こちらの対談内容は、平成28年12月に作成した竣工記念パンフレットとなります。
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基本構想は将来を見据えて
院 長：

山 本：

院 長：

平成21年5月に海南病院大型施設整備の基本
構想がまとまりしたが、早いもので完成までに
8年の月日が経ちました。
当時、地域保健医療計画を踏まえて練ってい
たところ、平成20年の社会保障国民会議の答申
案において「選択と集中」の考え方が出され、①
地域における医療ニーズ、②政策的に求められ
る医療の提供、③地域に不足している医療の提
供、④地域の医療機関への支援・連携を、施設整
備の基本方針に定め、進めてきました。
基本構想・設計2年、工事6年という期間はあ
まりに長く、その間、医療提供体制の変化は設計
者としてどのような想いがありましたか。
敷地確保の課題と建築上様々な制約がある中
で、
海南病院が目指されている医療の水準は大変
高く、
いかに現地の建て替えでそれを実現してい
くか、
設計者として腕のふるいどころでした。
その上で今回の工事は一気にはできないの
で、段階的なやり方を決定し、まさに国が掲げて
いく政策ともリンクさせて、次世代型のモデル
病院になるとよいと思いました。そのためには、
将来を含めてどういう方針でいくかというマス
タープランをしっかりと構築する必要がありま
した。
平成25年8月には、社会保障制度改革国民会
議の報告書が出され、それ以前に議論してきた
方向性にも間違いはなかったですし、先見の明
を持って久米設計からもいろいろご提案いただ
きました。
基本構想の方針が決まった当時、敷地面積が
限られている中でどう実現していくかを議論
しましたが、驚いたのは、ＡＢ棟北側の診療棟
を1期、2期で建てる工法として縦割りの案が提

示されたことです。上に積む、あるいは分散さ
せるのではなく、縦切りということで、その発
想がなかったので、当時大変驚いたのを覚えて
います。

新しい病院の最大キーワードは、
〈コンパクト・高機能・次世代型
【高機能の実現】
院 長：

私の中で、救命救急センター構想は特別な思
いがありました。当時、大型病院は広い敷地の中
に大きな建物を建てる傾向にありました。しか
し、そこをあえて動線を短く、コンパクトに、ス
ピード感をもって効率よい医療を提供すること
が、急性期病院のあり方であろうと考えていま
した。そこは設計側としてはいかがでしたか。

山 本：

当時、高機能の急性期病院が新築されると1
床当り100㎡（100㎡/床）を超える病院すら実
現されており、85〜90㎡/床の規模が高度急性
期病院の証のような時代でした。海南病院は、敷
地条件から、容積率を最大限に活用しても70㎡
/床前後の規模計画しか実現できない制約があ
り、まさに病院をいかにコンパクトに構成でき
るかが、カギになる状況でした。
また、今回の工事で、我々がまずメインに作っ
たのは救急を中心とした外来診療部でしたが、
救急と外来に一番大きく関係する放射線診断
部、手術部がすでにＡＢ棟にありました。完全に
離れたところにあるそれらを、機能連携上、いか
に動線を上手く結びつけるかが、実は大変なと
ころでした。

院 長：

救命救急センターは平成25年9月に指定を受
けましたが、救命救急センターの真上に救急病
棟があり、診断部門や手術室、集中治療室に行く

しっかりと支えるための病院でありたいと思
います。
教育研修棟も完成し、次世代型の海南モデル
として、教育病院としても次の医療を担う人た
ちを育てていく所存です。それは私たちの社会
的使命だと思っています。

にしても、極めて短い動線を実現でき、上手く接
続をしていただけたと思います。

【コンパクトの実現】
院 長：

目標70㎡/床を少し超える形にはなりました
が、コンパクトを実現するために、バックヤード
をなるべく削ることと、オープンスペースを意
識しました。事務所にしても、比較的珍しい形態
と感じられると思いますがいかがですか。

美しい病院のみが機能的である
院 長：

山 本：

建築上の制約により、最初にできた管理棟は
非常にスリムな棟で、そこに病院を支えるサブ
的な機能を入れつつ、管理部門の中枢を盛り込
めたと思います。一昔前でしたら、管理職の方々
の個室化が前提でしたから、むしろ院長先生に
「一体の管理エリアを作ろう」とおっしゃってい
ただけたことでオープンなスペースに、間仕切
りひとつでコミュニケーションを図れる新しい
管理エリアを作ることができました。

院 長：

最初に管理棟ができましたので、そのコンセ
プトは全体に波及していきました。今は部長医
局、第二医局、研修医室も全てオープンスペース
となっています。そういう中で海南病院がひと
つになれますので、空間の作り方は、病院の機能
に大きな影響を与えると実感しました。

【ホール・ロビー】
山 本：

アメリカやヨーロッパの病院では、病院の機
能とは別にラウンジがあります。それも、大病
院になればなるほど、機能的な空間だけではな
く、少しほっとできる空間がしっかりと作られ
ています。
海南病院のＡＢ棟1階の吹き抜けのホール
は、間口がそれほど広くはありませんが、まさに
ほっとできる「病院ロビー」だと思いました。新
しく作った外来診療棟は、一日に千数百人の患
者さんがいらっしゃるため、かなりの動きがあ
りますが、ＡＢ棟1階の空間は、吹き抜けのある
落ち着いたロビーとしてご利用いただけます。
ＡＢ棟の建物計画では、心の安らぐ療養環境
をつくりたいという想いが空間に込められ、そ
のロビーが作られていると感じましたので、そ
のまま新しい外来診療部の軸にしたいと思いま
した。自然な流れで連続するモール（1階の主軸
動線）として新旧の空間を上手く繋げられたと
思います。

院 長：

ＡＢ棟はベージュと木目調、外来部分の診療
棟は白を基調にしています。しかも診療棟は3
階までの吹き抜けのため、非常に明るく、患者さ
んの目線で見ると本当に安らぐ空間です。

【次世代型に向けて】
院 長：

工学院大学の長澤 泰教授が、
「 美しい病院
のみが機能的である」と、ある記事の中で言わ
れていました。この言葉に当初衝撃的なインパ
クトを受けましたが、病院の完成形を見て、私
たちの病院はコンパクトで機能的で、最後に美
しく作っていただきましたと感慨深いものが
あります。
いろいろな病院建築に携われてきたと思いま
すが、他病院との比較においての海南病院はい
かがでしょうか。

「コンパクト、高機能、次世代型」の器をいた
だき、コンパクト、高機能はかなり達成できて
きているので、今後は、次世代に向けて、地域を

【ステンドグラス】
院 長：

正面玄関を入り、正面に見えるステンドグラ
スは非常に好評です。あの場所に持ってきた特
別な理由はありますか。

山 本：

2階の人の動線が正面玄関を見下ろす形でし

たので、そのまま裸で見えてしまうのは辛いと
思いました。また、病院であれば癒しの空間をつ
くりたいと考えていました。ガラス張りの大き
な透明性のある玄関部分であるため、そこに入
る光を受け止めるスクリーンが、内側と外側の
両面を生かした光のダブル効果で空間へのアク
セントになるとよいと考えました。たまたま名
古屋で現代的にガラスを使って、優しい作品を
創られる作家が身近に居りましたので協同をお
願いしました。
院 長：

に、設計者として、最高のベストパートナーとし
て相談いただける存在になりたいと思います。
また、職員の方々の入れ替わりもありますの
で、進化しながら病院のコンセプトが受け継が
れていくようにお手伝いをさせて頂きたいと思
います。

2つのガラスを通しての効果だと思います
が、実際には廊下しかないのですが皆さんに「奥
行きを感じる」とよく言われます。

継承と進化に向けて
院 長：

設計者の視点で、これからの海南病院に望む
ことはありますか。

山 本：

建物ができてまさにこれから運用が始まって
いきます。海南病院の職員の方々が、患者さんに
質の高い医療、患者ケアを提供していただける
ための環境づくりのお手伝いをさせてもらいま
した。これから成長変化していく病院を一緒に
なって見守っていきたいと思っています。
実際の運用が始まり次の課題が見えて来た時

●沿革

院 長：

貴重な提言をいただきありがとうございま
す。これから当院はあらゆる成長をしていかな
くてはいけません。大げさに言えば、日本の急性
期モデル、まさに海南モデルとして様々な発信
をしていきたいと思っています。
それは私たちだけでできるものでは決してあ
りませんし、病院は日々変化していく部分があ
りますので、様々な方々の目で多面的に見て、こ
こはこういう形にしていくべきではないかと、
これからもご教授賜ればありがたいです。

●建て替え計画案（Ｈ21.5当時）

H 15 . 2

A B 病 棟（ 419 床 ）、手 術 セン
ター（9室）、ICU（集中治療室）
を含むAB棟を竣工

H24 . 1

内視鏡センターを含む管理棟
を竣工

H25 . 7

救命救急センターを含む診療
棟
（Ⅰ期）
を竣工

H27 . 4

外来を含む診療棟（Ⅱ期 B1F〜
3Ｆ）
を竣工

H27 . 7

C病棟を含む診療棟（Ⅱ期4F〜
6Ｆ）
を竣工

H28 . 6

教育研修棟・E棟（感染症病棟
を含む）
を竣工

H28 .12

新海南病院

全面竣工

海南病院の現在までの変遷

創立期
1938年

昭和13年8月24日
海部郡弥富町に総合病院として開設。
開設当時の職員数は15名であった。
正面玄関にて

再建期
1961年

昭和36年7月9日
伊勢湾台風により未曾有の被害を
受けたが、ようやく新病院として
再建し、竣工を迎えた。

再建後の全病院

現在
2016年

平成28年12月1日
現地建て替えにより6年の工
期を経て、新病院として全面
竣工を迎えた。

記念樹 ヒポクラテスの木
紀元前400年頃、ギリシャの医聖ヒポクラテスはコス島にあるプラタナスの大樹の下
で弟子たちに医学を教えたと伝えられています。
病院の北出入口横に記念植樹をしたヒポクラテスの木は、新潟県厚生連長岡中央綜合
病院の吉川

明病院長のご厚意により枝分けを頂き、海南病院に持ってくることができ

ました。
また、この挿し木を管理育成いただいた弥富造園株式会社の佐藤峰生氏に大変お世話
になりました。
伝説の「ヒポクラテスの木」に由来し、
「蒲原株第一号の七−二」と登録されています。

