
中野こども病院

Nakano  Children’ s   Hospital



01中野こども病院

新館と本館の双方に浮遊する雲形大庇と積み木のように重なるボリュームとアプローチから見える「ガラスボックス」

１階平面図兼配置図積み木のような建物ボリューム

施設計画のコアとなる病院の象徴的空間「光の塔」

1m0 5m 10m 20m

中野こども病院は閑静な住宅街の中で約 50 年

もの間診療をし、多くの方に愛され続けてきた

民間のこども病院である。「何がこどもにとっ

て一番大切か…」という病院のメッセージを実

現させるため建物本体からサイン等の細部に至

るまで「安全」「安心」「安らぎ」を散りばめ、

こどもが診療行為を怖がらないよう建築でサ

ポートしました。アプローチから見える「ガラ

スボックス」は約一週間の入院を経て退院間際

の元気になったこどもが遊べるプレイルームと

なっており、入院生活のゴール地点である活気

付いた空間を外部へ表出する事で怖くない建物

の顔をつくり出しました。また、内部に入ると

「光の塔」が建物中央を空まで貫き明るい空間

を演出しています。住宅街の中で小さな敷地の

中で生み出す透明感のある光の塔が空間に広が

りを与え、患者やスタッフの気持ちが明るくな

る事を期待しています。

人と建物と気持ちが明るくなる病院

１階平面図兼配置図

1m0 5m 10m 20mm
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小上がり付きのソファでくつろいで待つ保護者とこども透明な「光の塔」を中心とした空間の曖昧性により、様々な居場所が創出される大きなリビングのような、「光の塔」を眺めながら待てる受付待合

外部の「光の塔」と内部の「ひろば」が一体となった開放的な待合スペース診察待合前の向き合えるソファと絵本のような診察室の扉

待合をつくらないで、「ひろば」をつくる

住宅地に建つ限られた敷地条件の中でこどもが

怖がらず、保護者が安心して診療の待ち時間を

過ごして頂けるよう自然光が降り注ぐ「光の塔」

を中心とした開放的な「ひろば」をつくること

を考えました。待合廊下のように壁で仕切ると

いう概念を払拭し、「光の塔」で居場所をつくり、

こどもや保護者は様々なシーンを奏でる好みの

ソファのある所で待ち時間を快適に過ごしても

らえるように空間を曖昧にゾーン分けしていま

す。ひろばの周りには診察室や検査室への入り

口となる建具に絵本の世界をつくり出し、こど

もと保護者のコミュニケーションを誘発する仕

掛けとしながら、こどもが扉を開けるのを楽し

みとする演出をしています。こどもが動き回る

待合では特に安全性に最大限配慮し、角の無い

丸みを帯びたディテールを隅々にまで気を配っ

た計画としています。こどもの付添いは保護者

一人の場合もあれば家族みんなで来られること

も想定されるため、ソファは内側を向ける作り

や少し元気なこどもは小上がりで遊ばせたり、

体調が辛い子は横になれたりと訪れる人が思い

のまま安らげる大きなリビングとなるような家

具を散りばめています。
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診守りやすく広々とした母子分離室 治療の最後を空間的に体現し、退院間近なこどもがのびのびと遊ぶ、天井が高く明るいプレイルーム

回復期に利用できる明るい図書コーナー

３階平面図

スタッフとの距離を考慮した病室のゾーン分け

隔離・母子分離ゾーン 母子同室ゾーン

母子同室ゾーン

２階平面図

保護者のソファベッドや家具のある母子同室

光の塔と開放的なｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝが広がる ELVﾎｰﾙ

診守りを重視したオープンスタッフステーション

動物や色によって分かりやすい病棟廊下

1m0 5m 10m 20m

入院から退院までが成長に繋がる病棟計画

病棟は光の塔を中心にスタッフステーションが

取り囲み、２階に 40 床、３階に 39 床の計 79

床の病室を周囲に配置した馬蹄形の病棟プラン

をしています。エレベーターを上がると正面に

光の塔とそれに寄り添って配置された図書コー

ナーの存在が入院する前の緊張感を解してくれ

ます。広々とした廊下は圧迫感を感じさせず保

護者も安心できるつくりとなっています。病室

は保護者の付添いできる「母子同室（個室、４

床）」と、こどもだけの「母子分離室」にて構

成され母子同室には保護者も安心して子供を見

守れるソファベッドや家具のパーテーションが

備え付けられています。母子分離室や観察室は

スタッフとの距離を縮めるためオープンスタッ

フステーションに隣接した配置とし、病院へこ

どもを預けてしまう保護者の安心感を高めた計

画としています。病気の回復が見え始めてきた

頃から保育士さんによる図書コーナーでの本の

読み聞かせをしたり、退院間近にはこどもが楽

しみにしていた天井が高く明るいプレイルーム

でのびのびと元気に遊ぶ姿を見ることできま

す。プレイルームの下部に貼られたシートは内

部からは外へのプライバシーを遮りながら覗き

窓となり、外部からはスリットアニメーション

となることで、動く動物を見ることができる仕

掛けとなっています。

スタッフとの距離を考慮した病室のゾ ン分

隔離・母子分離ゾーン 母子同室ゾーン

母子同同同同同室ゾー室室 ン

３階平面図２階平面図

1m0 5m 10m 20m
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病棟

病棟

外来

本館新築、連絡通路新築新館新築 新館改修、連絡通路増築
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管理

管理

本館連絡通路新館

厨房

プレイルーム

研修ホール

予防接種外来

ラウンジ、心理

図書室

院内・病児保育

石
膏
ボ
ー
ド

安らぎの色合いコーナー部ディテール 概念図コーポレートカラーの木立調オレンジウォール 浮遊する雲型の大庇

天候や見る位置によって見え方の変わるタイル 積み木のように重なるボリューム

しゃぼん玉を連想させるランダム窓

病児と健児に機能を明快に分離し、人を繋ぐ連絡通路ゾーニング

ローリング計画

step_04：安心できる入院生活 step_05：少し安らげる図書コーナー step_06：健康で安全な身体に戻る

step_01：安心できる病院の顔 step_02：安らぎのある明るいひろば step_03：安全を考えた待ち時間

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

病室

病室

待合ひろば

診察

病棟外来

検査

本館新築 連絡通路新築新館新築 新館改修 連絡通路増築

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期

【計画】 【コンセプト】

本館と新館が向かい合いボリュームや外装の共

通したデザインによって呼応しています。

本館と新館で呼応するデザイン 角のない安全なディテール【安全】

本館、新館、連絡通路の新築、増築、改修を繰

り返し、３期（立体駐車場含むと４期）に渡る

ローリング計画となっています。１期目は既存

本館敷地の向かい側に新館を新築し既存病院解

体及び本館新築中の仮病院として約１年半稼働

します。２期にて本館を新築し新館で一時的に

稼働していた病院機能を本館へ戻し病院として

最終形になります。また、３期に仮病院の稼働

を終えた新館の内部を居ながら改修し管理部門

や保育施設を整備し運営を行います。

居ながらのローリング計画

こどもが利用するエリア内の壁の出隅には、仕

上げの内側にエフジーボードやコーナーガード

によって、丸みを付け安全面に最大限配慮して

います。

「光の塔」を中心に、外来では待合ひろばを診

察室や検査室が取り囲む事で、患者がスタッフ

から診守られている安心感が生まれます。病棟

では逆に「光の塔」にスタッフステーションを

隣接させる事で、「光の塔」を通じて診守れる

範囲を広げ、入院患者の近くにスタッフが寄り

添える平面計画としています。

診守り重視の平面計画【安心】

保護者が待ち時間にくつろげ、スタッフの気持

ちを高めるために木調や白をベースとした空間

の色味とし、こどもが明るい気持ちになれるよ

う随所に明るい色を取り込み誰もが安らげる空

間を目指しています。

明るい空間と色使い【安らぎ】

病院機能をもつ本館と一部病院機能と職員が利

用する新館を連絡通路で繋ぐことで利便性や外

部での安全性に配慮した計画となっています。

また、本館を病児、新館で健児に分けることで

交差感染を防ぎ人の動線は繋ぐという病院の想

いが込められています。

「安全」・・・こどもの安全を重視した空間づくり

「安心」・・・保護者が安心できる新しい病院づくり

「安らぎ」・・保護者やこどもが安らげる場所づくり

病院の想いを繋ぐ連絡通路 「安全」「安心」「安らぎ」を散りばめた空間づくり

病棟に上がると吹抜けと明るく開放的なスタッ

フステーションが迎え入れてくれます。スタッ

フステーションが中心に存在することで入院患

者の安心感が生まれます。

ＥＶホールから見えていた図書コーナーには入

院してから２，３日経過後の回復した頃に病室

から出て行き、図書コーナーで安らぐことがで

きます。

病気も回復し、退院間際にはずっと楽しみにし

ていた明るいプレイルームで楽しく遊ぶことが

できます。楽しい入院生活を終え、こどもは健

康で安全な身体で退院します。

病院へのアプローチで見えてくる大きい雲状の

庇の上に浮かぶ「ガラスボックス」は、治療を

終え退院間際の元気になったこども達が遊んで

いる存在が垣間見え、こどもを安心させます。

病院の中に入ると外からは感じることのできな

かった明るい「光の塔」が存在し、保護者とこ

どもは病院の閉鎖的な廊下では無く、広々と明

るい安らぎのあるひろばを体験します。

ひろばにはその場にあった様々なこどもの安全

に配慮したソファが配置されています。また、

建具には絵本の世界を演出し保護者とこどもが

一緒に楽しめる仕掛けをつくっています。
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連絡
通路

スパンクリート表しの軒天

自然が呼吸する光の塔 空間演出になる折り上げ天井

光の塔に建つタワークレーン 「新しい、森」を想起させるカラースキーム

レイヤー概念

動物：鳥

動物：小さな動物

動物：大きな動物

色　：空の青と太陽の赤

色　：葉の緑と木の黄

色　：木調

３階：森の上の空

２階：森の中

１階：地上の森の中

構造スリットや排気設備の無いスッキリとした外壁

連絡通路

ｽﾊﾟﾝｸﾘｰﾄＲ加工面

Low-e ガラス
自然光

待合
ひろば

スタッフ
ステーション

ELV
ホール

ELV
ホール

ELV
ホール

スタッフ
ステーション

OAチャンバーダクト

OAダクト

照明器具

△天井

△天井

３階の光の塔に寄り添った明るい図書コーナー

３階のスタッフステーション

３階の光の塔に寄り添った明るい図書コーナー

２階のスタッフステーション

３階に展開する色

個室を青色の扉としている３階病棟

２階に展開する色

個室を緑色の扉としている２階病棟

多床室を赤色の扉としている３階病棟

多床室を黄色の扉としている２階病棟

【構造・設備・施工】 【カラースキーム】

周囲を住宅地で囲まれた立地条件の中で、近隣住民への不安感を募らせな

いために、「光の塔」にタワークレーンを配置し、クレーンの軌道を敷地

内から出さない工事を可能とし、スムーズでシンプルな施工計画としてい

ます。

光の塔を利用した工事計画【施工】

光の塔を利用した省エネ設計【設備】 機能を含む折り上げ天井【設備】

マッシブなタイルの箱を強調するため構造上の配慮として本館、新館、連

絡通路と鉄筋コンクリート造のルート１で構造設計を行い耐力壁をバラン

ス良く配置し地震に強い建物としました。また、意匠上にも配慮しコンク

リート壁に構造スリットを設けず、積極的に構造体力を見込む構造計画と

しました。

設備上の配慮として排気関係を屋上まで立上げ処理する事によって外壁に

排気ガラリやベントキャップを設置しないことで近隣住民や街並みの美観

上配慮した計画としました。

外壁をスッキリ見せる工夫【構造・設備】

梁型の出ないスパンクリート【構造】

中野こども病院の建つ「新森」という地名から

「新しい、森」を病院内につくる事を考えました。

森のスケールに落とし込んだ時にできるレイ

ヤーを階毎に色や動物の設定をしています。１

階には地上の動物として、木調の空間にカラフ

ルで大きな動物が住まいます。２階には木の中

として、木の黄色と葉の緑色を配色し木の中の

小さな動物が住まいます。３階は木の上として、

空の青色と太陽の赤色を配置し鳥が住まい、建

物の世界観を創り出します。

「新しい、森」のカラースキーム【カラースキーム】

空に一番近い３階には、青と赤をベースに色を

展開し、分かりやすさと明るさのある病棟空間

をつくり出します。

３階は森の上に広がる、空の青色と太陽の赤色、と鳥たち

建物の中間階である森の中は、緑と黄をベース

に色を展開し、分かりやすさと癒しを感じる病

棟空間をつくり出します。

２階は森の中に広がる、葉の緑色と木の黄色、と小さな動物たち

建物の中央を貫く「光の塔」は自然光を積極的に取り込むことで昼間は電

気代を節約し、ガラスは Low-e ガラスを使用することで快適な室内環境

を保つことができます。病棟のスタッフステーションの窓のみ換気できる

ようにし空気の入替えも可能としています。

大庇と連続してうねる雲型の折り上げ天井内には、間接照明としての照明

器具と外調機の吹出し口が納まっています。待合ひろばの空間演出と共に

気流の斑をなくすことができ、快適な室内環境をつくり出します。

道路上空に浮遊する連絡通路の床と屋根には、周囲への圧迫感を軽減し、

施工期間が短縮できるスパンクリートを採用し、梁型のないシンプルな納

まりの計画としました。また、軒天と壁のコーナー部はアルミの曲げ材を

Ｒ加工で取付け、スパンクリートの固さを感じさせないつくりとしました。
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３階２階１階

こどもトイレのサイン電源や建具を利用したエックス線室の展開図治療の手助けをする仕掛け

プレイルーム（内観）プレイルーム（外観）スリットアニメーション

【サイン】

こどもの恐怖感を和らげ、楽しさに変える、治療の手助けとなるサイン計画（エックス線室、検査室、エコー室）

各検査室には無機質な壁面を使って、各検査の特性に合わせたこどもが怖がらない仕掛けを散りばめます。

（エックス線室）・・・「こどもを怖がらせない手助け」こどもが怖がる機械的な設備や電源を利用し、無機質な空間を楽しい空間にカモフラージュをします。

（検査室）・・・「こどもを集中させる手助け」採血等でこどもが落ち着かないため、壁の正面に集中させるアートを仕掛けます。

（エコー室）・・・「こどもを笑顔にする手助け」部屋を暗くして検査を行うため、暗くなることを利用し蓄光石を壁面にアートとして作ります。

楽しく学べる、トイレ教育サイン　（こどもトイレ）

トイレを嫌がるこどもが、動物たちと一緒にト

イレをすることで、トイレが好きになるよう教

育をします。

各階の柱に設置される身体測定〝樹〟は、こどもの成長を見守ります。

通院しながら、成長を感じる『身体測定〝樹〟』サイン　（ホール）

病院の顔に見えるガラスボックスには、スリットアニメーションによって

動く動物たちの仕掛けをつくり、訪れるこどもたちに対し怖くない建物で

あることを伝えます。ガラスの外部面と内部面に貼られたスリットのシー

トは、アプローチに従い、視点の移動によって動物たちが動き出し、不思

議な体験をすることができます。

楽しそうな病院を思わせながら、こどもを出迎える、ガラスボックスで動く動物のサイン　（外観デザイン）
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自分の部屋が分かりやすい病棟のサイン

扉の裏には動物が隠れている

フロアマップと分かりやすく、楽しくリンクする動物のサイン

【サイン】

こどもが怖がらず、入りたくなる扉サイン　（診察室、検査室の扉）

入院するこどもの不安感を和らげ、近くでこどもを見守るサイン　（病室の扉）

フロアマップとリンクする、分かりやすく、楽しいサイン

１階待合ひろばに面した扉には、大きな動物たちによる仕掛けがあります。

半身を出して扉に隠れる動物たちは、扉の中に入ることを怖がるこどもにとって、楽しみに変わるように半身を隠し、絵本のようにめくって答えを見つけ

る仕掛けとしています。

入院患者を見守る動物たちは、２階では木と小さな動物、３階では雲と鳥が機能上必要なナースコールの復旧ボタンと潜み病棟全体を優しく見守っています。
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夕暮れでも明るく怖くない外観デザイン

ランダム窓にカラフルなスクリーンが楽しい北立面

昼間と表情を変える透明感のあるプレイルーム

DATA

所在地

用途

敷地面積

建築面積

延床面積

構造

階数

大阪府大阪市旭区

病院

1242.84（本館）、1087.97 ㎡（新館）、21.60 ㎡（連絡通路）

877.7 ㎡（本館）、757.88 ㎡（新館）、21.12 ㎡（連絡通路）

2471.15 ㎡（本館）、2172.04 ㎡（新館）、21.12 ㎡（連絡通路）

RC造（本館、新館共）

地下１階、地上３階、塔屋１階（本館、新館共）
光の塔からの見え方検証アクソメで全体感の確認

待合ひろばのカラー検証

光の塔の廻りに配置した家具床材やサッシに合わせた家具形状 ﾌﾞﾙｰやｸﾞﾘｰﾝのｽｸﾘｰﾝを設置した救急・隔離室

丸く外向きと内向きになれるソファ会計待合と光の塔が望めるソファ プレイコーナー付きの人気のソファ

「光の塔」に合わせて作られた本棚家族ごとにゆったり座れるソファ 図書コーナーの高さが違うソファ

【家具・BIM】

病院プランは複雑かつスケール感が想像しにく

い用途であるため、基本計画時から BIM を利

用した設計を行いました。プランを修正し、そ

の場でアイレベルでの確認を行う事で出来上

がってから「こんな予定じゃなかった」をなく

すことを考えました。また、カラースキームで

は仕上げ材を並べる手法ではなく仕上げを BIM

に取り込んで検討していく中でお客様の満足度

を高め、現場での間違いを未然に防ぐようにし

ました。

BIMを利用した設計【BIM】

「光の塔」を中心に会計待ち、診察待ち、検査

待ち等それぞれの患者特性を分析し、その場に

あった家具を点在させています。また、「光の塔」

のサッシに合わせ本棚を作るなどこの建物でし

か機能しない家具を製作しました。

中野こども病院だけの家具【家具】

ﾋﾟﾝｸ：心理的な喜びと安らぎ【診察室】

ｵﾚﾝｼ ：゙喘息、呼吸疾患、けいれん等【診察室】

ｲｴﾛｰ、ﾍﾞｰｼﾞｭ：心を陽気、体力回復【処置室】

ｸﾞﾘｰﾝ：健康、落ち着きと安らぎ【隔離室】

ﾌﾞﾙ ：ー発熱、感染、炎症【隔離室】

医療効果のあるカラースクリーン
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