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まえがき

ANSHIN をみまもるしくみ

Since it is beautiful, it is truly useful
富田直秀
Naohide Tomita
京都大学大学院工学研究科 教授

ANSHIN とは芸術活動なのだと、私は思っています。
けれど

整いつつある現在の医療においても、いや、そうであるから

も、みなが同一の芸術的価値を共有するとそれは一種の宗教

こそよけいに忘れてはいけないもう一つの視点があります。

になってしまいますので、関わる人それぞれの ANSHIN はそ

医療の世界では、エビデンスを基盤とした医学としての治療

れぞれ多様であって、
しかも無目的であること、
それが私たちの

体系をEBM（Evidence Based Medicine）と呼ぶのに対して、

挑戦の最も難しいところではないかと考えています。

患者それぞれの物語（Narrative）と対話に基づく医療をNBM

たとえば、
安全は多くの人が共通に持つ願いですが、ANSHIN

（Narrative Based Medicine）
と呼んでいます。EBMとNBMは

は、それぞれがそれぞれの価値観と形式に則って行う一種の

対立するものではなく、
たとえば紙の表裏のように、
またたとえ

祈りのようなものです。それは、
日本画家の村上華岳が「画論」

ば演奏の技術と感性のように、互いに補完し合って医療という

の中で
「制作は密室の祈り」
であると述べたように、ANSHIN

現場で患者それぞれに触れていく行動の支えとなっています。

も
「わたし」
という密室の中でそれぞれに祈られる芸術のような
対象なのだろうと思います。
また、詩人の吉本隆明は
「良い文学
作品というのは、そこに表現されている心の動きや人間関係と
いうのが、
自分にしかわからない、
とそれぞれの読者に思わせる、

NBMの実践を参考に、私たちがこれから目指す ANSHIN の

そんな作品だ」
と述べています。
もし良い ANSHIN といった

行動指針を一つだけ述べるとすれば、それは
「みまもり」
という

ものがあるのだとすれば、それは安全性のように、
または宗教

言葉に集約されるのではないかと思います。
それぞれの
「わたし」

の教義のように多くの人に共通に理解されるのではなく、それ

の「したいこと」
と
「すべきこと」
を自身で探し出すこと、つまり

ぞれの
「わたし」
にとっての ANSHIN が異なる他の ANSHIN

それぞれの
「わたし」
を起点とした自己組織的な実践であるとこ

と偶然の出会うようにして、多様性を保ったまま、多くの人の

ろに「質」
を伴った技術が生まれますが、そのためには目的や

間に広がっていくような、そんなものなのだろうと想像してい

基準に従った管理や指導のみではなく
「みまもり」
に徹する姿勢

ます。誰かが定義した「安心」でも
「あんしん」でもなく、あなた

の存在が、ANSHIN 実践の一つのバロメーターになるように

だけの ANSHIN であることがまず出発点です。

思います。
一つ注意しなければならないのは、
自主性を尊重する

芸術か、
よくわからんな、
と思う人もおられるかもしれません。

ことと安全などの環境をしっかりと整えることとはまったく別で

自分だけの ANSHIN であればそれはどこか自己満足的で、

あることです。
「みまもる」
ことが管理や指導よりもはるかに厳し

たとえば、いざ自分や家族が病気に罹患するような現実に直面

い行動であることの自覚は必要であると思います。

すれば、科学的な治療が第一で、その後に考慮すべき内容の

実を申しますと、私はこの厳しさを理解していなかったおかげ

ように思われるかもしれません。事実、私も家族の死の危機に

で、安全を脅かすミスを引き起こしてしまった経験が何度か

直面した時には、たしかな知識と経験に裏付けられたより安全

あります。勝手な思い込みに走ってしまう危険性をそれぞれが

な治療を第一に求めました。多様ではなくしっかりとしたエビデ

自覚するような環境は（管理ではありませんが）、年長者がしっ

ンスが、
そうして無目的ではなく治癒という目的に従ったしっかり

かりと整えなければならないと思います。そうして、
もしミスが

とした行動が、医学の世界では求められています。

生じてしまった時には、それぞれが積極的に責任を負うことも

そうして、
しっかりとしたエビデンスを基盤とした治療体系が
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多様な物語を「みまもる」

ANSHIN のもう一つの実践かもしれません。安全への脅威

に皆がそれぞれの立場で自主的に立ち向かう環境ができれば、

ば、
著作者人格権のうち同一性保持権や名誉声望保持権
（責任）

ANSHIN は
「安全性」
に勝る信頼性を実現できるものと考え

はブランドを保持する法人などが、著作権などの財産的な権利

ています。想定された有害事象に対する安全検討はもちろん

と責任は実用化する企業などが担うことによって、それぞれが

必要ですが、現実において危険性は想定され得ないところに

創造人格、同一性、利潤に関わるそれぞれの責任を積極的に

こそ生じ、
また、安全検討が単に責任の押しつけ合いとなって

担っていく、顔が見える ANSHIN ブランドの形成のしくみが

いる場合も多いことは理解しておかなければならないと思い

一つの方法論として設定できるのかもしれません。

ます。その意味で、 ANSHIN は安全性よりも、
より現実的で

最後に副題名の Since it is beautiful, it is truly useful

あるといってもいいのかもしれません。

の説明を加えておきます。
これは、サン＝テグジュペリ（Antoine

しつこいようですが、
「みまもる」
という明文化され難い行動は

（Le Petit Prince）
de Saint Exupéry）
作の
「星の王子様」
の14章の

管理や指導とは比べ物にならない、鋭い予測能力と観察力を

中にある言葉の英語直訳です。1分間に1回転する小さな星の

必要とします。
しかし、それが達成し得ないほどに困難な作業

上で絶えず街灯をつけたり消したりしている点灯夫（lamplighter）

なのか、
といいますと、
自然界では多くの生物が自然に行って

の星をみて、星の王子様がつぶやいた以下の内容の部分から

いる行動でもあります。
「見守る」
ではなく
「みまもる」
とひらがな

お借りしています。

で書きましたのは、機能などを客観的に
「見る」
ことと、それぞれ

「この点灯夫もおかしな星にすんでいるなあ。
けれども、王さま

の主体が出会って
「みる」
ことを区別しておきたかったからです。

や、
うぬぼれ屋や、実業家や、のんべえの星よりは、
なんとなく

「みまもり」
とはイキモノに共通した一種の芸術活動であって、

ほっとする。
この人の仕事には、
なにか意味があるにちがいない。

その要点も多様性と無目的性にあるのだ、
と私は感じている

街灯に明かりをつけると、星がひとつ生まれたように、花が一輪

のですが、感じているだけで論理的にわかっているわけでは

ぱっと咲いたように見えるし、街灯の明かりを消すと、花や星は

ありません。ただ、みまもる、みまもられるという行動が多様で

眠りについてしまう。
ああ、
なんてきれいんだろう。
きれいだから

無目的あるところにこそ美しさを感じます。兎にも角にも、現在

こそ、
ほんとうに役にたつ仕事なんだ。」

までのところこの ANSHIN プロジェクトが大きな失敗をせず

（富田の意訳）

に多様性を保持して続けられているのは、京都市芸大の辰巳

ANSHIN プロジェクトに集まった学生たちの仕事は、それぞ

明久先生と、京大経営管理大学院の山内裕先生の類まれな

れの専門家から見ると、
どこか自己満足的でそのままでは役に

「みまもる」力に大きく依存していることは確かなようです。

立たないように見えるのかもしれません。
けれども、診察用の机

「みまもる」
とはそれぞれの人格を尊重する行為でもあります。

にも、子供が一人で受診できる病院にも、ベッドサイドポシェット

本来は「密室の祈り」である ANSHIN を、社会に定着させる

にも、弔いの道具にも、病院の図書館にも、子供の待合室にも

ために、
たとえば、
私たちの活動で創りだされる商品やサービス

……これらの実践に私は美しさを感じます。すでに王様や、
うぬ

の著作者人格権（人格的な権利や責任）、その中でも特に氏名

ぼれ屋や、
実業家や、
のんべえの星の住人である我々の仕事は、

表示権
（創作者であることを主張する権利と責任）
を発案者たち

この実践が他の多くの人のそれぞれの実践に広がっていくの

が積極的に担って、商品やサービスが育っていく過程を画像と

をみまもる
「しくみ」
を作っていくことなのではないかと思いま

名前入りで公開していく方法論も模索しています。
またたとえ

す。
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「ANSHINのデザイン」に寄せて

きっかけとしての「病院のデザイン」

辰巳明久

Akihisa Tatsumi

京都市立芸術大学
ビジュアルデザイン研究室 教授

2009年のある日、私の研究室に一本の電話がかかってきた。
かなり高齢と思われる声の主は、京都芸大の近隣に住んでおられるH.I
氏という方で、私に相談があるので来校したいとのことであった。来校されたH.I氏は、重い肝臓病を患っておられ、
ご自身が入退院を
繰り返している病院の小児病棟で使われているというプラスチックで作られた透明の投薬箱を片手に私に訴えるのであった。
「先生、
病気の子供達がこのような無味乾燥な投薬箱を枕元に置いて入院していることをどう思われますか。私はこのプラスチックの箱を見
る度に心が痛くてしょうがないのです。」世界的に見ても、
日本の医療環境や医療技術は素晴らしく、
また、従事されておられる医師や
看護師など医療関係者の方々は、
日々献身的な努力をされておられることは間違いない。
しかし、その高度な医療の現場でH.I氏は何
かが欠けていると感じたのである。
これが翌年度から
「病院のデザイン」
を始めることになったきっかけである。

デザイン格差を Design で埋める試み

合化しており、縦割り的な専門分野ごとのアプローチでは対応
が困難となっている。そのため、複数の専門分野が横断的に連

H.I氏の切々とした訴えは、
氏が来校されるまでに私がとりとめも

携し、
問題の分析や解決に向かわねばならない状況であり、
その

なく考えていたデザインという領域の社会的使命について改め

横断的連携のひとつのキーワードとしてデザインが注目されて

て考え直し、
そして、
その考えを具体的な行動に移す契機となっ

いる。
デザインをキーワードとするこの動きは、欧米では大きな

たのであるが、
そのころ私の頭の中に浮かんでいたのは
「デザイ

潮流となっているが、
近年では我が国においても、
日本デザイン

ン格差」
という言葉であった。

学会をはじめ、
日本機械学会、精密工学会、
日本設計工学会、
日

人が作るものはすべてデザインされていると言われて久しい

本建築学会などでは、
従来からのArt
（あるいは美術）
に寄った分

が、周りを見渡してみると、依然としてデザインのレベルには高

野としての
「デザイン」
を包含する上位概念としての Design

低差がある。
また、
高度にデザインされたモノやサービスが社会

について、幅広い研究が続けられている。京都大学が始めたデ

に均等に行き渡っているようには思えない。
例えば先進国と発展

ザイン学の研究・教育もこの流れに沿ったものと思われる。

途上国の間に見られるデザイン格差、
企業、
行政、
NPOといった

H.I氏は、
「病院のデザイン」
の初年度の学生達が発案したさまざ

セクター間に見られるデザイン格差、
業種や業態間に見られるデ

まなアイデアを見ることなく故人となられた。
H.I氏の素朴な問題

ザイン格差、
健常者と障害者の間にあるデザイン格差、
等など。

意識に触発されて始めた病院のデザインは、
京都大学と京都芸

マクロ的に見ると、その格差は経済格差と相関性があるように

大が連携する中で、
「ANSHINをDesignする」
試みとなり、
大き

思え、
ミクロ的に見ると、
経済的要因以外にも様々な原因がある

な拡がりを見せている。

のではないかと思える。

今、
私は、
この横断的連携によって再定義されるDesignが、
新た

H.I氏に小児病棟の投薬箱という極めてミクロ的な課題を与えら

なArtの母体となる可能性を感じている。

れた私は、
投薬箱が置かれる病室、
病棟、
そして病院全体へと思
いを馳せて行ったのであった。
H.I氏に背中を押されるようにして始めた
「病院のデザイン」
は、
京都芸大のビジュアルデザイン専攻の授業として3年間続けて
きた。そして4年目にあたる2013年度は、京都大学との共同授
業として行われた。
両校が
「病院のデザイン」
を連携して行うこととなった経緯につ
いては、限られた紙面の関係上省略するが、社会に存在する問
題の解決を模索するには、多くの専門領域が連携すべきである
という点で、
両校の教員の思いが一致したことは間違いない。
現在、
病院に限らず、
社会を取り巻くあらゆる問題は高度化、
複

6

H.I氏が持ち込んだ投薬箱の同等

H.I氏の来訪をきっかけに生まれた4種類の投薬箱 （制作：２０１０年度 京都芸大ビジュアルデザイン専攻４回生）

Sotool（ソツール）

くすくすリバコ

意思疎通ができる投薬箱。投薬箱を貼り付けた

笑いを生み出す投薬箱。小箱には目、鼻、口が

位置によって、体調だけではなく気持ちも伝える

描かれており、192通りの表情を作ることができる

おきパコ
遊びのある投薬箱。退屈な病室生活に
変化を与える。薬を飲んだかどうかが一目で分かる

Zoocle（ズークル）
遊変化を生み出す投薬箱。動物が描かれた7センチ
四方のブロックを組み合わせて、想像力を刺激する
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「ANSHINのデザイン」に寄せて

ANSHINのデザインに関するメモ

山内裕

Yutaka Yamauchi

京都大学経営管理大学院 講師

我々は安全な食べ物、安全な商品、安全な乗り物、安全な医療を享受していると考えている。
しかし、
この安全という概念は何か? 電子
カルテを開発している会社の方がおっしゃったこと。医師にとっての便利さだけではなく、本当のユーザである患者にとっての安全性
を確保しないといけない。医師にとっての便利さとは、
クリックの回数を減らすことであり、電子カルテが意図した通りに動作すること
である。患者にとっての安全性を確保するために、例えば何かをオーダーしたときに、確認ウィンドウを立ち上げて、医師がクリックしな
ければならないようにする、
という。
これによりこの電子カルテが安全であるということになる。当然ながらここで問題となるのは、確認
ウィンドウを表示し、医師にクリックさせるという行為が、安全とどのように結びついているのかである。多くの場合、医師は確認ウィン
ドウが出てくることも知っていて、内容を見ずにクリックするだけになってしまう可能性は高い。実際に私がそれを観察したわけではな
いのでただの推論にすぎないが、
ここで問題なのはそれが正しいか間違えているかではなく、
この電子カルテの開発者が、
この確認
ウィンドウを出すことによりこの電子カルテが安全であるという言説である。

「安全」言説にひそむ言い訳

が可能である。端的に、安全とは、
このような動きによって成立
する、誰もその責任を取らない巨大なゴミ溜めのようなもので

もう一歩踏み込んで考えると、
この言説には一つのトリックがあ

ある。

る。開発者にとっては確認ウィンドウを表示したことにより、電

ここで私は責任を回避する誰かを告発することを目的としてい

子カルテ自体は安全であり、
もしそれでも間違えてオーダーを

ないし、そうすることは自ら安全性という神話に加担し、同様に

してしまったら、医師の責任であるという主張ができるという点

ゴミ溜めを作ってしまう危険性をかかえている。
ここでの目的

である。
この開発者にとっては、
自分の責任の範囲で、安全を実

は、誰かに責任があるということを主張するのではなく、その問

現したと主張できる。
さらに興味深いのは、
もう一つのトリック

題をそのままとらえることである。問題はそれぞれのステーク

である。
この言説は責任を医師に押し付けるだけではなく、患

ホルダーが安全性という神話を現実であると取り違え、それを

者のためという筋書により、
もう一段階自らの身を引く。つまり、

目指すことを自らに課していることである。つまり、これらの

この言説の正当性を、開発者自らの責任回避を目的とするので

人々は真摯に安全性を実現しようとしているのである。そして、

はなく、患者の安全性のためという問題に求めているからであ

それを真摯に実現しようとすればするほど、
ゴミ溜めを巨大化

る。患者の声であり、開発者の主張ではない。
ここで見てとれる

させていくのである。
これは一度始まると逃れることはできな

のは、
自らをこの言説の外に置くという行為である。
自らの主体

い鉄の檻となる。それぞれの行為者にとっては選択肢はない。

性を締め出すことで、
デザインを自らとは区別した客体として、
一つの実体のあるシステムとみなすことである。
一方で医師の側にも、患者の側にも、同様の言説が成り立つ。
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安全・安心の不可能性

問題が起こったときに、医師はそれを患者のためにしたという

安全性とは何か？ それは、何かが安全であると根拠を持って主

言説を取りうるし、
あるいは法律の制約や技術的な限界にその

張することができるシステムを構築することである。何かを安

原因を置く。つまり、医師は自分にはそれしかできなかったとい

全であると主張するために、その根拠を構築する。確認ウィンド

う。一方で、実は患者の言説が最も曲者かもしれない。
自分が医

ウを追加したから安全であるという言表は、開発者ができるこ

療の専門知識がない、専門用語で説明されてもわからない、病

との中で最大限の努力を払っているという意味で、
ある全体性

院に全部任せているという言説である。安全性という神話は虚

のシステムの中でのみ意味を持つ。つまりシステムとは、
自ら

偽ではない。我々自身が神話を求めている。それは、何かの安

設定した限られた選択空間であり、
自分をその範囲に閉じ込め

全性に問題があると、すぐに患者として、消費者として、ユーザ

ることでのみ、安全性を主張できる。それ以外の選択肢を排除

として、安全性を問題としそれを要求する。
このように、関与す

することによって。それ以外の選択肢を考慮したオープンな選

るすべての人が、
自らの主体性を自らの言説から締め出すこと

択空間を設定してしまうと、根拠が崩れてしまう。

ところが、安全性は不可能である――デリダ風に言うなら。
なぜ

目指すべきものを表現されたものである。

なら、安全性とは、予期しない問題が起こることを前提として、

ANSHINを追い求めることは、安全という神話を実体と捉える

対象となる人工物が安全であるということを主張しているから

ことを拒否することである。つまり、ANSHINとは、安心という

である。予期しない問題を予期することはできない。何かをデ

実体を脱中心化したものである――中心のある確固たる概念

ザインしたとき、それがどのような影響を与えるのかを予期す

であるということを受け入れず、その不安定性や不可能性をそ

ることは不可能である。特に、複雑な技術の場合そうであるが、

のまま理解し受け入れることである。ANSHINのデザインと

単純なものでも一つの人工物を人が使う時点で、それが複雑な

は、
あらゆる実体化・中心化を拒否し、
自らの主体性に忠実であ

社会的・技術的環境に埋め込まれる。問題が起こってから予期

ろうとする実践（practice）である。実践であるということは、

できたに違いないという言説は、注意深く見る必要がある。
たし

常に生み出され続ける流動性である。そして、ANSHINの実践

かに、予期していたのにそれを隠すという場合もある。
しかし、

は、デザイナーだけのものではありえない。すべてのステーク

問題は、そもそも安全性という不可能性を可能であると信じた

ホルダーがそれを実践することが求められる。そして、
デザイン

ことであり、そこに目をつぶり誰かの責任を追い求めることは、

は作り出して終わらない。実践である以上、作り直し続けなけれ

自らその責任を回避する人と同様、
自らの主体性を締め出した

ばならない。作るものがステークホルダーの実践のネットワーク

言説を作ることになりかねない。

（あるいは織りなし/texture）である以上、デザイナーはその

安全と対比して、安心とは人々が感じるものであり、我々が目

中に入り、その中から働き掛け続けなければならない。

指すべき目標であるように見える。
しかし、安心ということも一

一方、
デザイナーの仕事は、実体を作ることである。
デザイナー

つの不可能性であることを看取する必要がある。安全が不可

は形を作るし、
グラフィックを作るし、技術を作るし、言葉で説明

能である以上、安心するということも不可能である。ある人が

する。
しかし、
デザイナーが作るのは形であるが、一方でデザイ

安心したというとき、
自らを偽っていると言える。仮想的に、医

ナーが生み出すのは、ANSHINの実践でなければならない。
こ

師に「大丈夫」
と言ってもらって安心したというとき、
この安心

こで実践と実体が弁証法をなす。実体を通して実践が生み出さ

は最大限の虚構となる。ちなみに、当然ながら医師はそのよう

れ、実体は実践において意味を持つ。
ここに絶対的な矛盾があ

なことを言うことを避けるだろうが、それはその不可能性を理

り、
この矛盾がデザインの原動力である。
これは弁証法的関係

解して避けるのではなく、責任を取りたくないから避ける場合

であるが、我々はこれをある種の全体性へ止揚してはならな

もあろう。安全の場合と同じように、
ここから主体性が締め出さ

い。
この矛盾を矛盾として向き合い続けなければならない。

れる。患者や消費者は安全であると言われたので安心したとい

失敗するというのは、安全性を実体として作り上げることに失

うことになり、安心という実体を信奉することで、安心の仮象を

敗するという意味であり、あるデザインが社会的、あるいは商

享受することができる。

業的に成功するということはありうる。それを否定するもので
はないし、
むしろ社会的な成功を目指すことは必要である。
ま

ANSHINの実践とは何か

た、失敗することがわかっているからといって、そこを突破する
ことを目指すことを止めることを示唆するものではない。不可

それでは我々には何ができるのか？ 我々にできることは、安全

能であることをあきらめず突破することの中に、我々の主体性

の不可能性を理解し、安全の可能性がその不可能性を条件と

がある。デザインとは不可能な将来に自分自身を開くことので

していることを理解することだけである。言い換えれば、我々が

きる勇気を持つことであろう。

目指すことができるのは、
この不可能性に立ち向かい突破し、
失敗することだけである。
しかし、それは十分に価値のあること
ではないか。そしてこの突破を目指すことをANSHINのデザイ
ンと呼べないだろうか？ このANSHINという言葉は、富田先生
が医師として、医療技術開発者として、そして自らの家族が医
療事故にあったという患者としての自らの経験をもとに、
自らが
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「ANSHINのデザイン」に寄せて

ANSHINのAﬀord

松原厚

京都大学大学院工学研究科
マイクロエンジニアリング専攻 教授

この話がどこに行くかはちょっと予想がつかないが、
ジェームズ J. ギブソンが提唱したアフォーダンス(Aﬀordance)
の観点から、
「 病院のデザイン」
と
「ANSHINプロジェクト」
を考えてみる。その定義、 An aﬀordance is a
property of an object, or an environment, which allows an individual to perform an action
の action の部分から考えてみると、手術をするか否か 、入院するか通院するか 、薬を飲むか？ といっ
た項目が思い浮かぶ。そして、その行動をaﬀordするものは何かと考えると、それは施術に対する治癒もしくは
進行鈍化の予測確率が思い浮かぶ。
しかし、実際に行動を決めるとなると、人間の生き物としての共通目的で
ある生きる時間を最大にすることとは違った なにか がせめぎあうことは、誰しも経験することであろう。例え
ば、高齢者が足を骨折した際、手術は安全ではないとして、そのまま歩けない状態にしておくのか？ 病院が安全
だからといって、そこで生活を続けたいか？ ここでいう安全とは、治癒確率の高さ、
もしくは最悪の状態の回避
確率の高さをいっているが、
これはある治療に関するある病状の変化をマッピングしたにすぎず、その安全が
個々のactionをaﬀordするとは限らない。
ギブソンが述べている、環境に対して人間が生き物としてperform
an actionという部分については、
もっと広い意味がある。それは、
目的で論理的（実は理由は後付けが多い）
に説明される 行動 とは異なるものであり、環境に対して自然に発動する何かである。
これは日本語では ふる
まい という言葉がしっくりする。
もちろん、医療技術の進化は、人間らしくふるまえる機会も多く与えるわけで、
その必要性は疑う余地はない。
しかし、医療技術は、将来を生きるという願望（それはお金のように腐らない価
値に属するものであるが）
も同時に扱っているため、私たちは混乱してしまう。

環境と人の関係を編み直す
例えば、履修生のあるグループは
「自分が理解していない治療を受けて、予期しない結果があらわれた場合の
患者の当惑」
を紙芝居で描いていた。
これは誰しもが患者として経験するものであろう。医療技術の高度化は、
ある症状が難解で多重的なことを明らかにする一方で、その理解には高度な知識と経験を要求する。患者に
とっては理解不能なのだが、病院へ行く目的の第１が機能回復や生きることの延長であるので、専門家の安全
の判断にしたがって行動し、当惑する 、話しつづける 、ごねる といった患者側にあるふるまいや心の動き
＝安心＝ANSHINを自分自身（もしくは家族）で見ないようにする。富田教授があえてANSHINというローマ
字を使ったのは、安全と安心は根本的に違うのに、混同する傾向があるからであろう。
これは病院のみならず、
高度な技術をとりこんでつくった環境と人間に起こる持つ共通の現象である。履修生たちが模索したのは、
そういった高度に複雑化された病院という環境が患者にaﬀordするものはいったい何なのかということである。
例えば、子どもを対象としたチームは、子どもが生き物らしくふるまうことが病院では著しく制限されることに
着眼し、あそぶ といったふるまい、恐怖 といった心の動きをテーマにしている。先に述べた、診断と施術の
理解を扱ったチームでは、患者の認識の世界からみた医師の説明と電子カルテの連動を扱っており、 つなが
る というふるまい、 打ち解ける といった心の動きをテーマにしている。病院の図書館を提案したチームは、
居場所という切り口を扱っていたが、さがす というふるまいとのつながりを含んでおり、様々な発展を予感
する。
履修生の観察とふるまいにより、環境と人との関係性に新たな切り口が見え隠れする。そういった状況を少々
強引にまとめておく。技術によって変容していく環境が生き物としてふるまう人間にとってAﬀordanceを失わ
ないようにすること、それがおそらくANSHINプロジェクトの一つの目的である。
参考文献
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佐々木正人：アフォーダンス入門（講談社学術文庫、2008年）

Atsushi Matsubara

恊働を通じたデザインの体験

水野大二郎

Daijiro Mizuno

デザイン研究者
慶応義塾大学環境情報学部 専任講師

多様な市民を包摂するデザイン、インクルーシブ・デザインの発祥の地であるイギリスでは、医療・介護施設
を対象としたデザインプロジェクトが過去に何度か実践されてきた。Design For Patient SafetyやDesign
for Patient Dignity、Living Well with Dementiaと題されたプロジェクトなどがそれに該当する。
<www.designcouncil.org.uk/projects/previous-projects>

これらのプロジェクトではリサーチの対象者、協力者の幅も広く、
またSafetyのように解りやすい問題だけでは
なくDignityのように心理的で利用者の経験に基づく問題もその対象として設定されてきた。
これらの事例を
通して考えられることは、医療・介護施設におけるデザインとは
「誰かが誰かを支配する」一方的なものではな
い、
という意識である。人と人のあいだ、人とモノのあいだ、
モノとモノのあいだをつなぐ相互作用の設計がデ
ザインであり、消費を加速するための意匠設計を少なくともここでは意味しない。医療・介護施設におけるデザ
インとは、一方的に与えるものではなく
「なにかとなにかのあいだに新しい交通をつくる」
という意味において、
相互に交換されうるものであるはずだ。
しかし、
「いのちをたいせつに」する医療施設で病院のデザインを行う
こととは、医療従事者が患者を治療することを前提としているために、
従来の医療デザインの多くは、
その成果
物もデザインプロセスも双方向性の低いものであった。

関係性の最適化を目指す
デザインとは多様な利害関係者の中で「なにかとなにか」の関係性を最適化していく試みである。そして、医療
現場の利害関係者は複雑に絡み合うため、
「と」
の数を
「なにかとなにかとなにか」
と、
２つ以上捉えることも自然
と求められる。
そんななかでも、
病院における医療従事者との関わりの中でも
「自分らしさ」
が保たれ、
豊かな社会
的相互作用が発生することを訴求する利用者としての患者を中心にデザインすることは可能だろうか。
なぜ
ならば、大前提としての
「いのちをまもる」
ことのみならず、医療従事者間の関係性を改善することによって患者
の自立的なくらしを支援することもまたデザインの対象となりえるはずだからだ。。安心をデザインすることと
は、デザイナーが患者の靴をはいて患者の経験や行動を理解することへと繋がる。つまり、デザイナーだけに
よる状況の1次的理解と設計から、状況に対するユーザの１次的理解をさらに理解するデザイナーの「2次的
理解」
を前提に、
ユーザとともにデザインをしていくことが求められるはずだ。
サービスを提供する側からの発想
だけではなく、利用する側の経験を理解する必要があるのだ。
誰のためにデザインはあるのか。
これまで比較的シンプルであったデザイナーによるクライアント
（病院）
のニーズ
に応えるデザインから、
デザイナーとクライアントのあいだにいるユーザとしての様々な患者や様々な医療従事
者らの
「靴を借りてはく」
ためのデザインプロセスが求められている。
他人の靴をはけば、
違和感がある。
靴のサイズ
が合わないこともある。だがフィールドを理解するための視点として他者たるデザイナーが、誠実にデザイン
する状況を理解しえずにサービス提供者、利用者双方のくらしを豊かにすることはできない。
デザイナーによる
一方的なイデオロギーの強制ではなく、恊働を通してデザインする状況をデザインしていくこと。
これからの
社会をになう学生に
「開かれたデザインプロセス」
としてのインクルーシブ・デザインを体験してもらうことがで
きていたらうれしい。
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「ANSHINのデザイン」に寄せて

情報システム開発における
「安心」

森幹彦

京都大学学術メディアセンター 助教

車両の運転ではアクティブセーフティ、すなわち能動的な安全という言葉が使われる。
これは、誰かに保護して
もらうことによる安全ではなく、
自らが獲得する安全と言える。能動的な安全を得るためには、誰かに保護して
もらおうとする受け身ではなく、
自らが常に情報を得ようとして状況を見極め、
自らが判断しなければならない
ことになる。同様のことは
「安心」
にも言えるのではないだろうか。多様な関係者がいて進展の早い現代社会で
は、誰かが安心感を与えてくれるまで待つことは難しいからである。安心を能動的に得ようとすると、人はその
対象の効果的な使用方法を探るとともに、その来歴や評判を調べようとする。
とくに、意図された使用状況は
何かや意図どおりに使用できるのかなどを納得するまで確認するだろう。つまり、設計されたときの意図やその
経緯に注目することになる。
さらに、利用者からのフィードバックをどのように受けてどのように対応したのかが
注目されることもある。
このような事情から、設計意図や開発のプロセスを残し、いつでも見せられるようにする
ことがますます重要になっていると言える。

設計意図の蓄積と開発経緯の記録が生む「安心」
近年、
システム開発では、
運用者や利用者などの関係者を巻き込んで設計・開発する考え方や取り組みがなされ
るようになってきている。最も古い時代は、利用者の手元に来るまでどのようなシステムを使えるかが利用者に
はわからなかった。
そのため、
利用者の手に渡ってから問題が見つかった場合に、
大きな手戻りが生じてしまって
いた。そこで、
できるだけ短いサイクルで改善のフィードバックを得た方が良いと考えるようになった。
また、以前から設計者は、
自分の設計が上手くいくのかを早く知りたく、開発者は新しいものをできるだけ早く
提供したく、
運用者は安定したものを得たく、
利用者は早く新しいものを使いたいというように、
それぞれの立場
の違いが対立を生み、開発の進行に影響を及ぼす原因となっていた。
そこで、最初から関係者と協働することで、現実的な解を見つけようとするようになった。別の見方をすると、
このような考え方が情報システムの開発というプロジェクトに取り入れられることによって、それぞれの関係者
の信頼関係の構築を促し、その安心感と納得感によって安定的にプロジェクトを進められるようになったとも
考えられる。
このように、設計意図の蓄積と開発の経緯を残し続けることは、情報システムの開発における
「安心」の一つと
言えるだろう。
さらに、開発に関わるすべての人が
「安心」
を得るべきだと考えられていて、そのためには設計者
から利用者までのすべての関係者が協働する必要があると言える。
本 ANSHIN プロジェクトにおいても、
起点
が異なっているにも関わらず考え方や向かう先が類似したことは大変興味深い。分野を超えて同じ問題を抱え
ているのであれば、協力して解決できる可能性を感じた。
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Mikihiko Mori

2

京都市立芸術大学×京都大学
「ANSHINプロジェクト」

「病院のデザイン2013」
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病院のデザイン2013

PBL

としての
「ANSHINのデザイン」

（Problem
Based Learning）

丁寧な実践のための進め方のポイント

山内裕

Yutaka Yamauchi

京都大学経営管理大学院 講師

16ページから始まる学生の作品は、京都市立芸術大学と京都大学が連携して取り組んだ課題「病院のデザイン2013」
で発表された
提案である。A、B、C、Dチームに分かれて作業が進められた。各チームは、最終的に何かの人工物に落とし込んだ形に見える。例えば、
診察室の机、待合室の椅子である。
これを見ると、
「ああ、
ただのプロダクトデザインか」
と思われるかもしれない。
しかし、我々が実践し
ようとしているのは、
あくまでANSHINのデザインである。その目的は、ANSHINのデザインという
「実践」
を生み出すことであり、制作
された人工物はその一つの形態にすぎない。机であれば、ANSHINを実践するような医師と患者のコミュニケーションの変革であり、
椅子も入院患者のANSHINの実践を生み出すためのものである。

実践が生む変化

ANSHINが変える社会

患者と医師のコミュニケーションに関して言えば、それを安全と

ものを対象に選んだのには意図がある。一つには、ありふれて

して実体化することはいくらでもできる。例えば、インフォーム

いるというものを作り直すことによる、ある種の世界の脱中心

ドコンセントは手順として実施される。患者が、後になって医師

化を狙うことができる。つまり、ありふれたものが違うように捉

からそんな説明はされなかったと主張しないように、予防線を

えられることにより、人々にとって世界を相対化して見始めるこ

張るわけである。
これはある意味でやむを得ない手続の一つで

とができる。
ここにANSHINの実践を促す契機がある。全く異

あるかもしれ な い 。しかし 、そ れ 以 上 にもっとさまざまな

質なものが突如導入されることも一つの方向性であるが、
なん

ANSHINを目指すことはできる。だが、それは何かのタスクと

となく親しんでいるものから新しさが感じられるということも面

いうよりも、
「何かとは明確にわからないが少し違う」
という小さ

白い。

な変化をコミュニケーションにもたらすことも重要な方向性で

もう一つのより重要な理由は、
デザインされた人工物がただ教

ある。診察室の椅子も同様である。患者が病院内で一人になっ

室の中だけで議論され評価されるのではなく、
「社会に着地さ

ても違和感のない空間というのは少ないという。面会室で一人

せる」
ことを目指しているからである。大きなものを最初の一歩

ポツンと座っている人を見ると、寂しそうと思ってしまうのはな

に選び、夢のような世界を描くことも可能である。
しかし、それ

ぜか。学生は院内図書室は患者が自然に一人になれる空間で

では実際に人工物を現場に適用することが難しくなる。例え

あることを発見した。そのような空間を作ることで入院生活が

ば、机であれば、既存の机と入れ換えるだけで、
とりあえずは他

少しでも変化しないか。

のものを一切変える必要はない。
また、入れ換えるコスト、つま

もちろん、人工物のデザインを取るに足りないものであると言

り机の値段も現実的に購入できる範囲である。

うつもりはない。詳細を疎かにすることは教えていない。学生は

つまり、机や椅子は最初の一歩にすぎない。一つのものを社会

詳細を詰めるために、時間をかけて検討し、いくつものモック

に着地させると、それにより少しでも社会が変化する。それを見

アップを作って検討した。いいアイデアも詳細を考え始めると

て、
また新しい机のデザインにフィードバックさせることを狙っ

破綻するし、そこでアイデアを練り直していくことでデザイン

ている。そして、机の次には、診察室の椅子かもしれないし、

が進む。
しかし、何のための詳細を詰めて、
デザインを完成させ

ベッドかもしれない。
あるいは、照明でもいいし、壁紙でもいい。

ていくのかについては、その人工物を作り出すことが目的では

社会に着地されるには、それをできるだけ早いタイミングでや

なく、その人工物を起点にして実践を促すものであることを忘

る方がいい。

れてはいけない。
ある意味、実体としての物質性（あるいは「大

社会に着地させるという言い方は、適切でないかもしれない。

地」）
は、それが示し出す世界との弁証法的関係がある。物質的

デザインの対象がANSHINの実践であれば、ANSHINの実践

な詳細は詳細のためのものではないし、示し出されるものが抽

の外側にいながらデザインし、それを後から着地させることは

象的なアイデアでもない。

できない。つまり、デザインは社会の中で始めなければならな
い。そのため、PBLではまず現場に行くこと、現場の人々の話し
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を聞き、
自分でも体験してみることから始めた。

そもそも資本主義という怪物はどのように生まれたのか？ 私利

しかしながら医療現場は高度に制度化されており、
なかなか入

私欲に走る商人が資本主義を生み出したのか？ マックス・

り込むことが難しい。病院では患者がいるので目立った形で調

ウェーバーによれば、
プロテスタントの禁欲的な思想が資本主

査できないし、当然ながら撮影できない。病院に見学させて欲

義を生んだ。
自分の利益だけを考える人が集まっても、巨大な

しいと依頼しても、返事が返ってこないことばかりである。そこ

制度としての資本主義は生まれなかった。禁欲的に働き、資本

をあえて、学生チームに丸投げした。つまり、
どの病院にどうア

を浪費せず蓄積する人々が資本主義を生み出したのである。
も

クセスして、
どう説明するのかを学生に一任した。苦労しながら

ちろん、その後資本主義は、私利私欲に駆られた人々によって

自分の知り合いや自分の家族の入院する病院にアクセスした

席巻されることになるが。
ここで言いたいのは、儲けるという言

り、あるいは真正面から病院にアクセスして入り込んだチーム

葉を括弧に入れることである。

もあった。学生に一任するというのは、辰巳先生の考えであっ
た。正直私は驚いた。そこまで学生に任せきる踏ん切りがつか
なかったからである。学生をそこまで信頼できていなかったと

丁寧な実践を生み社会に貢献する

も言えるかもしれない。
よく考えると、何かあれば責任を取らな

近年の途上国の人々の生活を確実に改善しているのは、一方

ければならないので、問題が起こらないようにお膳立てをして

的に支援を与える先進国の援助ではなく、そこで起業する人々

やるというのは安全という実体を作り上げてしまうことを意味

である。
これらの人々は途上国の人々から利益を上げようとす

する。

ることで、人々の生活をよくする。途上国の人々が自分で自分
の金で買おうと思うものを作らなければ、生活は変わらない。一

事業性を考える理由

方的に与えるだけでは、それがなくなると何も残らない。そし
て、途上国の人が買えるものを作ろうとすることは並大抵の努

このPBLでは、社会を変革するために、
「事業性」
というものを

力ではない。
こういう意味で、我々は利益を上げることを目指

強調した。
ただ人工物を社会に提案し設置するだけでは社会は

すように促す。すると、
コストを度外視して夢のようなものを作

変わらない。社会の中で人々が自分のお金を使ってそれを求め

るのではなく、視点を変えていかざるを得ない。
「こんなんでき

るという状況が生まれなければならない。そして、事業として利

たらいいよね」
というのではなく、
「本当に誰がなぜ買ってくれ

益が生まれるから、製造、流通、保守などのプロセスを維持で

るのか」
まで考えることが求められる。我々が避けたいのは、抽

き、
また次のよりよいものへの開発へとつなげることができる。

象的な理想像を描いて終ってしまい、何も変えることができな

事業性を考えるということは、作り出すものが本当に誰かが欲

いことである。

しいと言ってくれるのか、対価に対して見合うと言ってくれるの

このような一見矛盾することの間でバランスを取ることは非常

かを真剣に問うことである。事業性は「ダークサイド」であると

に難しい。小さなものを作りながら大きな変革を目指すこと、詳

いうような反応もあるかもしれない。儲けることを目的とするこ

細を詰めながら実践を生み出すこと、利益を上げながら社会に

とに対する抵抗はある。
しかし、事業を考えずに社会を変革す

貢献することは、必ずしも簡単に成功しない。
このPBLで我々

ることは難しい。社会を変革するということを真剣に考えるな

がそれに成功したと主張するつもりはないが、我々はここで近

ら、そこにはリスクが伴うことがわかる。何かを社会に投入する

道をすることはできない。

には初期投資が必要となる。
しかし、投資をしても成功するかど
うかわからない。100万円の投資をして10%の確率で100万
円を回収できるような機会には誰も投資をしない。利益を上げ
ることは不純なことではなく、
リスクがあるときには必然であ
る。
もちろん、利益を上げることで困っている人がいる場合は
全く別の話しである。
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A
TEAM

病院のデザインAチーム

「ANSHINプロジェクトのキャラクター」

コンセプト
「安心」
をテーマにブランドイメージを作るため、数値化できる
「安全」
に対して数値化できない「安心」
をどのように作っていく
かを考えた。そこで、前期の最終プレゼンの案の一つであるドク
ターメッセンジャーをキャラクター化して「安心」
を提案する。
今回は、
ドクターメッセンジャーのキャラの世界を掘り下げる
ことで「安心」
をテーマとしたブランド
「ANSHIN Projact」
を
より具体的な方向に持っていくことを目指した。

8人のキャラクターとその名前

16

ABCD
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ねらい
キャラクターに一つのストーリーをつけるというより、いろいろなシーンを提案し、それぞれのキャラの性格を
際立たせることで、
より汎用性の高いキャラクターの世界を表現できないかを考えた。
「ANSHIN Projact」
のキャラの世界観作りには、患者から見た従来の医療現場の「怖い」
「 親しみにくい」
などといったイメージを
変えるため、患者と医者の距離を縮めてくれるよう な「親しみやすさ」
を意識したイメージ作りを心がけた。

こまちお母さんは肝っ玉かあちゃん
子供思いで力強い

うめ、
たま、
のりはお茶目な看護師三人組
子供たちとも仲がいい

18

ABCD

きめ台詞はDon't worry.
おおらか、
おっきい、
たくあん先生

のんびりこめたとやんちゃなこむぎ
こめたとこむぎは仲良し兄妹

19
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キャラクターの展開例

うめ・たま・のりのアルコール消毒液

たくあん先生薬袋

病院で使用される道具にキャラクターを活用することで、
親しみやすさをプラスします。

ANSHINステッカー
お薬を飲んだご褒美に、
注射を頑張ったご褒美に。

たくあん先生掲示板
病院の待合室にたくあん先生掲示板。
病院から患者さんへのメッセージたくあん先生が伝えます。
20

ABCD

Aチームのアイデアの萌芽 2013年度前期の提案3点
治療の意味がまだわからない子供にとって、病院は痛い注射や薬の臭いがする怖いところです。子供に負担をかけない治療
をするためにはどうすればいいか？私たちAチームは病院のイメージを変える、
ということに主眼を置きアプローチしました。

ドクターメッセンジャー
病院側から患者へのメッセージの仲介役として何か良いものは無いか、
と考えました。院内の掲示板や壁には病気の予防を促すチラシや広告、
流行病のお知らせなど多数の貼り紙があります。
しかしフォーマットが
一定では無く、
また書類のように形式的な文章が多いのでどうしても
わかりにくかったり伝わりにくい、
と感じました。そんな病院からのメッ
セージに親近感をもたせる為にキャラクターに喋らせて伝えようとドク
ターメッセンジャーを考案しました。

病院遊び場計画
調査の中で、小児科の待合室で子供達が周りの事を気にして静かに診
察まで待っている、
という状況を何度か見ました。私達は病院が大人の
常識が適用される場所であり、子供に様々な我慢を要求しているので
はないかと考えました。病院を怖い場所から遊ぶ場所に変えてしまう
ことで、子供が行きたくなる病院を作る。病院遊び場計画はそのために
病院を建築の段階から遊び場として作ってしまおうという提案です。

クリニックメーカー
クリニックメーカーは手軽に医師自らが仮想の院内を設計出来るアプリ
です。調査の中で、医師にとって解決したい問題はあっても建築の知識
がないので意見が出せない。
なので建築面からアプローチすることが
難しい、
ということがわかりました。私達は建築から変えたいと考える
医師に向けて、間取りを撮影し、
アイテムを選択するだけで部屋モデル
を作ることの出来るアプリを考案しました。
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質疑応答

最終講評会での質疑応答

患者と医者の関係を再定義する、
心に触れるキャラクター
辰巳｜このプロジェクトにおけるキャラクターの設定には、既存の概念を超えたいと思いました。既存のCIの
世界観を広げたい。子ども向けの冊子や、お医者さんから家庭への発信ツールに使うためのソースを、
Aチームに作ってもらいました。
滝口｜メインのキャラクターは先生ですか？
ー単体で使ってもいいのですが、先生と患者さんの関係性が見えたらいいと考えています。
このプロジェクト
のイメージを親しみやすくする、説明用の挿絵に使うのが最初の目的です。
藤脇｜描き込んだタッチを残すのは良いと思う。
でも作り足すのは難しそうですね。
心に触れてくるキャラクター
ですね。
辰巳｜僕は、世界観や空気感、それによるコミュニティ感を作りたいと考えました。
このプロジェクトの肝は、数値化
できる安全ではなくて、
数値化できない安心。
極めて抽象的であいまいで、
論理的なプロセスで抜け落ち
てしまうことをデザインしたい。医者と患者のコミュニケーションを再定義したいんです。
ゲスト｜関係性を示す絵に父親がいないのはなぜですか？
ー文字通り影が薄いんです（笑）
寺田｜病院で何かがもらえるということは、子どもが病院にいく動機になっていたりする。その点でも面白い。
山内｜安心という気持ちがどこから出てくるのかを考えさせられるキャラです。大柄な男性で、人間性が若干
薄い。
逆に、
女性の医師をベースにしたらどうなったのかとも思いました。
文字がいろいろと書き込まれて
いますが、
なぜ入れたんですか？
ー母親の乱暴さみたいなもの、絵だけでは伝わらないものを入れました。
辰巳｜設定を読むと、
キャラクターの設定が案外冷たい気がしますね。
ー笑顔を並ぶだけだとうさんくさい。一方、大阪のオカンみたいな存在は、厚かましくても安心する。そう
いう面を出したいと思いました。
辰巳｜逆に、苦しいことを隠してたりするしね。
やや重いが、絵本を一度作っておくと良いのでは。
藤脇｜アバンギャルドに使いたい。病院の中に本当にこのキャラクターがいるような使い方を考えたいですね。
ー本当にそう思います。
寺田｜ちょっと大雑把な性格が示されたらいいんじゃないかなと思います。
富田｜この活動では、
目的を構造化したくない。漠然としたまま使えないか。
辰巳｜タクシーやデスクのアイデアは、
ある局面を想定していますが、
そうすると見逃すことが出てきてしまう。
でも、実際の暮らしは大まかなものでできています。パッと見たらこっちがにっこりできるようなものを、
どこかに置いておきたいと思っています。
富田｜優しい行動があっても、そこに安心があるわけではない。今の医療現場はそういうギャップが非常に
多いんです。
辰巳｜ぼんやり親しまれていくキャラクターであってほしい。
どうすれば世界観を失わずに使えるのかを考えて
いきたいですね。
（文：編集部）
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デザイン×病院で生まれるもの

大西奈都子

Natsuko Onishi

京都大学医学部附属病院 医師

「病院のデザイン」の授業開始にあたって医師の立場からお話させて頂く機会があり、病院に関して「あったら
いいのに変わればいいのに」
と私自身が感じる事柄を中心にお話ししました。その準備をする中で、一つ思い出
した言葉がありました。
「病院の常識は社会の非常識」、研修医時代に先輩に言われた言葉です。
この言葉自体
はもともと
「医療者側の一方的な見方にとらわれず、患者の立場に立って物事を考えよ」
ということを意図した
言葉でしたが、私なりに
「病院のデザイン」
とは何かを考えたとき、新たな意味が生まれた気がしました。今まで
病院側が固持してきた、そして患者側に刷り込まれてきた病院の常識を疑い、
より良く変えることがデザインな
のではないだろうか。私の一解釈ではありますが、
このように考えておりました。

病院ならではの新しさとは何か
さて、その後の授業・学生発表の中で私が見たもの、聞いたものは、
まさにこの病院の常識を覆す世界でした。
デッサン的な人間観察、既存のものに対する疑問提起、思いもよらない視点から生まれる方向性、未だないもの
を形にするエネルギー……。何よりも、新しいものを生み出す喜びにあふれた光景が印象的でした。病院では
出産以外に
「新しいものが生まれる」光景になかなか出会わないからかもしれません。そういう意味でも、
「病院
のデザイン」
プロジェクトからあふれ出るプラスのエネルギーは、
「病院」
に潜在するマイナスのイメージを覆す
ものでした。
非常に究極的な言い方をすると病院は
「病気を治す」
所ですから、
診療行為以外の事柄は付加的な要素として、
ないがしろにされがちです。それに関連して、医療はサービス業なのかそうでないのか、患者は顧客なのか
そうでないのか、
という議論がなされることもあります。
いろいろな考え方があるとは思いますが、医療が人対人のやりとりである以上、そこに感情という要素が介在
することだけは確かだと私は思います。
特に、
不安・苦痛というマイナス感情を抱えて病院に来る患者にとって、
安心・心地よさというプラスの感情は治療や薬とは別の効果・効能があり、ひいては
「病気を治す」
だけではなく
「患者さんを治す」
ことにつながるのではないでしょうか。
「病院のデザイン」
のコンセプトは、
このプラスの感情
を生み出す所にリンクしている。私はそのように思います。そして同時に、
これから病院が進んでいくべき方向
性なのではないかとも考えます。
以前、
京都市立芸大の辰巳先生のお話で、
「京都芸大の研究・教育の根底にあるのは<人間の作ったものはすべ
て作り替えることができるんちゃうか？>という世界の見方です」
という言葉がありました。見学先医療機関の
確保、アイデアの実現化などさまざまな困難もありましたが、
この見方の前にはどんなことも実現可能な気が
してくるから不思議です。
「病院のデザイン」
プロジェクトが今後さらなる飛躍を遂げられることを心より願って
おります。
最後になりましたが、微力ながらこのプロジェクトに関わらせていただけたこと、素晴らしい先生方・学生さん方
に出会えたことにお礼申しあげます。
ありがとうございました。
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「こどもがひとりでいける病院」

ABCD

なぜ「こどもだけでいける病院」
？
両親共働きの家庭が多くなっている現在、診療時間内に子供を病院に連れて行くということが、親の負担
となっているのではないか。
この問題が解決できれば、
少子化問題の改善にもつながるのではないか。
▼
親がどうしても病院に連れて行けない場合に こどもがひとりで病院に行けるようなシステムをつくりたい。

この案を実現させるためには、、
新たに作らなければならないしくみが多すぎて実現性に欠ける。
▼
①協力してもらえそうな施設、
団体を探し、
案の一部だけでも実現する。
②今ある病院、
サービスをできるだけ活用するなどして、
初期投資
を少なく抑えつつ、
同じようなしくみを考えることができないか。
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こどもがひとりでいける病院

受診の流れ

幼稚園・小学校に入園入学する際に、健康診断の内容やアレル
ギーの有無、今までにかかった病気などの情報を登録した ネッ
ト上のカルテ(マイページのようなもの)をつくり、地域の病院と
共有します。
こどもが一人で病院に行ったときに、
自分で説明で
きなくても病院側で検索してカルテを見ることができるように
なります。

病院にはANSHINリレーセンターのタクシーが迎えに行きます。
保護者から電話で読んでもらうのが基本となります。

こどもにはその日の体調アンケートと体温計が渡されます。
こどもがアンケートに記入している間に、
お子さんが病院に着き
ました。
と保護者に連絡が入ります。

保護者の方から連絡が来ると準備OKです。
順番がまわってくる
まで待機してもらいます。
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スカイプ越しにお母さん。保護者の方は診察中テレビ電話
（SKYPEなど）
で診察室と繋がっています。

お医者さん
「ウイルス性の風でしょう。
お薬が２種類ありますが、
どちらにしましょうか」保護者のかたはお医者さんと直に質疑
応答して薬や治療方法を選ぶことができます。

こどもには薬と薬の成分表などが渡されます。薬は一回分が
一つの薬に小包装されています。

お医者さんからの注意事項などは動画で保存されており、
あと
で確認することも出来ます。
会計は予め登録していたクレジット
カードで決済されます。
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ハブ施設としてのANSHIN リレーセンター
病院・自宅・学校の3拠点を結びつけるハブ施設を考えました。それぞれの施設の
役割では補いきれない部分を埋め合わせる機能を持たせました。

①子どもが急な病気にかかってしまった...
親が共働きなどの理由で急な子どもの発病に対応できない、
という時があります。
救急車を呼んでいい程度のものなのか、
でも放っておくのは心配、そういったケースも困りものです。

②「ANSHIN リレーセンター」に電話
センターには医療従事者・自動車が待機しており、
お医者さんの治療が必要と判断した際には子どもを自宅まで迎えにきてくれます。

③病院へ、
診察を受ける
センターからの車で病院まで連れて行ってもらった後、診察を受けます。
病院ではSKYPEなどのインターネットツールで親と連絡をとり、診察を行います。

④診察後、移動
病院からは再びANSHINリレーセンターの車で移動します。症状によって、
自宅、病児保育等の施設、
センターで
一時預かりといった対応をとります。
また、学校で子どもが発病した際などにも同様のサービスが利用できます。
28
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タクシー会社への調査
前期のプレゼンより、
タクシー会社と連携してなら初期投

全体としては責任問題は明文化された契約を事前にかわ

資も少なく実現性が高いのではという考えより、数社の

しておけば大丈夫であるなど問題の一つ一つをクリアして

タクシー会社を調査をし、可能性を探りました。

いけば実現不可能ではないが、そこまでしてやる利益を感

まず、私たちの考えと似たことをされておられるという情

じて頂けないようでした。

報のあった、
タクシー会社Mさんに取材に行き、私たちの

また別のタクシー会社Yさんでは子育てに特化した事業も

案を聞いて頂き、Mさんから見たご意見を伺いました。

されておられると教えてくださいました。その事業の中に

結果としては、実現は難しいとのことでした。理由はいく

は私たちの考えている案にとても近いものもあり、早速連

つかあり、
まず送迎中何かあった時にドライバーでは対

絡をとってみたのですが連絡がとれずそれ以上は進展し

応ができないということです。次に子ども一人で乗るの

ませんでした。以上より、会社として経営しておられるの

で料金はどこからとるのか、
ドライバーは歩合制なので

で、社会貢献的なメリットだけではなく、
どのような利益が

時間を取られることを嫌がるため採算のことなどお金の

生まれるのかまで踏み込んで交渉していかなければ共感

問題がありました。前者についてはすでに普及している

は得にくいと感じました。

チャージ式のICカードを使えば問題ないと分かりました。

また関東でも実際似たことが他の会社でもあると伺いました。

その他にはタクシーは一日の中で忙しさに差があり、忙

需要は必ずあると思うのでもう少したくさんの会社を調査

しい時間帯に急患が出てもすぐに対応できないこと、
ト

しお話を聞いて頂くことが実現への糸口だと思います。

ラブルの原因になってしまうかもしれないこと、
ドライ
バー教育が難しいことなどがあがりました。
また、感染症対策としてマスクの着用はされているか伺
うと、
イメージの面から基本的には認められておらず、例
外的に認めたことはあったので不可能ではないというこ
とでした。逆にタクシー会社さんからみたメリットはイ
メージがあがることによるお客様の増加、特に比較的暇
な時間帯や定期的な需要が増えることがあげられました。

PPP（Public‒private partnership）について
PPPとは、官と民がパートナーを組んで事業を行うこと。小さな政府を志向し、
「民間にできることは民間に委ねる」
という方針により、
民間事業者の資金やノウハウを活用して社会資本を整備し、公共サービスの充実を進めていく手法。
神戸市のPPPの例（www.city.kobe.lg.jp/information/press/2013/06/20130627040201.html）市民サービス向上や地域経済活性化
などの行政課題の解決に向けて、民間事業者が主体となった取り組みを推進するため、公民連携推進室を新設。提案の規模・内容は
問わず、民間事業者と神戸市が対等なパートナーとなるように、幅広い分野での連携に取り組む。
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Bチームのアイデアの萌芽 2013年度前期の提案3点

HOS-MAP
HOS-MAPは、
「しろうとデザイン」
を収集した、病院生活の百科事典のような
WEBサイトです。病気や怪我で入院してみると、思いがけないことに苦労した
り、普段なら簡単にできる動作に不自由したりということが多いようです。実際
に取材先の病院でも、ベッドから動かなくても遠くのものを取れるように、子供
用のおもちゃのマジックハンドが売店で売られていたりと、意外なものが入院
生活で活躍していることがわかりました。HOSPITAL-MAP、つまり病院の案
内図という意味のこのサイトは、そんな入院生活の中で患者さん自身が考えだ
したアイデアグッズや、意外に便利だった道具などを投稿してもらい、掲載する
サイトです。
スクロールしていくと、朝から夕方までの患者さんの一日の様々な
動作がイラストで表現されており、それぞれのイラストをクリックすると、その
動作を行う上で便利な道具や、その道具の使い方が表示されます。

風見市
病院独特のにおいや空気のよどみ、院内の季節感のなさ、入院生活の退屈さな
どの問題点を解決するため、病院内の空気を入れ替え、心身ともにリフレッシュ
できるイベントを企画したいと考えました。そのひとつとして提案するのがこの
「風見市」
です。院内の扉や窓を可能な限り開放し、
かざぐるまを院内に並べ、風
が院内を吹き抜ける様子を可視化することで、院内の均質的で閉鎖的な空間
を換気することが狙いです。並べるかざぐるまは、イベント前にワークショップ
を行い、患者さんや医療従事者の方々にも作っていただければ、院内の交流に
もなるのではと考えました。

こども病院
両親共働きという家庭が多い中、
「子供を病院へ連れて行く」
ということは少な
からず世の親達の負担になっているのではと考え、子供がひとりで行ける病院
のシステムを提案しました。具体的な仕様を説明します。
このこども病院は、
自
宅ー学校ー病院の三店連携を特徴としています。子供が小学校（または幼稚
園）
に入学入園すると、それぞれの地域の病院に新入生のカルテが送られ、病
院側が生徒の情報を把握します。
また、生徒側には病院へひとりで行くための
「もちものかばん
（内容：診察券、
ご家族メモ）」
と、
こども病院のしおりが渡され、
WEB上に、各家庭で閲覧できるマイページが開設されます。
このマイページ上
で、病院の予約や、診察中のテレビ電話への接続（後述）ができるようになって
います。学校ともつながる事で、必須であると考えられる事前登録が入学時に
一括で行える上に、学校にいる間に具合が悪くなったり怪我をした場合もス
ムーズに治療できると考えました。上の三点連携の他に、病院からの送迎サー
ビス
（「こども病院専用タクシー」）
と、親とのテレビ電話を繋ぎながらの診察が、
こども病院の特徴です。
こどもを一人で病院へ行かせることで生じる様々なリ
スクや責任を回避するために考えたシステムです。
30

質疑応答

最終講評会での質疑応答

アイデアを可視化するのもデザインの仕事
寺田｜前期から興味を持っていたチームです。東京にはキッズタクシーというサービスがあり、塾でも病院でも
4,500円で届けてくれます。PPPをやるにしても、民間の主体が必要です。それをゼロから作っていくのは
難しいので、
タクシー会社、バス会社との連携が大切ですね。
ビジネスモデルのデザインは難しいものですが、
面白い提案です。
タクシー会社にヒアリングをした時には、
どんなものを見ていただいたんですか？
ー提案したいことを全部見せて、その上でインタビューをしました。
寺田｜タクシー会社にとってのメリットをまとめて、パンフレットのように見せると違う反応だったかもしれません。
ゲスト｜企業で開発をする時にもまったく同じことが起こります。
タクシー会社の問題点を調べて発見して、その
問題をまとめてから、
もう一度、解決方法があると提案することがあり得ると思う。ただ、問題点を肌で
感じた経験をされたのは、良かったと思います。
藤脇｜介護タクシーというサービスは介護保険を使えるようです。
タクシー会社に動いてほしい時には、
むしろ
保険会社を動かすことが必要かもしれない。
あるいは互助的な組織を新設して、会員のメリットとしても
いいでしょう。
富田｜医者としては無理だろうなと思ったところから始めたんですが、
だんだん実現しそうな気がしてきました。
誰が責任を持つのかという点は、往診と実は同じです。
大西｜たとえば認知症の患者とのやり取りで、
顔を見ながら診察することは近い未来にできそうです。
携帯電話
会社からそういうシステムを作るという発想から初めてもいいかもしれない。地方自治体ベースでカルテ
の共有が行われている地域なら、
こういった取り組みも可能性が高まります。
森｜子育てをしていると、
子どもを1人にしておかないといけない時がある。
たとえば、
家の中に病気の子どもが
いれば、他の子どもから隔離する必要がある。
ゲスト｜タクシー会社の広報に協力することで、結果的にサービスを広めることができる気がします。
山内｜チームの成果としてはとても大きい。
ユーザーへのヒアリングは、
YES/NOを聞くためではない。
潜在的
な意見を聞き出したりして別の形で案が広がっていくこともあります。
中坊｜サービスのデザインなので、
フィジカルなデザインと無関係に見えるが、そんなことはありません。
イメージ
の概念を可視化するのだから、
それはデザインなんです。
アイデアとデザインは本質的には別物ですが、
医療とタクシーという既存のサービスをつなぐ姿を見せるのはデザインの仕事です。
アイデアはそれ自体
には価値がない。エクスキューション（実行）
に価値があるという考え方があります。ポテンシャル・カス
タマーに、
サービスが実現する方法を可視化することで、初めて彼らが検討する。
もっとリサーチ
辰巳｜ビジネスモデルを作ることに踏み込んでしまったという点で、非常にいい経験だったと思う。
できるし、ハマる可能性は高いと思う。
たとえばこのアイデアを欲しい母親は大勢いるはずです。機能を
絞る方向もあるかもしれません。
（文：編集部）
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C

TEAM

病院のデザインCチーム

「Taiwa」

診察時における、
医師と患者のコミュニケーションを
９０度の角と過不足のない距離で円滑にする机の提案。

32

ABCD

リサーチ
診察時の医師と患者のコミュニケーションが特に発生する場所である
「診察室」
の現状に、
私達がデザインで提案できる何かがあるのではないかと考え、
リサーチに向かいました。

リサーチから見えたこと
・机の位置は入って左側、壁に沿って設置されている事が多い。
・部屋の広さは最低限の広さ。
・卓上に置かなければならないものは主に電子カルテを
記入するためのPC。
・他にも卓上には細かい用品がおいてある。
（聴診器、ペン、はんこ、筆記用具等）

京都都内のある病院

・診察室は狭いと感じる場合が多く、空間にゆとりが欲しい。
・患者からは入力中のPC画面は見えない方がよい。

キーボード

ディスプレイ

調査結果から考えたこと

医者

・診察の際、医師の、PC―患者の視覚移動の距離を短くしたい。
・医師ー患者の近すぎない遠すぎない、過不足のない距離を設定したい。
デスク

患者

ベッド

荷物置き場
扉
病室の現状

こんなものをつくりたい
省スペースで、診察時の医師と患者のコミュニ
ケーションがスムーズになり、患者の治療への
参加度が上がるような診察机

2013年 前期に提案した「Presenter」
をもとに発展。
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考え方

デザインプロセス

1

95°
90℃

PC

仮説としての90°

医師と患者が９０度で向かいあって座ることを想定する。

対話に適した座り方と言われる
「９０度法」
で向かい合う。

2
対面・
・
・
より緊張する
600
400

350

450

医者と患者の
位置関係の調整

医師と患者の
「ちょうどいい」距離間を探り、決める。

座った時に感じる圧迫感を緩和することを鑑みた結果、
９０度よりも少しだけ角度をやわら
かくした「ほぼ９０度」である９５度で、医師と患者の間の角を微調整することにしました。

対面回避・
・
・
机がクッション的役割

丸みのある角が遮蔽物となり、医師と患者間の
適度な距離感を生む緩衝的な役割を果たす。

3

600

PC

400

450

70

0

350

スペース確保、
壁の位置の決定

PC

医師がPCを用いて電子カルテに記入する内容は、時に患者に見られる
自然とPCをほとん
べきでないものになる場合もある。患者側からの視点は、
ど見ることができない位置となる。

医師、患者、
またPCを主にした「机の上に置くもの」
にとって必要なスペースを、
なるべく最低限でとる。
奥行きに必要な距離の位置に壁が来るようにする。

4

PC

PC

PC−患者間の視点移動の距離が従来の机に比べて短くなる。医師がPC
と患者にそれぞれ向き合い直す「忙しさ」が緩和され、
より患者に向き合
うことができる。

角を取る、
壁の位置の調整

必要な部分だけを残して切り取り、角を
とったやわらかい形にする。

5

医

患
脚の位置の決定

脚の位置を決める。
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診察室を机が占め
るスペースが減少
し、広さにゆとりが
生まれる。机に向
かって座った場合、
背後にベッドが位
置するレイアウト
の診察室は多い
が、特にその机ー
ベッド間の距離が
大きくなることが
期待できる。

ABCD

Cチームのアイデアの萌芽 2013年度前期の提案3点

SOKUZA
SOKUZAとは医者と看護師のコミュニケーションを円滑にする、電子カルテに
直結したモバイル通信システムです。現在使用されているカルテについて聞
き取りを行ったところ、医師から伝達された指示を看護師が実行するという業
務の際、幾つか不便を感じることがある事が分かりました。口頭指示の場合ミス
が起こりやすく、医師によって指示形式が違う事があり混乱する事、返事が早
急に欲しい場合があること、電子カルテデバイス
（ノートPC）
が重い事などが挙
げられ、
これらの不便やミスを減らすことを目的としています。看護師から医者
への
「質問」
が医師の持つデバイスに届き、医者から看護師への
「指示」
が電子
カルテに直接書き込まれることによって、
より素早い処置につながります。
また
ボタン選択式や音声での入力方法を用いる事でより手軽で確実に指示質問が
行え、内容はそのままカルテに記載されるので、書き写しの手間も不要です。

Presenter
電子カルテの情報をもとに、医者が患者に病状や薬の処方などを説明するた
めの机です。患者と医者が共同作業できる机型デバイスにより情報をぽい、
ぽ
い、
と医者から患者に渡すような操作で、患者の病気についての情報を
「プレゼ
ン」することを提案しました。診察時、医者がカルテの方向を向いており患者か
らはコミュニケーションが取りづらく萎縮してしまう、緊張や専門用語等の理由
から説明が理解しきれないといった問題がありました。そこで医者と患者のコ
ミュニケーションを円滑化し、説明を受ける際に患者がリラックスして自分の病
気をしっかり理解できることを目的に提案しました。問題としては患者さんに伝
えられないこと
（患者の性格や、未確定の病名等）
も電子カルテには書き込まね
ばならず完全な共有は出来ないといった事やデバイスの形状の問題、病状に
よってはそぐわない場もあるということがあげられます。

プレドクター
身近なコンビニに設置された機械「プレドクター」では、手軽に自分の体をス

プレドクター

キャンし定期的に健康状態を把握することで、隠れた病気を発見できます。
こ
れは現在病気の人の健康状態を把握する為に使われている電子カルテを、健
康な人を患者未満の人と捉えて日々の健康状態を記録するカルテとして使え
ないかと考え、提案しました。診断した結果はその人のカルテとして保存され自
宅や病院等からアクセスできるので、病気の早期発見や健康維持だけでなく病
気になった際の判断材料にもなります。
もしも診断結果に問題があれば適当な
病院を紹介してくれ、その場で予約する事も可能であり、調子が悪いけれどを
受診すべき所を迷う、
といった際にも利用できます。
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最終講評会での質疑応答

リサーチは従うよりも
「生かす」
もの
山内｜脚の位置はどう決めたんですか？ 患者と医師の間にも入っていますが、必要でしょうか。
ー強度的に必要です。位置はこれでも内側に入れています。
中坊｜形状を理詰めで導いて、いろいろな要件を入れて決めた点では説得力がある。感覚的には共感できる
が、その脚が、適度な距離感を阻害していると思います。逆にいうと、その脚をどうデザインするかがこ
の机の肝ではないでしょうか。
〈構造的に成り立たないから〉
というのは、実は理由にならない。素材も形
状も、脚をどう処理するのかという観点から考える事ができるのではないか。既存の机の形を生かしつ
つ、
リサーチを反映させる方向性があり得たと思います。
富田｜私が知っている病院の中に、入り口に正面に向かって座ることにしている所があります。
この机は非常
に有用なアイデアですね。
大西｜スッキリした空間にするために、机上を最小限の面積にするのはいいアイデアだと思います。ベッドまで
の間に空間も生まれるので、ベッドへの移動も容易になりそう。以前は紙のカルテが山積みされていた
ので大きな机が必要でしたが、現在は必要ありません。
山内｜患者のスペースが結構広い印象を受けます。使い方のイメージはありますか？
ー電子カルテ化が進んでいると言っても、書類に記入する際などある程度のスペースが必要です。病院
で使っていただきながら改善したいと思います。
ー必要最小限のスペースと考えればもっと狭くできますが、患者と医師の距離感として必要な面積です。
山内｜前期のリサーチでは、机上全体をタッチできる画面にするアイデアを出していましたね。
この診察机も、
模様を施すなどすれば、同じような使い方ができるように思います。
辰巳｜座ってみると、実に安心感のある距離が作れているのではないでしょうか。座った瞬間に、お医者さんと
良い距離で話せる感覚を覚えます。
富田｜医師の背後に来る看護師さんと、患者の付き添いの人の距離も近くなるのがいいですね。
ゲスト｜電源など細かな機能はどう加えていくんですか？
ープリンターなどは別途棚を設けます。卓上の電源は考えていません。
辰巳｜脚の問題はありますが、
電源も埋め込んでしまうとか、
オプションを追加しやすい形ができていて面白い。
船越｜本当に90度がベストなんでしょうか？
ー実は95度にしています。
角度は、作業療法などの理論から導きました。
富田｜金融コンサルタントなど、対話のシーンが同じ場面はあるでしょうね。
辰巳｜今のところ、
ある妥当性を持った角度で、可能性がある作品ですね。
富田｜知的財産としては、
角度の範囲が決め手ですね。机の形状で特許が取れるかどうかを検討してもいいの
ではないでしょうか。
（文：編集部）
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リサーチとデザインの一貫性を求めて

「病院のデザイン」の可能性

中坊壮介

Sosuke Nakabo

デザイナー
京都大学 経営管理大学院
京都市立芸術大学 非常勤講師

言葉にできない感覚やイメージを具体的なモノの色や形に落とし込むことはデザインの重要な役割であるが、
多くの人が共感できる結果を導くのは容易ではない。デザインの実行者と使用者の感覚には多かれ少なかれ
ズレがあり、
またその使用者の感覚にも人による違いがある。
しかし、徹底したリサーチに基づくデザインによっ
てこのギャップを埋めることは可能であり、特に一般的な日常生活から離れた環境においては、その環境や製
品に関わる人々に耳を傾け、現場を視て感じる、
ということには大きな意味がある。

一歩一歩進めるプロジェクト
病院にまつわるデザインではリサーチが力を発揮することは明らかである。
しかし販売を目的とするモノづくり
の商業的な側面は、人の命や健康を扱う場である病院へのリサーチの導入を大変困難にしている。病院に関係
する製品は数えきれない程存在するにもかかわらず、その多くはデザイナー個人の知識や経験に頼ったものと
なっており、
このことがそれらの製品デザインの発展を阻害している。
こういった点から、非営利の教育機関が単なる商品化という目的を超えて病院における現場のリサーチとデザ
インに関わることは、医療現場のデザインの発展へのカギとなるだろう。その中で医学や医療工学分野を有す
る京都大学と、芸術をベースとしたデザイン学分野を有する京都市立芸術大学の恊働は、
このテーマに対して
大変興味深い。
ただ一方で、
リサーチに基づくデザインでは、そのリサーチの内容や結果と実際のデザインの間に違和感や隔
たりが出ることがある。
これはリサーチが事実を明らかにしていくプロセスであるのに対して、理詰めでは到底
説明が付かない色や形に対する感覚の具象化であるデザインとの間にギャップがあるためと考えられるが、
デザイナー自身がリサーチ行う、
もしくはリサーチャー自身がデザインに関わる事がこの事態を打開するひとつ
の方法となり得るだろう。
リサーチとデザインを同一の人物が行う事でそれらをシームレスに繋ぐのである。
この「病院のデザイン」
プロジェクトは、
まったく異なる専門性を持つ両大学の学生からなる混成チームが主体
となり、実際に現場に入ってリサーチからデザインの実施まで一貫することにより、
これまでにはない結果を
導く新しいデザインのプロセスの可能性を秘めている。
デザインは時代やその時々のニーズと大きく関係しており、
その点で問題の提起からデザインの実現まで素早い
対応が求められるが、一方で命や健康という普遍的なテーマを扱う病院という環境では、
じっくり腰を据えて
そのテーマに立ち向かう必要がある。
このプロジェクトでは着地点を定めず必要に応じて年度をまたいで継続
していくことも考えられており、粘り強く結果を出すにはこうした試みも重要である。
プロジェクトとしてはまだ若く、ひとつひとつが手探りであるが、
この継続により結果が結果を導き、実際の医療
現場のデザインに反映されていくだろう。真摯に立ち向かう学生や一緒になって考える教員の姿はこのプロ
ジェクトの意義を表している。
デザインが持つ可能性により、病院で働く人々や患者の生活が一歩一歩でもより
良くなっていくことが期待される。
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D

病院のデザインDチーム

「ココニ・プロジェクト」

TEAM

「ひとりの時間は大切ですか？」
多くの人の答えはYesだろう。
人それぞれ方法は違っても、私たちの日々の暮らしの中で、心を落ち着かせ、
自分と向き合う、
ごく支援な感覚が私たちのデザインのスタート。
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ココニ・プロジェクト
それはプライベートな時間を持ちにくい入院患者さんに病院でひとりになれる心地よい時間を提供する
プロジェクト。

ロゴマーク
ココニプロジェクトは
「此処に」
「個々に」
の両方の意味が含まれている。
ロゴはピンマークをイメージし、
目の付け所、
足元を照らした。

リサーチ、分析、問題発見
病院での観察や実験体
そして入院患者さんの一日を知ることで見えてきたコト。
病院内では物理的にひとりになれることはあっても、心を落ち着かせてリラックスできる機会はあまりないのではないか。
また患者
さんがひとりになる、
という行為自体、病院側からはあまり良く思われていないのではないか。
そんな病院という環境で患者さんが干渉されることなく心を落ち着かせられる。そんなひとりの時間を提供したい。

アイディア
しかし、それをどのように可能にするのか？個室を作る訳にもいかない環境で、患者さんのココニ（個々に）
をデザインするにはどの
ような方法があるか…。

再び病院内でリサーチを実地。
そこで目をつけたのが外来の待合スペース。
どこの病院にもあり、受付時間が終了した使われることのない待合スペース。
ここを
有効利用することでココニプロジェクトを遂行できないか…。

「クローズした待合エリアを入院患者さんに開放し、夕方から消灯（１７：００〜２１：００）
までひとりでリラックスできる空間として
提供する」

しかし、仕切りのない開放された空間、固定されたイス、そして雰囲気…現状の待合スペースのままではココニを実現できない。
大きな改修をせず、待合スペースを劇的に変える方法。
それは「イス」の変更だった。
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ココニイス
一見これまでのものと変わりないココニイス。
しかし、
外来診察時間が終わると…。
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変形独立
よりたくさんの人が座れるように、待合室の椅子は複数人が座
れるようになっている。
しかし１人でゆっくりと落ち着くため
に、
２人がけの椅子が１人がけの椅子に変形する椅子を提案
する。独りがけの椅子は電車の椅子の角をイメージし、
より落
ち着ける形を追求した。

照明

移動

使用に想定しているのが、受付時間終了後の待合室という

受付に向かって一定方向に並んでいることが多い待合室の

ことで、
少し照明が落とされている場所での使用になる。
そこで

椅子を、簡単に移動できるようにする。自分の好きな場所。

リラックス効果もある間接照明を椅子に取り付けた。人が座る

好きな目線の方向に向かって座ることを可能し、自分の独立

と椅子の足元がやわらかく光る。使う人のスペースをつくり、

したスペースを演出する。

またそこに人がいるということが回りからわかりやすくなる。
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ココニライブラリー
実際に本をおく場所がなくても、
たくさんの本を読むことができる。
待合室を有効活用し、
最小限のスペースで設置することができる電子図
書館を提案する。

2面式タブレット
このタブレットの最大の特徴。
最近の多くの電子タブレットは１画面の平面タイプが多いが、
このカタチにする事で外観が本のようになり、様々な年代の方、特に
年配の方へのタブレットに対する抵抗感を減すことが出来ることを想定した形。
また、180°
開閉するのではなく、少し150°
前後
までと制限。
これは、膝において読んだり、片手で持って読んだりするような、個々人が本を読むときの形により近づくようになる。
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タブレット UI

1 ジャンルから本を選ぶ

２ 本棚（背表紙）が表示される

３ 本棚（表紙）が表示される

４ 入院患者さんのIDを入力することによって履歴を残すこと
が可能

5 入院患者さんか外来患者さんを選択する

６ 内容を表示 しおりを挟む
いるか常にチェック可能

７ 本をめくるように画面に手をこするとページをめくれる

８ タイトル、作者からの検索も可能

今全体の何ページまで読んで

ココニプロジェクトの実地
待合スペースへのココニプロジェクトを実地する。
ココニライブラリーは一例で、雰囲気の変わった待合スペースへは様々な形のココニプロジェクトが実地可能。
入院患者さんが、それぞれに自分プライベートな時間、病院でひとりになれる心地よい時間を提供することこそがプロジェクト。
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ABCD

Dチームのアイデアの萌芽 2013年度前期の提案3点
病院に図書館を病院に電子図書館を導入する

人が集まる憩いの電子図書館
「tree」
の提案

取材・調査・問題発見
病院をいくつか取材するうち
に、
図書室を設置している病院
があることに気づいた。その

150cm

規模はさまざまだが、どれも

170cm

入院患者さんに喜ばれている。

120cm
110cm

しかしその設置、
維持の厳しい
現状を知った。

医学書の管理

管理者がいない

場所がない

今病院に図書室を設置している病院の

病院に必ず必要な場所ではないため、

医学書の扱いはとてもデリケートだ。
本に

ほとんどが管理をボランティアさんに

改装時に撤去されてしまった。
あまった

よって情報が違うなど、更新スピードの

任せている。常にスタッフがいるわけで

スペースに設置するため、
わかりにくい

速い医学の知識を管理することはボラン

はなく本の貸し借りはセルフになって

場所への設置なる。結果認知度が低く

ティアスタッフには難しい。そこでほとん

いる病院もあった。
本の紛失などの問題

利用者が少なくなる。規模が小さくなる

どの病院の図書室には「医学書に関して

も発生している。

という悪循環がおこる。

はこの病院は関与していません」

そこで私たちはこの問題を解決した電子図書館の病院への設置を提案する。
壁を利用し場所を最小限に

電子による本の管理

病院には場所がない。
しかし白い壁なら使うことができるので

電子化することによって、
人の管理する部分は大幅に減る。
また

はないか。壁に巨大な電子タブレットを設置し、そこに本棚を写

扱いが難しかった医学書も、一括して司書さんに管理していた

すことを提案する。実際に見えているスクリーンから手元の電

だける。取材の途中で司書さんがいる病院図書館に出会った。

子タブレットへ本を取るというシステム。

そこでは司書さんが医学書のアドバイス、古くなった医学書の
廃棄などをおこなっていた。

タブレット UI

返却日：00 月 00 日
今日：00 月 00 日

本
を
返
す
しおり

ホーム

設定

本
を
借
り
る

河
童
芥
川
龍
之
介

芋
粥
芥
川
龍
之
介

羅
生
門
芥
川
龍
之
介

タブレットUI、
ロゴともに
「ｔ
ｒｅｅ」、
「木」
をイメージしてデザインした。人が
木の下に集まるように、
ここが憩いの場所になるようにと考えた。病院の
待合室などの壁に
「Tree」
を設置し、そこにタブレットも設置する。
この
Tree から決められた範囲の中だけでタブレットを使うことができる。
もし
タブレットを持ってTreeから離れると本はタブレットから本棚へ返却され
てしまう。表示されている本棚は上下左右にスライドすることができる。
表示されている面積の何倍もの本棚になっている。本棚から読みたい本
をタッチしてタブレットへ移動させると、
タブレットでその本が読めるよう

進む
戻る

になる。
タブレットに入った本は貸し出し中になり本棚に空白をつくる。

※本の著作権
本はデータになっても一冊は一冊として扱われる。電子図書館の本にも冊数に制限がかかるのだ。人が読んでいる本は本棚から貸し出し中という扱いになる。

後期へつなげる
病院への図書室の設置への提案にはまだ問題がある。
「そもそも最小限の図書館というのであれば手元のタブレットだけで
よいのではないか。」
という考えにより後期はタブレットだけの採用となった。そして電子図書館の導入例の少なさ、
タブレット
の管理をどうするか。
この課題は後期のココ二プロジェクトにも引き継がれる。
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最終講評会での質疑応答

電車シートの「角」からの発想
山内｜どういう発想で椅子が出てきたんですか？
ー電車に1人で座る時、最初に座るのはシートの角が多い。心理的に落ち着くからなのではないかと考え、
角をつくるためにこの椅子をデザインしました。
ゲスト｜入院患者が座る時に、本を読むこと以外に何を想像しましたか？
ー自分の本を持ってくる人もいれば、音楽を聞く人もいるはずです。何も持ってこない人もいるでしょう。
そこで図書館というフレームを設けると、
「 静かに過ごす」
という場として統一できるのではないかと
考えました。
大西｜病院内の比較的自由に使えるスペースとして、待合室に注目したのは面白い。電車のシートの角から
発想したのは、腑に落ちる説明でした。電子書籍として本の形状を維持しているのも、手に馴染むの
だから面白いアイデアです。他の場所での電子図書館としても、広がりのある提案だったのではない
でしょうか。
ゲスト｜椅子の照明で1人の時間を演出するのはいいアイデアですが、
どこで思いついたんですか？
ー待合室は暗いものですので、照明で空間を区切りたいと考えました。天井から当てる照明ではなく、椅子
自体が光ることで区切りが作れるのではないかと考えて、椅子に照明を付けました。
山内｜モックアップは何日ぐらいで完成しましたか？
ー2日程度です。紙で一度試してから作りました。
寺田｜実現するとして、最初に試してみたいのはどこですか？
ー誰がこの形に変形させて、
どう元通りの配置に直すのかに興味があります。出勤してきた看護師さんが
直すとすれば、働いている人が一手間増えてしまいます。電源も考える必要がある。それと、そもそも
本当に1人になりたいという欲求がどれだけあるのかを知りたいと思います。
寺田｜ライブラリーについては。
ー健常者が使うイメージですので、怪我をしたり、何かしら不自由がある場合に本当に使いやすいのかは
まだ疑問が残っています。実際に使ってもらって、改良していきたいと思います。
藤脇｜「角に注目した」
という発想のユニークさをプレゼンの最初に示した方がいいですね。
「本を読むものだ」
と提案すれば、
クライアントは行動のバリエーションを聞いてくる。
だから、最初から答えを準備しておく
のがプロフェッショナルですよ。
辰巳｜アイデアを考えた時に、
あえて別の視点に立って、発想から抜けてしまっていることを考えておくと良い
ということですね。起点になるポジショニングが良く、実現化の方向で詰めていけそうなアイデアです。
お疲れさまでした。
（文：編集部）
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病院のデザイン2013

使い道を再定義したココニ・プロジェクト

大賀暁

NEC C&Cイノベーション推進本部

このたびは、貴重な検討の場に参加させていただきありがとうございました。新しい何かをデザインするという
と、
ややもすると単に面白い、新しいことを最優先して挑みかねません。
しかし、
この授業では、授業であるから
こそ、実現性や経済性を意識した検討を行うことにも拘ったわけで、それこそがビジネスサイドから見ていて
勉強になりました。
ここでは、私が関わらせて頂いたDチームの活動をあくまで個人的な視点ですが振り返り
たいと思います。
Dチームは、病院の中でも
「院内図書館」
というパブリック空間を主に意識し、前期に得た気づきである
「一人に
なれる場」
というコンセプトをどう生かすかに悩みました。一般に、図書館という対象は、
まず「本」
という素材を
「閲覧」
「貸出」
「管理」
といった機能で見てしまい、
そのキーワードから離れられなくなりがちです。
しかし、
Dチーム
の皆さんは図書館という空間の滞在価値を挙げて、そこから話を進めようとしたわけです。
この新鮮な視点は
企業、特に情報システムという視点からはたどり着けず、非常に魅力的でした。
次に、
実際に病院を観察することから、
病院内でも院内図書館を夕方からの待合室に実現することが可能である
と気づきました。
むしろ、
こうすることで従来なら院内図書館を設置できていない多くの病院でも院内図書館が
実現できるのです。一方で、
「一人になれる」
というコンセプトを実現することはより重要な課題となりました。
外来患者がいなくなった後の待合室は、
もともと入院患者が自由に使える空間です。
そこに図書館、
一人になれる、
という要素を持ち込むわけです。
この矛盾を解くため、
チームの出した解は
「椅子」
でした。

コンセプトをパッケージとしてデザインする
「一人になれる」
は、一人にしておいてほしいというメッセージを示すことでもあると同時に、実際に視線から守
られやすくなることでもあります。今回デザインした
「椅子」
は、
この課題を解きました。同時に、
もともと待合室
にあるベンチを置き換える提案です。病院としても購入意思決定が容易で、
さらには部分的に導入することも
可能になり、実行性がありそうです。受け入れ先を探すなど苦労はまだ伴うとは思いますが、
もうひと頑張り
して、
どこかの病院に一列分でも実現できれば良いと思います。
ところで、今回の活動には
「ココニ・プロジェクト」
という名づけを行いました。
この環境、
コンセプトに合う、
さら
なる製品、そして電子図書館がパックになることをイメージしています。ですので、Dチームは待合室環境で
活きる電子図書館の利用イメージも合わせてデザインしました。つまり、椅子だけがすべてではありません。
一方で、私はもう少し広がる可能性があると感じています。今回の成果は、パブリック空間に疑似的に個人空間
を創り出しています。つまり、
これまで昼間が機能したが業務終了とともに朝まで使い道を失っている空間を再
活用できる可能性もあるのです。
ココニ・プロジェクトは、時間帯によって使い道を見失っているさまざまな空間
を活性化する活動に育ってほしいと、勝手ながら期待しております。
最後になりますが、
ユニークかつ実用的な成果をだされた学生の皆さん、
アドバイス、
ご支援いただいた教職員
の皆様、
お疲れ様でした。そして、
この活動に関わらせて頂き、本当にありがとうございました。
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Satoru Oga

「なるほど、そう来るか？！」

寺田知太

Tomota Terada

野村総合研究所 上級コンサルタント

（京都大学デザイン学ユニット 非常勤講師）

「病院のデザイン」
という大きすぎるとも言えるテーマ。京都市立芸大の学生と京大生という、水と油にも思える
チーム編成。経営コンサルタントという生業からみると、何が出てくるのか、不安でしようがないプロジェクトで
ある。
逆にいえば、
京都大学デザインスクールならでは、
ともいえる本プロジェクト。
だからこそ、
私自身、
アウトプット
を見ることが非常に楽しみであった。学生からの報告を聞いて、私の脳内を駆け巡った感情をひと言で表した
のが、本文のタイトルである。
まず、各チームの切り取ったシーンが、
まったくもってバラバラであることが面白い。各チームに、
なぜその着
眼点を選んだのかと理由を聞くと、いずれも、彼ら独自の観察や体験に基づいており、
「なるほど」
なのである。
そして、
彼らから提示される解決アイデアが、
経営コンサルタントでは思いもよらない方法で、
カタチをもって表現
されていることを見ると、
「そう来るか？
！」
と感嘆するのである。
このプロジェクトがさらに素晴らしいのは、それをサポートする先生方の多様性である。病院の現場を熟知する
先生、デザインを生業とする先生、新しい経営マネジメント手法を切り拓く先生ほか、
まさに異才融合である。
その上、
どの先生も、
よくいうと饒舌、悪く言うと話が長い(笑)、
のである。学生を置いてけぼりにして、先生同士
が口角泡を飛ばすこともしばしばであった。多様なセンセイを集めると、往々にして抽象的な話になり、学生に
とって手触りのない議論に陥りがちである。
しかし、
このプロジェクトでは、誰にとっても身近であり、
かつ深い
専門性を求められる
「病院」
というテーマをとりあげたこと、そのテーマにおいて具体的なアウトプットをもとに
して議論ができたことに、その本質的な価値がある。

アイデアとビジョンがもたらす想像力
次年度以降、本プロジェクトに参加する学生には、
さらに欲張ったお願いをしたい。解決アイデアを具体化する
ために必要な事業性評価、
技術的な実現性の検証、
法制度をクリアするための方向性など、
細部を詰めてほしい
わけではない。それらは、意欲のある者がプロジェクト後も継続して努力すればいいだけである。限られたリソ
ースの中で、
あれもこれもカバーしようとすると、
このプロジェクトで学べる大事なことが疎かになってしまう。
そうではなく、
まず提示した解決アイデアが、
どのようにして社会に行き渡るかを考えてほしい。次に、
アイデア
が普及した結果どのような社会が実現するかを深めて頂きたい。
前者は古くはシナリオ、
最近だとエコシステム
の設計と言われており、アイデアに立ちはだかる課題が解決されていく理想のストーリーを描くことである。
後者はビジョンの見える化であり、
シーン・着眼点を切り取った理由を掘り下げることによって浮かび上がって
くる。解決アイデアを表現するだけでなく、解決アイデアが到達する
「先」
を表現することが、病院のあるべき姿
を
「デザイン」することにつながるからである。
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報告

「ANSHINプロジェクト」の事業化に向けて
報 告「病院のデザイン」
の成果から

2010年度から始まった「病院のデザイン」
プロジェクトでは、
数々の提案が生まれてきた。その中でも、入院に必要な生活
用品をひとまとめにしてベッド柵に取り付ける
「手の届くベッド
（2012年度発表）
サイドポケット」
は、試作を繰り返している。その

一部を紹介したい。(編集部)

「手の届くベッドサイドポケット」
ってどんなもの？
入院中、患者の生活は自分が寝るベッドの周囲に限られている。長期に渡る入院であれば、生活に必要な日用品も増えてくる。
しかし、
ベッド横の机のスペースは限られているし、いざ机に置かれた物を取ろうとしても、病状によっては大きな負担を強いられる。そこで、
ベッドから起き上がらなくても生活用品をまとめ、手に取ることができる
「手の届くベッドサイドポケット」
が提案された。
素材は柔らかい布をベースに、
透明な素材をポケットとして縫い付ける。
中身は一目瞭然だし、
ポケット本体に体をぶつけても痛くない。
しかも、ベッド柵の規格に準拠することでどんなベッドにも対応できるのである。病院でのリサーチに基づく発見を、デザインに結び
つける。ベッドサイドから始まる、
「ANSHINのデザイン」
の姿がここにある。

2012年の提案を踏まえて、
ポケットの縫い目や位置をスタディし、
デザインやサイズも複数検討した。
入院生活に必要なものを
「ゆるく」収める形が、独特の安心感を醸し出している。
(原案: 2012年度 京都市立芸術大学 ビジュアルデザイン専攻 4回生)
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Q&A

Q&A

ANSHINプロジェクトとは何ですか？

山口美賀

Mika Yamaguchi

公認会計士

京都市立芸術大学の「病院のデザイン」に、京都大学が協同して始まった「ANSHINプロジェクト」。
教育、研究にとどまらず、事業化をも見据えた新しい産学官連携の場として、
このプロジェクトを
位置づけていきます。

Q.1
ANSHINデザインプロジェクトとは？
A.1

“ANSHIN”が社会に波及することを目的としたプロジェ

クトです。所属や組織にかかわらず、賛同した方にご参

Q.3

事業について、具体的に
教えてください。

A.4

最初の事業としては、京都大学デザインスクールの解

加いただきます。
現在は、
「病院のデザイン」
に関連する

決型学習（PBL）
と京都市立芸大との共同実習である

京都大学や京都市立芸術大学の関係者を中心に活動

「病院のデザイン」
で生まれたデザインを学生から引き

しています。“ANSHIN”に関する研究や、”ANSHIN”の実

継ぎ、継続して実施していこうと考えています。具体的

践（事業化など）
を行います。

には、2012年に提案されたベッドサイドポケットのプ
ロダクツ化、2013年に提案された机のプロダクツ化等
からスタートしていきます。＊「病院のデザイン」とは、学生が

医療の現場
（病院）
に直接入り込み、
自ら解決策を考える＝デザイン

Q.2
なぜ安心はなく“ANSHIN”と表記する
のですか？“ANSHIN”とは何ですか？
A.2

表記を改めることで、一般用語との区分をなすことを

する授業です。
2011年の授業開始以降、
数多くのデザインが生み出

されてきましたが、卒業等による学生の入れ替わりにより、せっかく
の提案が手付かずのまま残されています。
これらのデザインを継続

して実施するため、
当プロジェクト内で取り扱ってまいります。

＊このプロジェクトにおいて、
デザインとは、
広義のデザイン
（目標を
達成させるための計画／設計）
を指しています。
単なるプロダクトデ

ザインではなく、
それを社会に着地させるところまでを含めていま
す。

目的としています。
例）改善→カイゼン、おもてなし→お・も・て・な・し
“ANSHIN”については、
プロジェクト内で研究すること
になりますが、”ANSHIN”に関する思いは各人の主体性
の中にあるものと考えるため、具体的な定義付けはし
ていません。

Q.4

事業についての、今後は？

A.4

「病院のデザイン」が生み出したデザインの実践を継続
しつつ、”ANSHIN”という名称自体のブランド化にも取
り組むことで、社会に”ANSHIN”の概念が波及すること
を目指しています。
また、”ANSHIN”の実践は、産学官の
連 携 の 場 と な ることを 確 信して い ま す 。ご 期 待
ください。
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参加者の声

参加者の声:「病院のデザイン」2013を受講して
Aチーム
「ANSHINプロジェクト」
稲守麻衣

Bチーム
「こどもがひとりでいける病院」
奥田眞己

京都市立芸術大学

今回「安心」
をテーマにブランドイメージを作る事を発展させていきました。
「安心」
を考える中で前期で提案したドクターメッセンジャーを選び、詰めて

京都市立芸術大学

私たちのグループでは、前期に出した「こども病院」の案を、なんとかして
実現性の高いものにしよう、
ということが後期での課題でした。普段から、

いきました。
ですが、
キャラクターを今後どのように動かしていくのか、
キャラ

アイデアを
「出す」
ところまでは幾分慣れている芸大生ですが、出した案を

クターの設定等もう少し詰めていければもっと良くなるのかなと考えて

どうしたら実際に社会で
「実現」
するところまで持っていけるのか、
という部分

います。
また、前期で出したアイディアは既に海外で実施されている物も

にはあまり触れてこなかったので、その壁を乗り越えるのにとても苦労しま

ありました。
もう少し世界でどんな事が実施されているかリサーチしてみても

した。特に
「こども病院」の案は、いろんな要素のあるものだったので、実現に

良かったと思います。

力を貸していただける可能性のある企業の方向性を絞らずに、
もっとあら
ゆる角度から実現に向けた交渉ができたかもしれないな、
と思います。

大橋千晶

京都市立芸術大学

今回私たちの班は、
医者と患者
（特に子どもとその保護者）
のスムーズな意思

北田杏紗

京都市立芸術大学

疎通を図るドクターメッセンジャーを展開しました。特に病院と関わる時間が

「病院のデザイン」は、学生がお互いの専門分野の強みを活かして役割分担

長い入院中の親子にインタビューをしたり、予防接種などのためだけに病院

をすること、そしてさらに相手の専門分野について理解を深めることができ

を利用する幼稚園生などの話を聞いたり、それぞれの子どもの来院ケースに

ればより良い取り組みになったかもしれない。
ですが、
デザインの道筋を共有

分けて幅広い情報収集をしました。
しかし、入院中の子、通院中の子、予防
接種や定期検診など単発で来院した子、どれか一つのケースに焦点を
当てて情報収集をしてアイデアを展開していけば、
もっと違ったドクターメッ

して思い描けないまま進んでいたように感じられたことが残念でした。
しかし、
「病院のデザイン」
を通じて考え、経験したことは、私にとって掛け替えのない
良い出来事となりました。

センジャーが生まれていたかもしれません。

多田遼太郎
細川希樹

京都市立芸術大学

今回の課題に取り組んでいる最中によく思ったことは、本当に可能なのか？

京都市立芸術大学

私は病院というところに普段縁の無い人間だったので、今回の京都大学との

ということでした。様々な所へ取材に行きましたがあまり前向きな情報は

合同課題はとても新鮮でした。私にとっては医者と患者、
またそれ以外の

得られず、知らない規則ばかりだなあと感じました。それでもこういった提案

立場のさまざまな人の立場や視点があるということが直接学べたのが一番

をするのは、一番の原因はそれぞれの公共施設間での交流がないだけなの

の収穫でした。芸大という特殊な環境の常識は他とは違ったものというのは

ではないかと思うからです。各分野の人々が集まって一つのビジョンを共有

意識していたつもりですが、
この課題までここまでのギャップを感じたことが

できていけばいつか実現できる話なのではないかと思います。

ありませんでした。そういう事が学べた事がとても良かったです。

田中 紀
山田美穂

京都市立芸術大学

私は今回の課題で自分たちの案をもっといろんな立場の人に意見を聞くこと

京都市立芸術大学

病院にはどうしても無機質な、少し怖いイメージがあります。病院を怖い場所

が大事だと感じました。実際タクシー会社へ伺ったときも思いもよらない問題

というイメージではなく、
もっと行きたくなるようなプラスのイメージと結び

点が出てきたこともありました。現時点ではハブセンターを目標としていて

付けたい。そのような考えを持って課題に取り組みました。今回の反省点は、

病院や社会福祉法人そして民間の方々をつなぐものを作ろうとしています。

現在すでに存在する似たような取り組みはないか、それはどのようなものか、

なので各先生方や私たちの話し合いだけでなく、全ての立場の人に意見を

という調査が足りなかった点だと思います。
今後ANSHINプロジェクトを展開

聞きまとめていくことでより実現性が高まるのではと思います。

するならば、
キャラクターガイドを作製し各々のキャラクター設定や世界観を
より安定させる、更にグッズを考案し活用例を増やす、
などがいいのではない

森田彩加

かと思います。

もしこの案を実現させるのであれば、多方面からの協力をあおぐ必要がある

京都市立芸術大学

と感じました。
また、
どの分野のどのポジションの方にお話をするのかも、実

米津玄一

現化に向けて重要なポイントになります。今回のリサーチでは、
とにかく聞き

京都市立芸術大学

病院にアプローチをかける今回のような課題は今迄私が経験した事のない

に行けば何か得られると思って動いていました。
ですが、
どこにどうやってア

ものが多々あり、新しい視点を得る切っ掛けにもなりました。
キャラクター達

プローチをかけるかを考える事ができたのならば、
よりこの案を進める事が

は、幾つかの病院を取材して感じた患者と病院側の距離感を少しでも解消

できたのではないかと悔いが残ります。

できればと思い考案しました。勿論イラストレーターの方の力があったから
こそ、
このキャラクター達が生まれたのですが、チームの皆さんの多方面的
な意見やアイデアがなければ、
このような形に落とし込むのは難しかったと
思います。
この課題をやり遂げた皆さんに、
この場を借りて私個人からお礼
を申し上げます。

安藤菜穂子
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瀬尾 卓

藤田 萌

京都大学

鈴木 綾

浦嶋優晃

古屋俊和 京都大学

Cチーム
「Taiwa」

Dチーム
「ココニ・プロジェクト」

居川真澄

桂川菜々子

菅野陽菜

橋本隆史

小林まり絵

京都市立芸術大学

小山実苗（前期のみ参加） 津蟹洋一

京都大学

桑木芽依 京都市立芸術大学
人の命や個人情報を扱っている場所での現地調査の難しさを感じました。
これは調査対象に求めるのではなく、
こちらがスピードアップや効率化に

私たちのチームは前期の段階では、実現するとなるとかなり難しいと思わ

努めることで解消して行くべき問題です。調査での障害を解消した上で、

れるアイデアを構想をしていました。そのため実現化を目指す事となる後期

病院という閉ざされた空間で過ごさなくてはならない人が、少しでも個人の

では、
まず実現できるアイデアに落とし込むということから始まり、再度病院

時間を手に入れて穏やかに過ごせるよう、
プロジェクトに広がりを持たせて

の方へリサーチを試み、医者と患者のコミュニケーションの問題を
「診察机」

行きたいと感じました。

というプロダクトを考え直すことで解決できないかと考えました。
リサーチに関しては病院の中に入って調査するのは許可が降りるところが

佐藤那央

少なく、観察できた数自体が少なかったです。そういった理由で今回は短

普段、大学で学ぶデザインとはまた踏み込み方の違ったデザインを、病院と

時間のリサーチでしたが、例えば診察机が使用される上でモノがどのように

いうなかなか学生が介入できない、様々な制約や配慮が必要な特別な場所

机の上を移動していくか、ずっと机の上に置きっぱなしにしているモノは何か

を対象に学ぶことができ、
自身の知見が大きく広がりました。
特別な場所という

など、長い時間を通じて観察できれば良かったと思います。

点では、患者の方々を対象としたインタビューやアンケート調査をしっかりと

その後リサーチを踏まえコンセプトを練り、
形、
構造を決めていきました。
今回

行えなかったので不十分なデータがあり、調査方法の見直しなど悔やまれる

のモックアップでは天板に脚を取り付けただけの状態で終わってしまい、

部分もありました。
この様な反省点も今後、
自身のデザインプロセスに活か

そのため脚の強度に不安があったのと、天板の手前を支えるための脚が

していければと思います。

京都大学

医者と患者との間に挟まる形になってしまうため、医者が患者の検診を
するため椅子を移動させる際にぶつかってしまう可能性があり邪魔に

中島早苗

京都市立芸術大学

なってしまっていました。それに対して、手前に脚がなくても天板を支える

今回の提案は待合室のイスに着目したものですが、例えば雑誌の本棚や、

事ができる机の構造とそれを実現できる強度の素材を選びなどを詰めて

テレビ台など他の要素にも広げると違った可能性があるのではと思いました。

考えることができれば個性のある形になり、それがこの机のアイデンティ

イスの提案は、待合室がある病院ならどこでも使えるように、というのが

ティになるのではという指摘をいただきました。加えて天板の素材や色に

前提です。そこに雰囲気を合わせた他の要素を加えることで、
より細かい

関してもまだまだアイデアがいると思います。強度からだけの視点では

ブランディングができるようになります。制作済みのロゴと共に、街中の

なく、医者と患者さんそれぞれの立場からはどんな素材、色が良いのかなど

マクドナルドのように、
「 夜間休憩できる待合室のある病院」の目印になる

使う人の視点や輸送にかかる費用、材料費、制作費などを見越したコスト

かもしれません。
さらにそれが、患者さんの入院先を決める指標のひとつに

の面からもたくさんのことが考えられると思います。

なれば面白いと思いました。

リサーチの段階では、診察机の近くにあったプリンターや棚、引き出しなど
の机の周囲の環境についても観察しており、それらから考えられるように、

本田 新

例えば近くにプリンターが置きやすいか、
この机に合う引き出しはどんなもの

デザインを専門としている芸大生との共同は新鮮且つ刺激的な体験でした。

京都市立芸術大学

かなど、
この診察机の延長として診察室全体の空間もつなげて考えていく

その一方でデザインの素人である自身の役割について考え続けるグループ

ことができれば、
さらにたくさんのおもしろい提案ができると思います。今回

ワークでもありました。
うまく機能したかどうかは分かりませんが、全体を

はモックアップの作成で終わってしまいましたが、これを実際に使用して

通して彼らの自由な発想を活かせるようにファシリテートすることを心がけ

もらいリサーチし反映するという作業を繰り返す事で、
より使いやすい机に

ました。結局ギリギリまでアイディアが形にならず、
自身の力不足を実感する

近づけることができると思います。

こととなりましたが、それを含め「産みの苦しみ」に触れられた、良い機会で
あったと感じております。

谷村祐花

時藤 愛
原 秀嵩 京都大学

京都市立芸術大学
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