

つとしても良いだろう。

拡大医療圏、気仙沼医療圏など５から６

配慮も併せて考える。単なるイニシャル、

の医療圏ごとに中核病院を指定する。

ランニングコストの比較だけでなく将来

利用して、みなさん通りでミニ市場やイ

１日数百人規模の病院の「集客力」を

第３次階層は町村レベルで、公立の中小

の町の産業育成を考えた選択といえる。

ベントを開催し、町民や町の外からの集

規模病院、診療所、仮設のサポートセン

客も期待する。

ターケア圏が属する。南三陸町はこの第

ICTの活用

目的空間に加え、高齢者、育児をしてい

電子カルテの共有により医療・福祉施

るお母さん、学校を終えた小中学生、地

設とスムーズな連携を図り、クラウド化

域のみんなの広場として期待したい。日

によってバックアップ体制を強化し、災

長時間を過ごすことができる、いわば冗

害に備える。住宅でも医療情報を閲覧入

長の空間がここでは意味を持つことにな

力できるようにすることで、訪問診療、

る。

介護患者データをサーバーに蓄積し、次

また、民間の商店、企業が出店するこ

の治療に役立てる。

とを想定している。「道の駅」的な機能

具体的にカルテについては今後、①地

を持たせてもいいだろう。特産品、海産

域の病院、診療所においてカルテを共有

物、Ｂ級グルメなど、南三陸町ならでは

化することが考えられる。そのために地

の企画が期待される。

域共通のシステムを共有する。②訪問看
護の診療録と一元化する。③総合ケアセ

地方経済の活性化

ンターで行われる健診などの町民の記録
ス）する。地域においてカルテを共有化

年で 2,000 人弱の町民が町から離れた。

することは、厚生労働省が政策として進

住宅の確保はもちろんであるが、雇用の

めていることであり、医療、保健福祉を

確保の問題が大きいといえる。早く、病

含めた包括的医療の構築に必要である。

院、ケアセンターを建設し、町民の医療、

病院が建設される今回、取り組む良い機

保健、福祉のニーズに応え、さらに裾野

会と考える。
現在、宮城メディカル医療情報構想に

訪問看護、地域包括支援、保健センター、

が生まれ、町民の生活の糧として大きな

すでに参加している。階層的な地域医療

子育て支援、ボランティアセンターなど

意味を持つであろう。医療、介護福祉を

情報連携システムの構築で東北大学を第

写真1

現在の南三陸診療所

写真2

外観イメージ

環境への配慮

災害時の対策
病院の１階には管理医局部門、供給部
門、備蓄庫、設備室を配置し、災害時の
総合指揮所に転換できる設備を検討す

町内の訪問看護は電気自動車を利用

る。今回の震災を教訓にして、医療活動

し、充電ステーションを設置する。太陽

を継続できる環境を整える。トリアージ

光発電・集熱、雨水利用、小型風力発電

スペースとしてはみなさん通り、外来エ

など、自然エネルギーを取り入れて省エ

ントランスホールなど、複数計画可能で

ネルギーを図り、地場産木材を用いるこ

ある。非常用発電、水、燃料、情報どれ

とで CO2 を削減する。均等スパンによ

をとっても機能の継続には不可欠であ

る標準化で建設コスト削減と、フレキシ

る。１階ピロティーをプロパンを利用

ブルに増改築可能な平面計画を持つ長寿

した炊き出しスペースとして利用し、年

命建築を目指す。

に１度、備蓄食料を用いた食事会を行い、

今回、暖房にペレットを燃料としたシ
ステムを検討している。町の森林資源の

非常時に備える。備えあれば憂いなしで
ある。

をカルテ情報と共有化（インターフェイ

震災後、住み慣れた南三陸を震災後半

が広い分野が稼働することでそこに雇用

ては、一般病床 40 床、療養病床 50 床、

３次階層に入る。

写真3 みなさん通りイメージ

Column─7

