
博多駅南の市街中心地にあえて平屋建てとし、色彩計画、植栽など利用する人 に々とって潤いを感じさせる意匠とした。安心して 受診できる医療施設として当初から「感染対策」を考慮した動線や配置計画を施した。

非接触の水栓や、意匠性の高いハーフベッセルの洗面器を選定。埋め込み式のペーパータオルフォルダーが設けられており、カウンターのダストボックスもすっきりと納まっている。トイレまでの通路は、温かみのある木を壁のアクセントにし、柔らかい印象に仕上げている。サインは視覚的にわかりやすい表記としている。診察室には、3つのモニターを設置。患者さん確認用、診察画像用、先生と患者の会話を議事録に残すタイピング用として準備されている。患者さんの半数は子ども（生後1ヶ月から）が多いため、飽きずに待てるようキッズスペースを設置。子どもたちが楽しく遊べるよう海底を模し、さまざまな海の生物イラストが施されている。

「みみ はな のど たけどみクリニック」の診療科目は、耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、アレルギー科。乳幼児から高齢者に至るまで幅広い年齢層の患者が来院する。

落ち着いた雰囲気の受付カウンター。院内感染防止対策として、発熱者や感染者には別途待合室を設けている。「もりはら内科クリニック」は、一般的な内科疾患から、 肝臓疾患全般、消化器疾患、高血圧、糖尿病、脂質代謝異常症（高脂血症）などの生活習慣病、予防医学、健康診断などに対応する。スタッフ用のトイレは用足しから手洗いまでを個室内で行える個室完結型としている。患者様の来院を意識した、清潔感のあるトイレ空間。お子様連れにも配慮し、広 と々した空間を確保。器具は非接触にこだわり、オート開閉やオート洗浄の機能を持つウォシュレット一体形便器ネオレストを採用している。

体調が悪い患者さんのために横になれるスペースを用意。ゆっくり横になって待つことや、点滴などの治療にも使用できる多目的なスペースとしている。明るく、清潔感のある受付。診察待ちスペースも間隔を確保。“感染対策”を考慮した動線や配置計画が施され、安心して受診できる。

ウィルブ  メディカルスクエア

jp.toto.com/com-et/jirei/ 2021.09 作成　無断複製・転載禁止 ©TOTO LTD. 2021 All Rights Reserved 28294　1/3

ウィルブ  メディカルスクエア

みみ はな のど 
たけどみクリニック
受付

明るく、清潔感のある受付。診察待ち
スペースも間隔を確保。“感染対策”を
考慮した動線や配置計画が施され、
安心して受診できる。

みみ はな のど 
たけどみクリニック
多目的室

体調が悪い患者さんのために横にな
れるスペースを用意。ゆっくり横になっ
て待つことや、点滴などの治療にも使
用できる多目的なスペースとしている。

みみ はな のど 
たけどみクリニック
患者用トイレ

患者様の来院を意識した、清潔感の
あるトイレ空間。お子様連れにも配慮
し、広 と々した空間を確保。器具は非
接触にこだわり、オート開閉やオート洗
浄の機能を持つウォシュレット一体形
便器ネオレストを採用している。

みみ はな のど 
たけどみクリニック
スタッフ用トイレ

スタッフ用のトイレは用足しから手洗い
までを個室内で行える個室完結型と
している。

もりはら内科クリニック
外観

「もりはら内科クリニック」は、一般的な
内科疾患から、 肝臓疾患全般、消化
器疾患、高血圧、糖尿病、脂質代謝
異常症（高脂血症）などの生活習慣
病、予防医学、健康診断などに対応
する。

もりはら内科クリニック
受付

落ち着いた雰囲気の受付カウンター。
院内感染防止対策として、発熱者や
感染者には別途待合室を設けてい
る。

みみ はな のど 
たけどみクリニック
外観

「みみ はな のど たけどみクリニック」
の診療科目は、耳鼻いんこう科、小児
耳鼻いんこう科、アレルギー科。乳幼
児から高齢者に至るまで幅広い年齢
層の患者が来院する。

みみ はな のど 
たけどみクリニック
キッズスペース

患者さんの半数は子ども（生後1ヶ月
から）が多いため、飽きずに待てるよう
キッズスペースを設置。子どもたちが
楽しく遊べるよう海底を模し、さまざま
な海の生物イラストが施されている。

みみ はな のど 
たけどみクリニック
診察室

診察室には、3つのモニターを設置。
患者さん確認用、診察画像用、先生と
患者の会話を議事録に残すタイピン
グ用として準備されている。

みみ はな のど 
たけどみクリニック
院内通路

トイレまでの通路は、温かみのある木
を壁のアクセントにし、柔らかい印象に
仕上げている。サインは視覚的にわか
りやすい表記としている。

みみ はな のど 
たけどみクリニック
洗面コーナー

非接触の水栓や、意匠性の高いハー
フベッセルの洗面器を選定。埋め込
み式のペーパータオルフォルダーが設
けられており、カウンターのダストボック
スもすっきりと納まっている。

外観 博多駅南の市街中心地にあえて平
屋建てとし、色彩計画、植栽など利用
する人々にとって潤いを感じさせる意
匠とした。安心して 受診できる医療施
設として当初から「感染対策」を考慮
した動線や配置計画を施した。

https://jp.toto.com/com-et/jirei/


開放感のある受付コーナー。診察待ちスペースも間隔を確保。“感染対策”を考慮した動線や配置計画を施し、安心して 受診できる設計となっている 。「駅みなみウイメンズクリニック」は、産婦人科と婦人科の2科目を診療可能。さまざまな産婦人科疾患はもとより、産婦人科診療の枠を超えた女性のトータルケアを目指している。車いすでの使用にも配慮されたバリアフリートイレ。最先端の機能が融合したウォシュレット一体形便器ネオレストと、意匠性に優れたコンビネーション手すりを設置している。洗面コーナーと女性専用トイレ。水じまいのよいインセットタイプのベッセル式洗面器、さらに照明付き化粧鏡で高級感のある落ち着いた雰囲気を演出している。

発熱者対応の待合室として、ゆったりと過ごせる空間を設置。ほかの患者さんと一緒になることはないので、本人としても安心して受診できる。 発熱者・感染者用トイレには、最先端の機能が融合したウォシュレット一体形便器ネオレストを採用。非接触にこだわった器具を設置している。

手洗いしやすく、水はねしにくい手洗いボウルのピュアレストQRを採用。汚れを付きにくく、落ちやすくする「ノズル掃除」などお掃除しやすい機能も搭載している。極限まで薄くしたシャープなエッジと「器」としての美しさを追求したベッセル式洗面器。さらに手をかざせばストレスなく湯水を使い分けできる湯水切り替えセンサー式の、自動水栓を採用している。やわらかな印象のトイレサイン。シンプルでありながら、ひと目で認識しやすくなっている。羞恥心を考慮し、処置が見えない内診室や診察台では、不安払拭のために半透明のカーテンを採用。海外での診察を参考にしている。

木目の壁柄で落ち着いた空間となっている通路。わかりやすい色付きのサインを掲示。女性のニーズにあわせ、女性専用トイレを設けている。隣の患者との距離が確保できる落ち着いた雰囲気の処置室。処置のシートは、カーテンで仕切れるようにしている。

ウィルブ  メディカルスクエア

jp.toto.com/com-et/jirei/ 2021.09 作成　無断複製・転載禁止 ©TOTO LTD. 2021 All Rights Reserved 28294　2/3

ウィルブ  メディカルスクエア

もりはら内科クリニック
処置室

隣の患者との距離が確保できる落ち
着いた雰囲気の処置室。処置のシー
トは、カーテンで仕切れるようにしてい
る。

もりはら内科クリニック
院内通路

木目の壁柄で落ち着いた空間となっ
ている通路。わかりやすい色付きのサ
インを掲示。女性のニーズにあわせ、
女性専用トイレを設けている。

駅みなみ
ウィメンズクリニック
内診・診察室

羞恥心を考慮し、処置が見えない内
診室や診察台では、不安払拭のため
に半透明のカーテンを採用。海外で
の診察を参考にしている。

駅みなみ
ウィメンズクリニック
院内通路

やわらかな印象のトイレサイン。シンプ
ルでありながら、ひと目で認識しやすく
なっている。

駅みなみ
ウィメンズクリニック
患者用トイレ

極限まで薄くしたシャープなエッジと
「器」としての美しさを追求したベッセ
ル式洗面器。さらに手をかざせばスト
レスなく湯水を使い分けできる湯水切
り替えセンサー式の、自動水栓を採用
している。

駅みなみ
ウィメンズクリニック
スタッフ用トイレ

手洗いしやすく、水はねしにくい手洗
いボウルのピュアレストQRを採用。汚
れを付きにくく、落ちやすくする「ノズル
掃除」などお掃除しやすい機能も搭
載している。

もりはら内科クリニック
発熱者・感染者用トイレ

発熱者・感染者用トイレには、最先端
の機能が融合したウォシュレット一体
形便器ネオレストを採用。非接触にこ
だわった器具を設置している。

もりはら内科クリニック
発熱者用待合室

発熱者対応の待合室として、ゆったり
と過ごせる空間を設置。ほかの患者
さんと一緒になることはないので、本人
としても安心して受診できる。

もりはら内科クリニック
女性専用トイレ

洗面コーナーと女性専用トイレ。水じま
いのよいインセットタイプのベッセル式
洗面器、さらに照明付き化粧鏡で高
級感のある落ち着いた雰囲気を演出
している。

もりはら内科クリニック
バリアフリートイレ

車いすでの使用にも配慮されたバリ
アフリートイレ。最先端の機能が融合
したウォシュレット一体形便器ネオレス
トと、意匠性に優れたコンビネーション
手すりを設置している。

駅みなみ
ウィメンズクリニック
外観

「駅みなみウイメンズクリニック」は、産
婦人科と婦人科の2科目を診療可能。
さまざまな産婦人科疾患はもとより、産
婦人科診療の枠を超えた女性のトー
タルケアを目指している。

駅みなみ
ウィメンズクリニック
受付

開放感のある受付コーナー。診察待
ちスペースも間隔を確保。“感染対策”
を考慮した動線や配置計画を施し、
安心して 受診できる設計となっている 
。
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建築概要
名称 ウィルブ メディカルスクエア
所在地 福岡県福岡市博多区博多駅南6-1-7～10
施主 たけどみクリニック
 もりはら内科クリニック
 駅みなみウィメンズクリニック
 株式会社メディポリ
設計 株式会社アービカルネット
施工 株式会社 谷川建設
監修 株式会社apマネジメント
竣工年月 2021年4月
敷地面積 1,646.72㎡
建築面積 254.03㎡（みみ はな のど たけどみクリニック）
 208.52㎡（もりはら内科クリニック）
 149.03㎡（駅みなみウィメンズクリニック）
   148.38㎡（メディポリ薬局）
構造・階数 木造・地上2階

おもなTOTO使用機器
ウォシュレット一体形便器 ネオレスト：CES9788系
腰掛便器：CS232B＋SH233BA
ウォシュレットS：TCF6543
棚付二連紙巻器：YH600FMR、YH650
洗面器：LS902、L710C、LS722C
手洗器：L724
壁掛手洗器：LSE870系
台付自動水栓：TENA12AL、TLE26706J、TLE25506J、TENA12BL、
TLP01S01J
ベビーチェア：YKA15系
L型手すり：T114CL9R

水まわりの特長
建物の特徴

「医療のひろば ウィルブ メディカルスクエア」は、福岡空港側にあたる「博多駅南」の筑紫通り沿いにオープンされたクリニックモール。周辺は、オフィスビルや高層マンションが立ち並び、小中学校や大学も多く立地している、子育て世代が多く住むエリアである。建設地付近は「国史跡 比恵遺跡」の指定地であり、数千年前から人々が生活を営んできた日本最古の稲作集落地域。その歴史ある土地にふさわしい活用として、地域の人々の安全で快適な生活に貢献したいという思いにより、3軒のクリニックと薬局で構成される医療のひろばを開業した。建物は、平屋建てとし、色彩計画や植栽、サインなど利用する人 に々とって潤いを感じるデザインとしている。

水まわりの特長
設計当初より、クリニックモールとして“感染対策”を考慮した動線や配置計画を施し、安心して受診できる施設となっている。感染対策として、発熱者専用入口や待合室などの区画分離、オゾン脱臭装置の完備とさまざまな工夫を施している。さらに、水まわりでは、非接触や感染対策を考慮のウォシュレット一体形ネオレストをはじめとする最先端技術商品を各クリニックで採用。最先端技術商品を採用することで、人手をかけずメンテナンスできるなど運営面でも一役買っている。また、各クリニック、薬局の個性にあわせた清潔感のある水まわりを提供することにより、リピーターの確保にもつながるよう意識している。

最先端の機能が融合したウォシュレット一体形便器ネオレストと、意匠性に優れたコンビネーション手すりを設置している。 産婦人科と婦人科の2科目を診療可能。さまざまな産婦人科疾患はもとより、産婦人科診療の枠を超えた女性のトータルケアを目指している。いつでも手洗いができるようにオープンなコーナーに設置された洗面コーナー。照明が映える暖色系のビビッドなモザイクタイルが空間のアクセントとともに洗面コーナーへのガイドともなっている。

3つのクリニックからの処方薬剤に対応する「メディポリ薬局」。2階建てになっており、2Fはスタッフ休憩室などを完備している。

診療科目は耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、アレルギー科。乳幼児から高齢者に至るまで幅広い年齢層の受診を行っている。 3軒のクリニックからの処方薬剤に対応するメディポリ薬局。2階建てになっており、2Fはスタッフ休憩室などにしている。博多駅南付近は「国史跡 比恵遺跡」の指定地で、土地活用を通じて地域の方の安全で快適な生活に貢献したいという思いから、3軒のクリニックと薬局で構成される「医療のひろば」が新設された。

受付はすべて隣との距離が確保できるように仕切り付きとなっており、感染に対しても安心して利用できる。そして奥にはトイレに入らなくても利用できる洗面コーナーを用意している。 一般的な内科疾患から、 肝臓疾患全般、消化器疾患、高血圧、糖尿病、脂質代謝異常症（高脂血症）などの生活習慣病、予防医学、健康診断などに対応している。
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もりはら内科クリニック
図面

一般的な内科疾患から、 肝臓疾患全
般、消化器疾患、高血圧、糖尿病、脂
質代謝異常症（高脂血症）などの生
活習慣病、予防医学、健康診断など
に対応している。

メディポリ薬局
受付

受付はすべて隣との距離が確保でき
るように仕切り付きとなっており、感染
に対しても安心して利用できる。そし
て奥にはトイレに入らなくても利用でき
る洗面コーナーを用意している。

敷地内配置図 博多駅南付近は「国史跡 比恵遺
跡」の指定地で、土地活用を通じて
地域の方の安全で快適な生活に貢
献したいという思いから、3軒のクリニッ
クと薬局で構成される「医療のひろ
ば」が新設された。

メディポリ薬局図面 3軒のクリニックからの処方薬剤に対
応するメディポリ薬局。2階建てになっ
ており、2Fはスタッフ休憩室などにして
いる。

みみ はな のど 
たけどみクリニック図面

診療科目は耳鼻いんこう科、小児耳
鼻いんこう科、アレルギー科。乳幼児
から高齢者に至るまで幅広い年齢層
の受診を行っている。

メディポリ薬局
外観

3つのクリニックからの処方薬剤に対
応する「メディポリ薬局」。2階建てに
なっており、2Fはスタッフ休憩室などを
完備している。

メディポリ薬局
洗面コーナー

いつでも手洗いができるようにオープ
ンなコーナーに設置された洗面コー
ナー。照明が映える暖色系のビビッド
なモザイクタイルが空間のアクセントと
ともに洗面コーナーへのガイドともなっ
ている。

駅みなみ
ウィメンズクリニック図面

産婦人科と婦人科の2科目を診療可
能。さまざまな産婦人科疾患はもとよ
り、産婦人科診療の枠を超えた女性
のトータルケアを目指している。

メディポリ薬局
患者用トイレ

最先端の機能が融合したウォシュレッ
ト一体形便器ネオレストと、意匠性に
優れたコンビネーション手すりを設置し
ている。

水まわりの特長
建物の特徴

「医療のひろば ウィルブ メディカルスクエア」は、福岡空港側にあたる「博多駅南」
の筑紫通り沿いにオープンされたクリニックモール。周辺は、オフィスビルや高層マ
ンションが立ち並び、小中学校や大学も多く立地している、子育て世代が多く住む
エリアである。建設地付近は「国史跡 比恵遺跡」の指定地であり、数千年前から
人々が生活を営んできた日本最古の稲作集落地域。その歴史ある土地にふさわ
しい活用として、地域の人々の安全で快適な生活に貢献したいという思いにより、
3軒のクリニックと薬局で構成される医療のひろばを開業した。建物は、平屋建てと
し、色彩計画や植栽、サインなど利用する人 に々とって潤いを感じるデザインとして
いる。

水まわりの特長
設計当初より、クリニックモールとして“感染対策”を考慮した動線や配置計画を施
し、安心して受診できる施設となっている。感染対策として、発熱者専用入口や待
合室などの区画分離、オゾン脱臭装置の完備とさまざまな工夫を施している。さら
に、水まわりでは、非接触や感染対策を考慮のウォシュレット一体形ネオレストをは
じめとする最先端技術商品を各クリニックで採用。最先端技術商品を採用するこ
とで、人手をかけずメンテナンスできるなど運営面でも一役買っている。また、各クリ
ニック、薬局の個性にあわせた清潔感のある水まわりを提供することにより、リピー
ターの確保にもつながるよう意識している。

建築概要
名称 ウィルブ メディカルスクエア
所在地 福岡県福岡市博多区博多駅南6-1-7～10
施主 たけどみクリニック
 もりはら内科クリニック
 駅みなみウィメンズクリニック
 株式会社メディポリ
設計 株式会社アービカルネット
施工 株式会社 谷川建設
監修 株式会社apマネジメント
竣工年月 2021年4月
敷地面積 1,646.72㎡
建築面積 254.03㎡（みみ はな のど たけどみクリニック）
 208.52㎡（もりはら内科クリニック）
 149.03㎡（駅みなみウィメンズクリニック）
   148.38㎡（メディポリ薬局）
構造・階数 木造・地上2階

おもなTOTO使用機器
ウォシュレット一体形便器 ネオレスト：CES9788系
腰掛便器：CS232B＋SH233BA
ウォシュレットS：TCF6543
棚付二連紙巻器：YH600FMR、YH650
洗面器：LS902、L710C、LS722C
手洗器：L724
壁掛手洗器：LSE870系
台付自動水栓：TENA12AL、TLE26706J、TLE25506J、TENA12BL、
TLP01S01J
ベビーチェア：YKA15系
L型手すり：T114CL9R

https://jp.toto.com/com-et/jirei/

