健和会大手町病院 和 会 大 手 町 病 院
健

外観

「大手町病院」
「大手町病院」は、北九州市小倉区に立地する急性期基幹病院。医療情勢の変化に伴いより高度で安全な医療を提供するために20（令和4）年、新病院を隣接地に移転し開た。
は、北九州市小倉北区
に立地する急性期基幹病院。医療情
勢の変化に伴いより高度で安全な医
療を提供するために2022（令和4）年、
新病院を隣接地に移転し開院した。

1F 感染症対応待合室
入口

コロナなど感染症対策と
コロナなど感染症対策として、正面入口は別にエントラスを通らず外か直接、院内の感染症対応待合室に入ることができ口設けられている。
して、正面入
口とは別に、
エントランスを通らずに外
から直接、
院内の感染症対応待合室
に入ることができる入口が設けられて
いる。

1F 感染症対応待合室

待合室にはトイレを完備。ほかの患者さんと一緒になるこがく、ご本人も安心して受診ができる。院内のエントラス側からは感染症対応待合室が特定できないように、あえて表記はしいな。
待合室には
トイレを完備。
ほかの患者
さんと一緒になることがなく、
ご本人も
安心して受診ができる。院内のエント
ランス側からは感染症対応待合室が
特定できないように、
あえて表記はして
いない。

1F救急病棟
バリアフリートイレ

車いす使用者に配慮し、
車いす使用者に配慮し、広いスペーを確保たバリアフートイレ。座位姿勢をサポートするため、はね上げ手りや前方ボード（スイングタプ）、背もたれを完備している。
広いスペー
スを確保したバリアフリートイレ。座位
姿勢をサポートするため、
はね上げ手
すりや前方ボード
（スイングタイプ）
、背
もたれを完備している。

2F外来 待合室

明明る
るく落ち着いた雰囲気の待合室。視認性よいサインで、わかりやすく誘導される。内装什器に、北九州市の伝統工芸「小倉織」をイメージしたストラプ模様を用い、地域の方々に愛される病院を目指してい。 く落ち着いた雰囲気の待合室。
視認性のよいサインで、
わかりやすく
誘導される。内装や什器に、
北九州市
の伝統工芸「小倉織」をイメージした
ストライプ模様を用い、地域の方々に
愛される病院を目指している。

2F 外来トイレ 入口

明るく親しみやすい木目調の壁とバルコニーに面した大きな窓からの採光や景色が、緊張を和らげ落ち着き与えている。 く親しみやすい木目調の壁とバル
明る
コニーに面した大きな窓からの採光
や景色が、緊張を和らげ、落ち着きを
与えている。

2F外来 男性・女性トイレ
洗面コーナー

「小倉織」
「小倉織」をイメージしたアクセントタルが印象的な洗面コーナ。バック照明付き鏡が、タイルを美しくラトアップ。洗面器は、壁付自動水栓でじまいのよ壁掛ハイバック洗面器を採用している。
をイメージしたアクセントタ
イルが印象的な洗面コーナー。バック
照明付き鏡が、
タイルを美しくライトアッ
プ。洗面器は、壁付自動水栓で水じま
いのよい壁掛ハイバック洗面器を採用
している。

2F外来 男性トイレ

検体検査室に隣接しているため、
検体査室に隣接しているため、採尿カップを置く窓設。小便器は床面の清掃がしやすい壁掛型の自動洗浄小便器、大は節水性に優れたパブリックコント便器・フラシュタク式を採用している。
採
尿カップを置く窓を設置。小便器は床
面の清掃がしやすい壁掛型の自動洗
浄小便器、
大便器は節水性に優れた
パブリックコンパクト便器・フラッシュタン
ク式を採用している。

2F外来 女性トイレ・
バリアフリートイレ

大便器ブースには、採尿カップが置ける棚付紙巻器を採用。また、ブースの鍵は非常時などに外からも開錠が可能な仕様とっている。
大便器ブースには、
採尿カップが置け
る棚付紙巻器を採用。
また、
ブースの
鍵は、非常時などに外からも開錠が
可能な仕様となっている。

2F外来 診察室・処置室

診診察室内には、
察室内には、手洗器と非接触で衛生的に手洗いがきる自動水栓を設置。処室内のスタッフ用通路にも、器具などを洗う流しと手い用のスタッフ洗器を設置している。
手洗器と非接触で衛
生的に手洗いができる自動水栓を設
置。処置室内のスタッフ用通路にも、
器具などを洗う流しと、手洗い用のス
タッフ用手洗器を設置している。

3FICU
感染症対応個室

緊急搬入が多い当院のICU個室は、スタッフの目が届きやすいようにスタッフテーション前配置。また、感染症対策として前室付きの感染症対応個があり、前室右壁の装置で陰圧陽を調整きるようになってい。
緊急搬入が多い当院のICUの個室
は、
スタッフの目が届きやすいようにス
タッフステーション前に配置。
また、感
染症対策として前室付きの感染症対
応個室があり、前室右壁の装置で陰
圧陽圧を調整できるようになっている。

3F 手術室

365日、
365日、24時間稼働し続ける手術室は、地域の救急医療を守る上で重要な役割担い、手術室7血管造影2を有する。手術室は部屋ごとに内装の色を変えてわかりやすくしいる。
24時間稼働し続ける手術室
は、地域の救急医療を守る上で重要
な役割を担い、手術室7室、血管造影
室2室を有する。手術室は部屋ごとに
内装の色を変えてわかりやすくしてい
る。
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4F
リハビリテーション
センター

全面ガラス張りで光あふれる開放的なリハビテーションセタ。新規導入の運動機器や充実したADL室の設置により、患者満足いただけるリハビの提供を目指す。衛生面に配慮し、手洗いコーナを複数用意。
全面ガラ
ス張りで光あふれる開放的な
リハビリテーションセンター。新規導入
の運動機器や充実したADL室の設
置により、
患者に満足いただけるリハビ
リの提供を目指す。衛生面に配慮し、
手洗いコーナーを複数用意。

4F
リハビリテーション
センター
ADLコーナー

退院後の生活訓練を行うADLコーナ。退院後の生活に即した日常動作の練習ができるよう、洗面やキッチン和室などの設備があり、浴扉は開き戸と引の2種類を設置するなど細やか配慮がされている。
退院後の生活訓練を行うADLコー
ナー。退院後の生活に即した日常動
作の練習ができるよう、洗面やキッチ
ン、和室などの設備があり、浴室の扉
は開き戸と引戸の2種類を設置するな
ど細やかな配慮がなされている。

4F
リハビリテーション
センター
バリアフリートイレ

左左右勝手違いでバリ
右勝手違いでバリアフートイレを設置し、身体状況によって選択できるう配慮しい。さらに転倒対策として、トイレ離座検知システムを採用。前方ボードとウォシュレットのセンサーにより離座を検知できる。
アフリートイレを
設置し、
身体状況によって選択できる
よう配慮している。
さらに転倒対策とし
て、
トイレ離座検知システムを採用。前
方ボードとウォシュレットのセンサーによ
り離座を検知できる。

4F産婦人科
スタッフステーション

院内感染予防のためこ
院内感染予防のためこまに手洗いができるよう、要所に手洗器を設置。院内の各スタッフテーションには、出入口それぞスタッフ用手洗器を設置している。
まめに手洗い
ができるよう、要所に手洗器を設置。
院内の各スタッフステーションには、
出
入口それぞれに、
スタッフ用手洗器を
設置している。

4F産婦人科
沐浴室

沐浴室には、生後間もない乳児専用のバスを設置。タッフの腰へ負担を軽減することに配慮し、乳児バスはあふれ面高さが850mとく設定している。
沐浴室には、
生後間もない乳児専用
の乳児バスを設置。
スタッフの腰への
負担を軽減することに配慮し、乳児バ
スは、あふれ面高さが850mmと高く
設定している。

4F産婦人科 個室

産科の病室はすべて個となっおり、すべての個室に車い対応洗面や病院・高齢者施設向ユニットオクタゴンシリーズを採用。スペ有効に活し、産後も快適な環境で過ごせるよう配慮してい。
産科の病室はすべて個室と
なってお
り、すべての個室に、車いす対応洗
面や病院・高齢者施設向ユニット オ
クタゴンシリーズを採用。
スペースを有
効に活用し、産後も快適な環境で過
ごせるよう配慮している。

7F病棟
感染症対応個室

スタ
スタッフテーションの前には、重症者用個室を配置。感染症対策として、廊下病室の間に前があり、で陰圧陽を調整きる個室1部屋用意している。 ッフステーションの前には、重症者
用個室を配置。感染症対策として、
廊
下と病室の間に前室があり、前室で
陰圧陽圧を調整できる個室を1部屋
用意している。

7F病棟
感染症対応個室

前室には、
前室には、処置の後スタッフが手洗いできるよう、器を完備。また病室内には、使用時のサポートや清掃性に配慮した8角形の病院・高齢者施設向ユニットオクタゴンシリーズや車いす対応洗面を設置している。
処置の前後にスタッフが手
洗いできるよう、
手洗器を完備。
また病
室内には、使用時のサポートや清掃
性に配慮した8角形の病院・高齢者施
設向ユニット オクタゴンシリーズや車
いす対応洗面を設置している。

7F病棟 個室

大きな窓を配し、自然光が差込む明るい病室。車す使用者にも配慮した、車いす対応洗面を設置している。 な窓を配し、
大き
自然光が差し込む明
るい病室。車いす使用者にも配慮し
た、
車いす対応洗面を設置している。

7F病棟 個室

個室の病2ごとに1ヶ所配置したトイレ。身体機能が低下している患者さんも安心トイレに行けるよう、車いす使用者や介助に配慮し、広めのスペーを確保している。
個室の病室2室ごと
に1ヶ所配置したト
イレ。
身体機能が低下している患者さ
んも安心してトイレに行けるよう、車い
す使用者や介助者に配慮し、広めの
スペースを確保している。

7F病棟 4床室

各病室の入口には、患者さん氏名などをデジタルで表記きるモニーを採用。病室内には、車いす使用者もやい、車す対応洗面カウンターを設置している。
各病室の入口には、
患者さんの氏名
などをデジタルで表記できるモニター
を採用。
病室内には、
車いす使用者に
も使いやすい、
車いす対応洗面カウン
ターを設置している。

7F病棟 4床室 トイレ

ト
トイレは、2病室ごとに1ヶ所づつ設置。離床を促すともに、夜間使用の音など気をつかわずに利用できるよう、病室イ
からいったん出て廊下入りする配置となってい。 レは、2病室ごとに1ヶ所づつ設置。
離床を促すとともに、夜間使用の音な
ど、気をつかわずに利用できるよう、病
室からいったん出て、廊下から出入り
する配置となっている。
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まわりの特長
りの特長
建建物の特徴
物の特徴
「健和会大手町病院」
「健和会大手町病院」は、1984（昭和5）年の開院以来、救急医療を柱とした北九州市の急性期基幹病院として、地域医療に貢献。このたび、情勢変化に伴い、隣接地新病棟を建設し移転。災害拠点病院、地域医療支援など、現在有する機能を堅持しつ、“ひらかれた病院”として、北九州地域の医療機関と連携をすめ、地域医療と福祉のネットワーク強化を目指す。院内のサイン計画には、病院スタッフも加わり患者さんが院内で迷うことなく目的地に行けるよう、さまざな動線を検証。サインのカラー、大きさ位置などが入念に検討された。ま内装のアクセントとして、北九州の伝統工芸である“小倉織”をイメージしたストラプ模様を用いるなど、地域の方々に愛される病院づくりを行ってい。
は、1984（昭和59）年の開院以来、救急医療を柱とした北
九州市の急性期基幹病院として、地域医療に貢献。
このたび、医療情勢の変化
水まわりの特長
に伴い、隣接地に新病棟を建設し移転。災害拠点病院、地域医療支援病院な
病院内は、徹底した衛生面への配慮が行われ、各区画の出入口や廊下、診察室など患者およびスタッフの動線上に手洗器を設置。さら、感染症外来対応専用の出入口や待合室なども用意している。病棟の患者用トイレは、個室・4床ともに2部屋ごトイレを1ヶ所設置し、車いすでも利用や広めのスペーを確保。さらに現在有する機能を堅持しつつ、
各病棟配れたバリアフートイレには、安全で心利用きるよう、ブース内の転倒リク対策として、前方ボードスイングタプを備え、トレ離座検知システムが採用されている。らに、女性医師専用のリフレッシュスペーが確保されるなど、最新の機器と設備で患者スタッフへの思いやりが随所に感じられる施設となってい。
ど、
“ひらかれた病院”として、
北九州地域の医療
機関との連携をすすめ、
地域医療と福祉のネットワーク強化を目指す。院内のサイ
ン計画には、病院スタッフも加わり、患者さんが院内で迷うことなく目的地に行ける
ように、
さまざまな動線を検証。
サインのカラー、
大きさ、
位置などが入念に検討され
た。
また内装のアクセントとして、
北九州の伝統工芸である“小倉織”をイメージした
ストライプ模様を用いるなど、
地域の方々に愛される病院づくりを行っている。

水まわりの特長

7F病棟
バリアフリートイレ

各各病棟に1ヶ所設置されているバリ
病棟に1ヶ所設置されているバリアフートイレ。内の転倒リスク対策として、トイレ離座検知システムを採用。各トイレの離座検知状況はスタッフテーションに設置されているモニターでも確認き。
ア
フリートイレ。
トイレ内の転倒リスク対
策として、
トイレ離座検知システムを採
用。各トイレの離座検知状況はスタッ
フステーションに設置されているモニ
ターでも確認できる。

7F病棟
シャワー室

各各病棟フロアにシャワー室2室、
病棟フロアにシャワー室2、機械浴介助用シャワー室を設置。患者さんの状態にあわせた入浴が可能となっている。
機械
浴室、介助用シャワー室を設置。患者
さんの状態にあわせた入浴が可能と
なっている。

4F 女性医師リフレッシュ
スペース

近近年、
年、女性医師が増加していることもあり、女性医師専用のリフレッシュルームを設け、職場環境の向上に配慮。ゆっくりつろげる休憩スペーのほか、シャワ室更衣を完備している。
女性医師が増加していることも
あり、
女性医師専用のリフレッシュルー
ムを設け、職場環境の向上に配慮。
ゆっくりくつろげる休憩スペースのほ
か、
シャワー室、更衣室を完備してい
る。

病院内は、
徹底した衛生面への配慮が行われ、
各区画の出入口や廊下、
診察室
など、患者およびスタッフの動線上に手洗器を設置。
さらに、感染症外来対応専
用の出入口や待合室なども用意している。病棟の患者用トイレは、
個室・4床室とも
に、2部屋ごとにトイレを1ヶ所設置し、車いすでも利用しやすい広めのスペースを
確保。
さらに各病棟に配されたバリアフリートイレには、
安全で安心に利用できるよ
う、
ブース内の転倒リスク対策として、前方ボードスイングタイプを備え、
トイレ離座
検知システムが採用されている。
さらに、女性医師専用のリフレッシュスペースが
確保されるなど、
最新の機器と設備で、
患者とスタッフへの思いやりが随所に感じ
られる施設となっている。

建建築概要
築概要
名名称
称
所所在地
在地
施施主
主
基基本設計
本設計
実実施設計
施設計
施施工
工
竣竣工年月
工年月
敷敷地面積
地面積
建建築面積
築面積
延延床面積
床面積
構構造
造・階数
・階数

7F病棟
デイルーム

病病棟フロアは東を緑、
棟フロアは東を緑、西オレンジのエリアカラーとし、さらに彩度もこだわり、落ち着いて療養できる環境を目指した。大な窓配デイルームには、洗面カウンタとミニキッチも設置されている。
西をオレンジの
エリアカラーとし、
さらに、彩度にもこだ
わり、落ち着いて療養できる環境を目
指した。
大きな窓を配したデイルームに
は、洗面カウンターとミニキッチンも設
置されている。

7F病棟
談話室

患患者やその家族などがく
者やその家族などがくつろげる談話室にも、こまめ手洗いが行えるよう器設置され、衛生面に配慮している。
つろげる談
話室にも、
こまめに手洗いが行えるよう
手洗器が設置され、衛生面に配慮し
ている。

1F外来トイレ図面

1F調理室 トイレ

手洗器付きで個室完結タイプの調理スッフ用トレを、2室意。手洗器の上部に化粧鏡を設置し、身繕いのチェックができるようにしてい。
手洗器付きで個室完結タ
イプの調理
スタッフ用トイレを、2室用意。手洗器
の上部に化粧鏡を設置し、
身繕いの
チェックができるようにしている。

1F調理室 準備室

調調理準備室には、
理準備室には、衛生面配慮し調理室に入する前手首までしっかりと洗いがきる、スタッフ用手洗器を設置している。
衛生面に配慮し、
調理室に入室する前に手首までしっ
かりと手洗いができる、
スタッフ用手洗
器を設置している。

7F東病棟図面

健和会大手町病院
健和会大手町病院
福岡県北九州市小倉北区大手町13-1
福岡県北九州市小倉区大手町13公益財団法人健和会
公益財団法人健和会
株式会社梓設計
株式会社梓設計
株式会社梓設計
株式会社梓設計・ 竹中工務店設計共同企業体
・株式会社竹中工務店設計共同企業体
株式会社竹中工務店
株式会社竹中工務店
2021年10月
201年月
9,470.10㎡
9,470.1㎡
5,863.67㎡
5,863.7㎡
33,845.22㎡
3,845.2㎡
鉄骨造
鉄骨造・地上9階
・地上9階

お
おもなTO使用機器 もなTOTO使用機器

パブ
パブリックコント便器･フラシュタンク式：CFS49*系 リックコンパクト便器･フラッシュタンク式：CFS49*系
ウ
ウォシュレットPS（擬音装置「姫」付エコリモン）：TCF534系 ォシュレットPS（擬音装置「音姫」付エコリモコン）
：TCF5534系
棚棚付二連紙巻器
付二連紙巻器：YH702
：YH702
紙紙巻器一体型棚一体タ
巻器一体型棚タイプ：YHB63F
イプ：YHB63F
自動洗浄小便器
自動洗浄小便器：UFS90J
：UFS900JS
壁壁掛ハイバ
掛ハイバック洗面器：LSA125N
ック洗面器：LSA125AN
車車いす対応洗面
いす対応洗面：MVHG、LC
：MVHG、
MLHC
車車いす用壁掛洗面
いす用壁掛洗面：L103A
：L103A
台台付自動水栓
付自動水栓：TENA50、76G
：TENA50A、
TEN76G
コ
コンパクトオスメイッ：UAS82LNC1W ンパクトオストメイトパック
：UAS82LNC1NW
前前方ボー
方ボード（スイングタプ）：EWCS740
ド
（スイングタイプ）
：EWCS740
ス
スタッフ用手洗器：LS850R タッフ用手洗器：LS850R
乳乳児バス
児バス：BH27
：BH27
病病院
院・高齢者施設向ユニットオクタゴン：XRV108UY系 ・高齢者施設向ユニット オクタゴン
：XRV1018UY系
病病院
院・高齢者施設向ユニットESシリーズ：V系 ・高齢者施設向ユニット ESシリーズ：ESV系
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