
「村上総合病院」は、新潟県北部の基幹病院。救急告示病院、災害拠点病院、離島を含めへき地医療拠点病院に指定され、地域医療に重要な役割を担う。外観は、歴史ある城下町、村上市の景観条例に沿って計画された。

明るい木目を使用したやわらかな空間。大便器ブースの扉は、開閉時に扉をよける動作が不要で、空間を有効活用できるアークスライド方式を採用。また、トイレの奥には、採尿カップを提出する窓口を設置している。小便コーナーからトイレ出入口へつながる通路の一角に、採尿カップを提出する窓口を設置している。小便器は、床の清掃性や節水性に優れた壁掛型の自動洗浄小便器を選定。また、小便器の間には緊急時対応として呼出ボタンを設置している。清潔感のある白と明るい木目調の仕上げで、温かみのある空間としている。

開放感のある吹き抜け空間が印象的なエントランスホール。内装は、村上市が歴史ある城下町であることから、城壁を思わせるコンクリート壁と天井木をイメージ、正面玄関は天然木仕上げとした。

さまざまな身体状況の方やお子様連れに配慮する器具を完備し、多目的トイレを必要とする方が、採尿トイレにある多目的トイレに集中しないよう、機能分散化を図っている。内科・泌尿器科のエリアに、左右勝手違いで多目的トイレを配置している。さまざまな配慮が必要な利用者に配慮し、フラットカウンター多機能トイレパックを選定。同室内に採尿カップを提出する窓口も設置している。また、大型ベッドも完備している。大便器は、床の清掃性がよく、連続洗浄可能な壁掛大便器セット・フラッシュタンク式を設置。また停電時でも水を流すことができるよう、停電時洗浄レバーを設けている。

ホスピタルストリートの中央に位置する採尿用トイレ。大きなイラストと色分けされたサインにより、男女トイレと多目的トイレの位置がひと目でわかるようになっている。共用部のメイン廊下であるホスピタルストリートは、ゆとりある空間に温かみと清潔感ある色彩で演出。患者様たちが目指す受付ブロックへとわかりやすく向かうことができる。
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ホスピタルストリート 共用部のメイン廊下であるホスピタル
ストリートは、ゆとりある空間に温かみ
と清潔感ある色彩で演出。患者様た
ちが目指す受付ブロックへとわかりや
すく向かうことができる。

採尿用トイレ 入口 ホスピタルストリートの中央に位置する
採尿用トイレ。大きなイラストと色分け
されたサインにより、男女トイレと多目
的トイレの位置がひと目でわかるように
なっている。

女性採尿用トイレ 
大便器ブース

大便器は、床の清掃性がよく、連続洗
浄可能な壁掛大便器セット・フラッシュ
タンク式を設置。また停電時でも水を
流すことができるよう、停電時洗浄レ
バーを設けている。

採尿用トイレ 
多目的トイレ

さまざまな配慮が必要な利用者に配
慮し、フラットカウンター多機能トイレ
パックを選定。同室内に採尿カップを
提出する窓口も設置している。また、
大型ベッドも完備している。

多目的トイレ 入口 内科・泌尿器科のエリアに、左右勝手
違いで多目的トイレを配置している。

多目的トイレ さまざまな身体状況の方やお子様連
れに配慮する器具を完備し、多目的ト
イレを必要とする方が、採尿トイレにあ
る多目的トイレに集中しないよう、機能
分散化を図っている。

エントランスホール 開放感のある吹き抜け空間が印象的
なエントランスホール。内装は、村上市
が歴史ある城下町であることから、城
壁を思わせるコンクリート壁と天井木
をイメージ、正面玄関は天然木仕上
げとした。

男性採尿用トイレ 全体 清潔感のある白と明るい木目調の仕
上げで、温かみのある空間としてい
る。

男性採尿用トイレ 
小便器コーナー

小便器は、床の清掃性や節水性に優
れた壁掛型の自動洗浄小便器を選
定。また、小便器の間には緊急時対応
として呼出ボタンを設置している。

男性採尿用トイレ 通路 小便コーナーからトイレ出入口へつな
がる通路の一角に、採尿カップを提出
する窓口を設置している。

女性採尿用トイレ 全体 明るい木目を使用したやわらかな空
間。大便器ブースの扉は、開閉時に扉
をよける動作が不要で、空間を有効
活用できるアークスライド方式を採用。
また、トイレの奥には、採尿カップを提
出する窓口を設置している。

外観 「村上総合病院」は、新潟県北部の基
幹病院。救急告示病院、災害拠点病
院、離島を含めへき地医療拠点病院
に指定され、地域医療に重要な役割
を担う。外観は、歴史ある城下町、村
上市の景観条例に沿って計画された。
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建築概要
名称 新潟県厚生連 村上総合病院
所在地 新潟県村上市緑町5-8-1
施主 新潟県厚生農業協同組合連合会
設計 株式会社 石本建築事務所
施工 建築　株式会社 福田組
 設備　ダイダン 株式会社
竣工年月 2020年11月
敷地面積 37,443.12㎡
建築面積 7,461.84 ㎡
延床面積 22,353.94㎡（病院棟） 
 129.57㎡（院内保育所）
構造・階数 鉄筋コンクリート造・地上5階（病院棟）
 アルミニウム造・地上1階（院内保育所）

おもなTOTO使用機器
壁掛大便器セット・フラッシュタンク式：UAXC3C系
ウォシュレットPS （擬音装置「音姫」付きエコリモコン）：TCF553*系
棚付二連紙巻器：YH702
自動洗浄小便器：UFS900系
洗面器：L270C
壁掛ハイバック洗面器：LSA125CN
壁掛手洗器：LSE570A系
台付自動水栓：TENA40A
フラットカウンター多機能トイレパック：XPDA7LS5系
幼児用大便器：CS310B+S300BK
幼児用小便器：U310GY
腰掛便器用手すり（ぞう）：YYB10P2S
スタッフ用手洗器：LS850系
パブリック用流し：SKL330DNFP

水まわりの特長
建物の特徴

「村上総合病院」は、新潟県北部の基幹病院であり、村上・岩船地域唯一の総合病院。救急告示病院、災害拠点病院、離島を含めたへき地医療拠点病院に指定されており、地域医療の重要な役割を担う。以前は、JR村上駅東口に立地していたが、増改築を繰り返し約50年が経過。老朽化、狭隘化、非効率の解消を目的に、このたび駅西側に移転し新築された。江戸時代に村上藩の城下町として栄えた村上市は、いまも古い町並みが残り、景観条例に則った周囲の景観に調和する外観と内装を計画。ロビーや廊下などの共用部内装は白を基本とし、木目調のアクセントにより、温かみがありゆったり落ち着ける空間。一方で、診察・スタッフエリアは、診察時、肌色の状態観察に影響しないよう白で統一している。病床数は263床。

水まわりの特長
外来のメイン通路である「ホスピタルストリート」の中央にあるトイレは「採尿用トイレ」とし、採尿カップ提出窓口を設置している。また、女性大便器ブースの扉は、扉がアール型の引き戸のように開閉するアークスライド方式を採用。開閉時に扉をよける動作が不要で、限られた空間を有効活用できるように配慮している。さらに、泌尿器科、産婦人科のそれぞれに近い場所にも多目的トイレを配置し、機能分散化を図っている。院内の採用器具は壁掛を基本とし、床や器具の清掃をしやすくすることで、衛生面に配慮。スタッフエリアでは、可能な限り目的に応じた洗面器、手洗器を要所に配置することを基本とし、空間に限りがある場合には、コンパクトタイプの手洗器を設置している。

敷地内に「よつば保育園」を開設し、職員が働きやすい環境を整備。園児用トイレでは、幼児用小便器はグリップ付きを選定し、1-2歳児向け大便器は座位が安定するように腰掛便器用手すり（ぞう）を設置している。

外光が入り、さらに温かみのある照明を使用した小児待合には、小児科専用の個室トイレを設置している。

中央処置室には、簡易タイプのバリアフリートイレを設置。洗面器は、前出寸法が小さい壁掛ハイバック洗面器を選定している。外来の救急患者の処置を行う救急処置室には、機器などを洗浄するシンクとは別に、出入口横にもスタッフ用手洗器を設置している。 手首までしっかり洗えて、手洗い回数が多くなるスタッフが腰の負担を少なく使える、スタッフ用手洗器を設置している。

1F外来フロアの中央に位置する「採尿用トイレ」。泌尿器科、産婦人科の近くにも小規模の多目的トイレを配置し、小児科の近い場所にもトイレを設置。機能分散化と利用のしやすさに配慮している。

おむつ替え台のほか、手洗器を設置したおむつ替え室。さらに、奥には鍵付きの授乳室を設けている。手洗器を設置した個室完結型のトイレ。ウォシュレットのリモコンは、ボタンを押すたびに発電し、電源工事や乾電池の交換が不要なエコリモコンセットを選定。埋込手洗器の水栓金具は、自動水栓を採用している。

おむつ替え台の横の洗面器には、省スペース設置が可能で清掃性に優れた壁掛ハイバック洗面器を選定。鍵付き個室の授乳室には、荷物置き台とソファを設置している。
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小児科 
おむつ替え室・授乳室

おむつ替え台の横の洗面器には、省
スペース設置が可能で清掃性に優れ
た壁掛ハイバック洗面器を選定。鍵付
き個室の授乳室には、荷物置き台とソ
ファを設置している。

小児科 個室トイレ 手洗器を設置した個室完結型のトイ
レ。ウォシュレットのリモコンは、ボタンを
押すたびに発電し、電源工事や乾電
池の交換が不要なエコリモコンセット
を選定。埋込手洗器の水栓金具は、
自動水栓を採用している。

小児科 
おむつ替え室・授乳室

おむつ替え台のほか、手洗器を設置
したおむつ替え室。さらに、奥には鍵
付きの授乳室を設けている。

1F トイレ図面 1F外来フロアの中央に位置する「採
尿用トイレ」。泌尿器科、産婦人科の
近くにも小規模の多目的トイレを配置
し、小児科の近い場所にもトイレを設
置。機能分散化と利用のしやすさに
配慮している。

救急処置室 
スタッフ用手洗器

手首までしっかり洗えて、手洗い回数
が多くなるスタッフが腰の負担を少な
く使える、スタッフ用手洗器を設置して
いる。

救急処置室 外来の救急患者の処置を行う救急
処置室には、機器などを洗浄するシン
クとは別に、出入口横にもスタッフ用手
洗器を設置している。

中央処置室トイレ 中央処置室には、簡易タイプのバリア
フリートイレを設置。洗面器は、前出寸
法が小さい壁掛ハイバック洗面器を
選定している。

小児科 個室トイレ入口 外光が入り、さらに温かみのある照明
を使用した小児待合には、小児科専
用の個室トイレを設置している。

よつば保育園 敷地内に「よつば保育園」を開設し、
職員が働きやすい環境を整備。園児
用トイレでは、幼児用小便器はグリップ
付きを選定し、1-2歳児向け大便器は
座位が安定するように腰掛便器用手
すり（ぞう）を設置している。

水まわりの特長
建物の特徴

「村上総合病院」は、新潟県北部の基幹病院であり、村上・岩船地域唯一の総合
病院。救急告示病院、災害拠点病院、離島を含めたへき地医療拠点病院に指
定されており、地域医療の重要な役割を担う。以前は、JR村上駅東口に立地して
いたが、増改築を繰り返し約50年が経過。老朽化、狭隘化、非効率の解消を目的
に、このたび駅西側に移転し新築された。江戸時代に村上藩の城下町として栄え
た村上市は、いまも古い町並みが残り、景観条例に則った周囲の景観に調和す
る外観と内装を計画。ロビーや廊下などの共用部内装は白を基本とし、木目調の
アクセントにより、温かみがありゆったり落ち着ける空間。一方で、診察・スタッフエリ
アは、診察時、肌色の状態観察に影響しないよう白で統一している。病床数は263
床。

水まわりの特長
外来のメイン通路である「ホスピタルストリート」の中央にあるトイレは「採尿用トイ
レ」とし、採尿カップ提出窓口を設置している。また、女性大便器ブースの扉は、扉
がアール型の引き戸のように開閉するアークスライド方式を採用。開閉時に扉をよ
ける動作が不要で、限られた空間を有効活用できるように配慮している。さらに、
泌尿器科、産婦人科のそれぞれに近い場所にも多目的トイレを配置し、機能分散
化を図っている。院内の採用器具は壁掛を基本とし、床や器具の清掃をしやすく
することで、衛生面に配慮。スタッフエリアでは、可能な限り目的に応じた洗面器、
手洗器を要所に配置することを基本とし、空間に限りがある場合には、コンパクトタ
イプの手洗器を設置している。
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