
健康編1

医師もその確かさを認め

住まいや診療所に設置
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床暖房と健康

す

■室温環境づくりの知識
室温の高い所では'当然､人は暖かさを感

じます｡ス--ブは'軌Tで周-の空気を暖め'暖まった空気は'冷LJい空気-入れ変わって順次､熟が部屋全体につLJわって行きます.これを対流といいます｡

-ころで'部局の空範の粘度が低-でも､
八は暖かさを感ずることができます｡木枯らしのころ'屋外で枯葉を集め､たき火をしながら'背中を火に向けLJ-､手をかざしLJ-して'焼きイモの焼きあがるのを待ちます｡身体の周-の気温は低いのに'火に面した身

はL,

体の部位は噴かさをおぼえ'火照ってきます｡これは幅射熱によるものです｡この原理を応用したものが'輔射熱暖序--床暖房です.オンドルやペチカ-同じです｡暖かさのためには'この外に'アンカなどに足をのっけても'熱は直接'足に仁わ-効率的です｡これは熱伝導です｡
床喝序の場人目の熟のつLJわりんをみます-'

床に接している身体の部位からは､熱仏導によって熟が舟接ったわってきます｡jiっていれば足の底から'あぐらならば'尻や比部から暖かさがつたわってきますo Lかし､椅rに腰掛け'足をほとんど床に接していな-とも'床からの幅射によって峻かさを感じます｡
このようにして､昧喝塀ではさほどh=回い喜

悦ではないのに'過度な暖かさをおぼえることができ'これまでのス--ブなどによる暖栃とは'昧違った'マイルドな峻かさをつ-りだすことができます｡しかし'床唆-坊の場人目､LLt此接に空気を熱するわけではあ-
ませんo漸次､妹の万の空気は暖か-なりますので､人の出入りが耕繁でなく.日の開閉の少ない老人室のような場合ですと'部帖令体の火に丸が暖かさにつつまれて行きます｡冬の寒いさなか'部槌にこも-がちになる老人や病人などには'床喝好は欠かせないものになってきます｡

LJだし二日川拙式のものはタタ,,,の部帖など

の場合には少し.;大が必要-な-ますo電気

式床畷坊のi<卜に布川を敷いて寝る-いったこ-は､避けなければなりません｡床からの熱が伽川にこもってしまうのです｡脚の&･ +い寝ム日など､味との問に間隙を置--いった.i人が必要とな-ます｡

しかし低.拙式のものはこのような心配がな
く　かえって快適だ-喜ばれます｡安は倣い方の問越で'快適さが増してゆきます.轡頭寒足熱の効果

日本では鎖寒足熱ということをいいます｡
外川では靴の竹折が中心のせいでしょうか､こうしたー.-=展をあまりききません｡素足でタタ,,,の日本人の日常t=活は'血接的に妹の批度が足につたわへ　それが全身の寒さ､暖かさに影響してきます｡アメ-カなどでは宇氾分伽が均.であるのが'普旭の考えんです｡

-ころで'実際の境界の際の部槌の宅脱の
トド分布をみてみますと､図1にみられるようにへ　ストーブの場八日には'i<.rEniの.温度は低く　人井近-の温度はずいぶんと高-なって

暖房方式による室内の上下温度のちがい
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います｡ス--ブで暖められた空気は､軽-なって卜の方に行き､いれかわって床血にはいつでも冷たい空気がたむろすることにな-'床面と天井近-の室温差が'1 0度以上といった例も多-みられますo椅子に腰掛けていたのが､足が冷えるからと椅子の上に座-込むといったことにもなりかねません.もし'こうLLJ状態のままで､床面まで暖か-しようとしますと'頭部附近の室温は暑く　のぼせあがってしまいます｡

床面の室温が低いと'足部の血管は収縮し'
血の巡-もわる-な-'冷LJさを訴えるようにな-ます｡また'足の冷えが手指の温度とも関係Lt　指の血流や攻膚塩が低下して-る場合もみられます｡

冬の夜'寝床のなかで足の温度が低いと
なかなか磁つかれないといった経験をもっている人がいるでしょう｡睡眠にも足の温度が関係して-るのです｡

頭寒足熱といいますが'どんな効果がある

のでしょうか｡足l凡の室温をむしろ暖か-Lt全身的にも快適な温度環境にありますと､心地よさから'ついウ-ウ-し始めることがあります｡頭の万の温度をもう少し変えてみたらどうでしょうか｡‥=回-すれば､もちろん汗をか-ようなこ-にもな-I.<快度が増してきます｡

逆に'頭部のガの粘度を低-した状態では
どうでしょうかo簡単な加え算を､∴延の時間内にどの-らいできるかを測り'計算能力を調べる検査法があります｡この検人は法の結果からみましても､足の方の拙度を暖か-煤ち､頭の方の室温を低い状態にしておいLJときに計算能力が噌している傾向がみられ､計算,,,スも少な-なっています.頭の方の室池が低- '壁九が暖かいと'ほどほどの.粘度刺激が身体に加わり'頭もはっき-し､緊張しているためでしょう｡逆に'快適に近い温熱条作の場人目には'計算･･,スJ多く計筒能力も低下しがちです｡序の=向で本を読んでいて'コック-コック-船漕ぎをはじめるのも

こうLLJ状態でしょう0

では'計算能力が増すから-いって､卜半
身を寒い-らいの温度にさらしたらどうでしょうか｡物には限度があ-ます｡あま-に上下の気温差の人きい所では'不快さが増してきます｡ほどほどにしなければな-ません｡こうしたこ-から'頭寒足熱よ-も'頭を冷静に､足部を暖か-保つ-いっLJ意味で､頭冷足暖にといいLJいのです｡■床温と風速

FF暖序のような場人目ですと'吹き出しか
らの凪が気にな-ます｡並日通のス--ブの場合ですと､部屈の1二部のみが温められがちですので'均lにするために'わざわざ風をおこさなければならない-いったこ-にもなります｡

室内の風速は'普過はご-遅- ､一秒間に

50咋/以卜で､人には風-して感じられませんo喝屠機の吹き出し〓からの風速は何Hといった値です｡吹き出し日から少しはなれれば､風速はおちますが､それでもまだかなりの風速を感ずるものです｡居間などで八があっまった場八日'凪の強い-ころに席をとらざるを得ない場4日もあります｡部帖の清川度､有効件を減ずることにもなりますo風が強い川実日､特に手足への冷風は丸になります｡
冬に素足で'冷たい床にふれるのは'いや

がうえにもゾ1-します｡#,さのために足の筋肉もこわばり'動きもスムー..t<にいきません｡何かにつまずいて倒れる'-いったこともおこります｡厚手の靴卜が保.IBのためにも有川ですが'さらにス-ツパをはいた-しますと'何分にも､寒さで足の感覚も純化していることですか･㌧　うっかりス-ツパをすべらせ'階段を踏みはずす-いった場八日もみられます｡

夏の場八日は､逆に､冷たい休に糸比でふれ

る-快適さをおぼえます.雀さ'沖さに対する身体の反応が､'山手冬-ではかな-ISへな-'季節によって､八川の#,糖への感じんが耶ハな

っているのですo Lかしこれに-限度があって'夏-いってもあんまり足が冷えるのは小快だLt　体のためにもよ-ありませんo要は程度の問題です｡
図2は床の温度-.<快さ-の関係を.小した

ものです｡.敗の事務案のこ-を考えて-LJさいo　ス-ッパや靴をはいて､普通の衣服をつけた状態です｡23-25度Cの床塩で､不快度が最も少な-なっています｡人間の感覚ですから､多少異なった感じ方をする八がありますので'すべての人が快適とするのは無理のようです｡H前人多数の方からいいます-､床温23-25度Cよ-はなれてい-にともなって'不快さが増してゆきます.床弧が‥=川い-足元が火照って､床塩が低ければ足が冷えて不快というこ-です｡これにはもちろん'床の材質や靴下の有無などによってa'なってきます｡素足でじゅうLJんの床とな-ますと'人体2 1-28度Cの昧紀が過しLJ=B度-いえます.他の床材の場介にも'ほぼこのi<脱の稚い吋に人-ます｡■清浄な空気
火鉢や煙突なしス-ーブなどのように､部

帖のなかで､火を倣い唆妨をと-ます-'燃焼によって部槌のなかの酸素が使われ'….吹酸ガスが発作してきます｡この状態が進んで'部帖のなかの酸素が.aに減少する-､.坐:･ル乍燃焼がおこ-二酸化…炊素が碓t:してきます｡
部帖に…炊酸ガスが多少増えた-･-Jいでは､

竹命に別状はありませんが､.酸化･:収素となる-講は別です｡汁通の状態では､外の清浄な空範が苑'日か･烏丸管を適って恥にきますCここで血液は空ハ机から恨素をと-入れ､･:吹酸ガスと交換します｡ところが清浄であるべき外部からの空ハ八に.酸化…吹素が八･=まれています-'血液の酸右をとり入れる能力が許し-m･1E=されますo血液のなかのヘモグロビンが
l酸化…収束と結びついて'ヘモグロビンと酸

糸の結八日を妨げるのです.ヘモグロビンと酸化川炊素-の結人目力は､酸素とヘモグロビン

の結合力の.+○○～二.〇〇倍も臓- ､身体のなかで椴素欠乏状態がおこ-ます｡わずかの
'酸化…炊素の発て-三が命--になるのです.

冬にしめきっLJ部尾で'しばしばl酸化…炊

素の発作がおこ-'いLJましい事故にもなるのです｡もっとも'八問も食物を原料-して､熱を発竹するl椎の燃焼機関ですから､…炊酸ガスを出し､しめきっLJ部桜の火よ爪を汚すことになります｡部届で燃焼器は(を使用すると､
l酸化炭素中毒発生の危険性は'非常に人きいのです｡換気扇をまわした-'窓を開けた-してt LJえず部岸の空気に気をつけていなければならず､気の休まる暇がありません｡

床喝坊やパネルヒ-ティングの場Aclです-'
燃焼機器は外部にあり'暖かさのみが部屋のなかに導かれるから安全｡床喝塀でパイプに溢水を使う場4日は境界のための燃焼許はハによって､部帖のなかの空気が汚れるといった心配はあ-ません｡窓の開閉や換気.朋の操作のわずらわしさから逃れられますし､老人でこれらのこ-を忘れLJ-しても､昧喝脚は空気清浄の面からもかtt<仝-いえます｡(LJなかまさ-ト　昭利入学肋教授)

図2床温と不快さの関係 
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床畦房の家
､l健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

北海道/浜口歯科医院

温風暖房は患者さんには不快
だから改築して床暖房に変える

改築して床暖房を入れる
｢脱水式の床畷脚を兼ねLJ給湯設備を入れ

ている知人の満による-'峻かさが部帖乍体に広がって快適.LJt　というこ-だったんですよ.熱効率もいい､コス-も･ LVt(い-･三･･｣

浜日歯科医院の浜〓院長は､去隼人幅に改
築した医院の休に'乍面的に｢軸射熱パネル｣を敷きつめLJ動機をこう話して-れまLLJ｡

浜〓医院では以前'氾凪ス-ーブを倣って

いまLLJが'案内を暖める-いう点では:.LX此な喝はでした.

ところが温風暖.序では時に忠石に対して.I

快感をLJ,えることもあ-ます｡人間に-つて'増さをしのぐ-いうこ-は'- iiに熱すればい

い-いう-のではなく　何よりも‖然な帽かさ､変わ･LJぬ.SB度が必要です｡人肌をやさし-包み込むそんな快適さを'･1g(,さの厳しい北川で:.<呪させたのが'このi<畷川･拾似システムです｡

医院は的城の必.*な小持･ I.止多数の佃心符が山

人-する-ころ.快適さこそ必紫であるわけですo浜〓院長は､水道が凍結するほど･.I gf,い日でも人丈人L,ろうかと検討しましたが'日収低の拙度さえ保てばoKというこ-で導入に肺みきっLJ-いいますo

スタッフを喜ばせrTd院長の心配りで実現した床暖房
医院の改築に}-たっては通常めずらしい｢相

談宅｣まで独]化して設けた院にらしい心配り

が'快適な峻かさを求める要勢にも通じているようですo　この床喝坊は木質系なら､合板でもムク材で-oK｡また.コンクリ1-汁卜げ､タイル､タタミ竹けどんな妹材にも対応できるので'同.ii院では乍面的に採川しまLi,o
T-l初の設計では治療室の床はコンクリ1-

の計画でLLJが､板張りになりまLLJ｡そのいきさつは'｢歯科伏院ではh叱って什解をするので､コンク---床では身体によ-ないので'絶対に板張-にして欲しい｣という院長の強い要望によるものです｡ここでは'パネルの卜に板張りをして'その卜をコルクタイルで什卜げています｡
この･ tit相はスタッフの八を13:ばせてるそう

ですo｢機材;h-をしょっちゅう北いますからね.
igt,いのはこたえますが'床嘩坊のおかげで'氾

度長+にムラがな-常に峻かさがl･:心ですから'とても作業が架にやれるようになりまLLJ｣

2

0床暖房の待合室｡ス
タッフと患者の視線が

合わないようにカウン

ターを高くしたと設計

の桑原さん

床･長尺塩ビシート

◎モスグリーンの玄関

屋根がモダンな外観｡

2階は院長の両親が暮

らす住居



⑨　ヲ禁雪冨誓言o=慧蓋芸芸孟㌶ ④

えにくいように設計されています

床･コルクタイル

○床哩房の洗面所｡いつでも手軽に
お湯が使えます

○床哩房の消毒コーナー｡診療室内
にあります

床･コルクタイル

家族純収　入kL･( i=_人311k)

地域指定l:菜地域

地ペい率　6005

番il.i率　2000占

構造　鉄骨追2僻地で

敷地lld納/661.22m'(200.37坪)

収lhjhti　903.98.,･7( 273.94坪)

1　階　451.99m'(136.97坪)

2　聯　451.99m7(136.97坪)

休暇V,E /締付宅､診糠'半.技t'.'1号､ FEl,1炎'jご､ド'k

良'駕､スタッフルーム.化粧端､ †妙好.雌ド

統潟　7かliq

.没.汁　桑原測杭.乱汁■Ji掛野は原　一人

℡01582紋別3 -5542)

施l: lhJH r_掛h- (lLJJLLLl:.人

℡01582紋別4- 3382)

1脚かB,'施('. /浜ll'.EJ)も1二某所

竣l二EI=･月　60年3月

カメラ　TL'.膝戊抱

!13



床暖房の家
､､健康な住まいと暮らし〝を実現する

床暖房派か急増中

青森/北村さんの住まい

｢医者だからこそ健康に留意し

て床暖房を選びました｣

室内の空気が汚れず､暖かさも心地良い
北村邸は'落ち着いLJ券囲気を持つ､堂々

-LLJLJLJずよいの家ですo新築にあLJつて'北村さんは間取りやデザインだけでなく　健倭-いう点にも留意して'暖蛎設備を検討しLJという賢父派ですoお医者さん　(皮膚科医)である北村さんは'特に健康に影響を及ぼす暖虜設備の選択には慎重に取-組み､展示会にLJびLJび足を運び'そこでみLJ床暖房を施すこ-にLLJそうです｡

実際に使ってみての感想は'｢室内の空気

が汚れず､暖かさも心地良い｣-'子想通-の快適さを味わっているご様子｡奥さんにも｢足元から暖かいので台所仕事が大変楽にな-まLLJ｣と好評です｡実際に暖まるまで多少時間がかかることが'唯1の気になる点だそうですが'事前に″プログラムタイマー〟で調節して対処しているので'問題はないとのことです｡夢葦壷
0東南から見た

外観｡和風の落
ち着いた趣きが

あります

ですにで　ー冬ご屋適　　ツ○過部長　ぺ室でのは　一供足子房　力子素の哩　･〇も男床す床

間はきとをれ　　ん居部大光哩忘　たの口け腸のもんう房閑だ.然とせゆ哩のるり自こまじ床側きとうるい･◎南で-い採て床



0居間側から見た床哩房の台所･食堂｡
カウンタータイプの食卓で､台所と居間

のブースを分けています

床･じゅうたん

○奥さんと息子さん

◎床タイルの下に施した床哩房は､冬場
の浴室のヒンヤリとする不快感を解消し

てくれます
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家族構成/夫如( i三人44歳)

+√供2人

床暖房/fj:-間､食堂.台所､

和雀(4.51LE)､子供
'雀.L i給半

紙湖/5か所

設計/石川一敗地築土Ilf務所

施工/大林組(℡03火IJ-I;292-

1111)

床暖蛎施工/′肘中住設センタ
ー(℡0718八戸

44-2335)

竣工年月/60年10月

カメラ/斎部　功

○床哩房の和室｡掘りゴタツ
も床暖房の熱源だけで噴まる

しくみになっています

床･タタミ



床畦房の家
"健康な住まいと暮らし〝を実現する

床暖房派が急増中

青森/荒井さんの住まい

子供･L?･小十フ('竜孝な(:)て
LLF式を床暖房提要羅る青森児の..沢山は､積雪は30-40代ン-らい

ですが､寒さはやはりきびし- ､マイナス1 5度Cぐらいにな-ます｡

荒井さん宅も従来はFF式石油暖虜でした

が､下のお子さんがまだ小さく　やはり危険ということで､_ =j水式の床暖栃に変えました｡幸いに､施工業都の日日回橋さんの自宅の2隅が〝実験室〟になっており'荒井さんは実際に稼軌している部局を∴回ほど実地見学して､

｢これは理想的な喝坊｣と感心されLJそうです｡

荒井邸では.居間､台所､浴室などのほか

に廊卜にも施工しています｡｢子供は､学校から帰ると'すぐ素足になって走-也-ます｡なにか､活動的になったような気がします｣　(奥さん)

かり

また､｢空のコタツ-通電していない-をし

ていますが'床唆坊のおかげで暖かいですよ｣
(奥さん)

将来は'タタミの部屋にも'すっか-気に

入っLJ床暖房をLLJ-いうこ-ですo

○モダンな感覚
の住まいです｡

外壁はA L C板､
一部タイルでア

クセントをつけ

ていますo　左に

見えるのは病院
の一部です

医師の目で選んだ
｢理想的暖房｣

三㌍仁一㌧一､二一｣- ｢空コタツでも鰍､
忘i

ですよ｣と奥さん

0床噴房で暖かい廊下o冬場は"哩かさ〟が最良のもて

なしということで玄関ホールの床にも床暖房を入れま

した　床･ナショナルカラーフローリング(松下電工)

◎床暖房の便所　床･長尺塩ビシート



○玄関回り｡タイル貼りの玄

関回りがシックな感じです

｣

家族構成/大棚+ (･供2人

構造/木造2階建で

床暖妨//居間､台所.浴'半､

洗面所､便所､廊下

絵揚/4か所

設計/一級建築t二事務所･ 1.1･

娃設計

施工/熊谷工務店

味暖fh-施工/(恥･::;描(缶0176
･りこ53 4175)

竣工年月/58年6 ll

カメラ/ノ斎部　功

0床暖房の台所｡｢台所の作業も､足元がほかほか哩かくて本当に快

適｣ (奥さん)床･長尺塩ビシート

◎床哩房の居間o板の間で約15畳大の広さです　床･ナラフロIリング

iiia!　　　　　　Einh
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床雌房の家
"健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

東京/Yさんの住まい

0床哩房の食堂

床･オークフローリング

○南から見た外観

8

2×4の洋館は板張りの
床をはじめ全館床暖房

オンドルの心地よい暖かさは何よりのご馳走
Yさんの住まいは､医院との併用住宅です｡

2×4⊥法によるしょう柄な建物は'この⊥法の特徴の一つである断熱性に加えて'開口部には二重サッシを使-など'気密性や遮音件に老底が払われています｡
Y邸は床喝序を施していますo給湯を兼ね

LJこの床暖.坊は'住居部分と診癖所の全域にわたっています.玄関'廊下'納戸を除いて設置しLJ床暖房ですが､Yさんの床暖房導入の端初は､はるか大平洋戦争中にさかのぼ-ます｡｢戦時中'北海道の旭川に疎開していLJんですが､そこでオンドルを体験しまLLJ｡広い家の中でオンドル部屋はわずか一間でLLJがラッコの毛皮をしいLJ床の心地よさはLJ-えよ-があ-ません.物資のない時でLLJので､その暖かさが何よ-のご馳走でした｣

とYさん｡そんな長い思いが実現したのは'4年前に
新築LLJ-きでした.

木の床の床暖房は毒口同に気持ちかよい
Y邸では設置してから四回目の冬を迎えま

した｡床材別に快適さを見ると'木の床と長尺I JiJシ1-が極卜で'次がじゅうたんとタタミという順です｡Yさんのr想に反して本の昧がいちばん気分がよいそうです.しかも旭禁中専門家も心配していた木の床にはほとんど変化が出ていません｡

燃料は初牛度は灯明しかし'現在では貯
油タンク耶き場の乍情から郎心ガスに切りjnえています｡灯油から郡山ガスに準えたとき灯油よ-不日叫燃料代がかさむと党悟していましたが'案に相違して小火-すんでいます｡



床暖房の家
"健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

お医者さんのご主人が健康上
の理由から選ばれた｢床暖房｣

千葉/安達さんの住まい

○食堂側から見た床哩房の台所｡中央に調理台を兼ねたカウンターテーブルのある動きやすいキッチンです｡手前に見
えるのが調理も可能なストーブ　床･フローリング

20

○白と黒のコントラストが美しい外観｡ 2つのチムニ
ーがアクセントです

◎庭に面したガラス張りの開放的な浴室｡真冬など､

ともすれば寒々しい印象を与えそうな浴室ですが､床

哩房でタイルはいつもポカポカ

床･タイル

木の床で暮らしたいだから床暖房を選ぶ
木.a津山郊外の静かな住七地ですが'たま

LJまバス作が家の前にできたLJめ､パブリックスペースを2肝に卜げた逆払プランの住まいです｡医帥である埠.iの希望で､健康卜の理IEI Iから休畷坊が採川されまLLJ｡設計石は安達さんの高校の同級竹で'どちらかといえば奥様･.I +=導判の家づ--ながら'圧いの意思が通じあい､理想の住まいをつ-るこ-ができLJ-いうことです.

芥スペースがたっぷり-られたワンルーム

のLDKは=.=初からオール板張りの床にするr･:妃でしたので'板を傷めず巾接喝Wできる床暖好が選ばれました.暖かい地方でもあり'畷11..はこれで卜分なのですが､この家にはさらに..つのス--ブと暖炉が備えられています0-ビングスペースには日で火を楽しみLJいという家族の希望で､装飾川の暖かが'ダイニングには料珊川のストーブがインチ-アのアク七ンー-して引きL≠てられています｡

露天風呂の気分が楽しめる開放的浴室は床暖房で寒さ知らず

｢床唆LL..は高批にな-ませんか･1.'此接触れられる良さがありますね｡ス-ツパではわかりませんが､此接素足に触れた感じは-ても快･.過です.LDKが広々としているのはハ刈持ちが良いことでt rどももiS越をここでひろげています｡システムキッチンに特注の調即
ム=を加えて､仙いやす- 'しかも犬しくレイ

アウーしてJ･･i.いました｡足化が暖かいので広いLけち回りスペースも･.1=ではあ-ません｡まLJ床峻栃をして良かっLJのは水回り部分です｡杓に桁小.Sは問放的ですが堆いことはな- ､まるで拓.<瓜Hを楽しんでいるハ刈分です｣と奥さんはおっしゃいます｡
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◎床哩戻した広々とした食堂と居間｡大きいテーブルは､

子ども達は宿鹿､ご主人は新聞や書物を広げ､思い思い

にすごせる家族のターミナルです　床･フローリング

○床哩房をしていますが､ l■燃える炎を見てくつろぎた

い日という希望から作られた､暖炉のある居間スペー

スです　床･フローリング

21

巨琴ケ/.ノ11

0浴室隣りの床噴戻した洗面所､便

▲琴惑蕗　十　　　-

汀　rtよt-)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　._._　.-
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○安達邸のエントランス

所｡お年寄りにも安心して使える哩

かなスペースです

床･タイル

家族構成/大女(j1.人38歳) + /一供2人(女8歳､

4歳)

Jk'暇JJ]/fTl軌　食せ. I,I;A.''U､家'Ji'範.洗IrLI'l軒､

m'七､便IifL　･部TLi13卜　h'ii韻/6か1･J-r

休暇l)1施Ⅰ二/アイコー熱研l二第(℡03火三六8971934

竣1二年月/60flilOJJ

カメラ/人け静IIJ郎



床暖房の家
､､健康な住まいと暮らし〝を実現する

床暖房派が急増中

神奈JlI/塚原眼科医院

22

0床哩房を串入した2
階の眼科が評判です

室内空気を汚さず､お年寄り
の患者さん達に大好評

◎患者さんの待合室｡病人にやさしい温もり

○診察室｡場所をとら
ない床哩房は室内を自

由にレイアウトできま

す

床･長尺塩ビシート

移転時に持っていける設備なのが魅力
｢老人の患者さんが多いんですが'床暖序はうっとうしさがな-､室内の空気も汚れず､とても評判がいいですね｣

タイムスイッチを組み込んで､朝9時の開
業時間にはすでに暖まっているように使っているという塚原先生の感想です｡

駅前の-宝療関係のテナン-ビルの2階｡患
者思いの先生の個性が反映しているようでLi,0

以前は自宅兼傑院でLLJが､新築にあLJつ

てとり壊すLJめ'怯院を移設しまLLJ｡

新築の自宅には床暖房を入れるつもりでし

LJが'営業マンから｢自宅で使用する前に病院でLJめしてみられLJら｣とすすめられLJのが'導入の動機になったとのこと｡

近い将来'相模鉄道二俣川駅前にやがてス
テーションビルが建築され'将来はそこに移る王疋ですが､その場合も簡単に取りはずして移設することができる設備'という点も魅力だっLJとのこと｡｢流し台の中に小さな電気ヒーターを組み込み､そこで沸かしたお湯をパネルに通しているので､室内には余計な機械は1切あ-ません｡ですから'医療機器のレイアウ-も'なんの制約もうけずにできLJんです｣

新築を予定している自宅の完成が待ちどし

いと'やわらかな温もりの床暖房に期待を込めて話してくれよしLJ｡

株造/鉄筋コンクT)-ト造5階建で

床暖蛎/待合室､診療室

設計･施工/殖産住宅相互
床暖塘施工/'古土プラント･アルコ(℡03東成348-3801)

カメラ/佐藤成範



床暖房の家
､､健康な住まいと暮らし〝を実現する

床暖房派が急増中

静岡/竹沢さんの住まい

6 0畳の居間も床暖房だから快適

｢喝坊を選.A.iにしても､やはり健康を考えたほうがいいですね｣

と語るのは竹沢さんo　お什事は開業性です.
｢最近､温風喝塀についても問題があるといわれていますね｡空気を乾燥させてしまいますから､と-に小さい子供さんのいる家庭では'気をつけLJはうがいいと思いますよ｣

ポ油ス--ブは換気を常に念頭におかなけ

ればならないとのこと｡｢その点'i<喝坊は火に触れるこ-もなく伯険があ-ません.=%化から暖まる感触が-てもいいですね｣-話して-れまLLJ｡

建物は59年1 0日に･:･化成した･Jのですが'旧
住ばを取り壊したのではなく洩り廊卜がつけられています｡

旧住居の時代から電気式の床暖房を使って
いましたが'新築するに当たって､｢燃費が安い｣からと'この床暖房に切-換えたとのこと○

子供たちも'｢家に帰れば暖かい｣と大変喜

んでいるそうです｡

長い間'療養中だっLJ奥さんがと-に'従

前床暖房が好きで､床に足を伸ばすなどしてその上にキルティングをかけ､やわらかな温ち-を味わっていたそうです｡

竹沢先竹は､家については間取りを広-と

りたいと思い'.iE間などは60思Fjもあります｡それにホームバーをつ-り､お客さんをた-さん招いて､人の集まる楽しさを好んだ奥さんを喜ばそ-としLJのですが'新居には4か月幕らしLJあと他界されL,とのこと｡

それが'せめてもの供養と語っていました｡

｢医者だから暖房選びも健康面

を重視し床暖房に決めました｣

床暖房の居間o　奥はホームバー

床･じゅうたん

居間にあるホームバー｡カウンター内も

床哩房

竹沢先生と3人の子供たち

家族構成/ i三人(44歳)+ (･伏3人(女14

歳､ 9112歳･ 6歳)

構造/鉄筋2聯姐で
1人曲桃/303m,(91.82fI;･)

1　附/220m7(66.67坪)

2　聯/ 83mt(25.15坪)

煉暖Ii/居間, fTJ好

段.汁･施工/ユタカ確澄(℡0545'I:I.'1-35
-0005)

床暖lJ).施工/I.･;･,'士アセチレン工澄(℡0545

杭士61-3195)

竣l:年月/59年10月

カメラ/砧崎　徹

23
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床暖房の家
､l健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

静岡/鈴木さんの住まい

｢空気が汚柵乾燥しないので健康･

快適さは他の暖房では得られ机1｣

0南西から見た外観｡西側の三角の
出窓がついた部分が診療室ですが､
ロールブラインドを使ったり､待合

室の椅子もキャンバス地であったり

して外観とピッタリ

01階の応接室､玄関を見下ろした
ところ｡左手は居間｡ドア向こうは

吹き抜けになった玄関(玄関ホール
は床暖房)

1_　床･フローIJング

しゃれたデザインの歯科医院家を建てる時にぜひ-も考慮しなければな

らないものの一つに暖房の関越があ-ます.さまざまな暖房機器が開発されLJ今､より快適にすごすことができるか所かは'機器の選択など'家を建てる際の十分な検討にかかっています｡中でも床暖房は'その快適さでは右にHlるものがない｢唆坊の王様｣といわれていますが'家が建ってから設吊するには経費がかさむので､特に事前に考えておかなければならない喝序の｣つです｡

鈴木さんは'新築の際'家の･h要な部分ほ

とんどに温水床喝好を施し'-ても快適にすごされているとうかがっLJので､さっそ-Jk材にうかがいまLLJ｡

鈴木邸は冨土山の塩近-の川園風景の中に

ある'現代的デザィンのしゃれた歯科医院仲川住七.-隅が一三に診療所'2肝が住まいになっています｡家令+体-しては､｢暖かくて明るい家'服でいえばカジュアルな感じ｣というのが鈴木さんのイメージ｡｢暖かい家｣に対しては床喝明　｢明るい家｣に対しては火窓が･1人されLJことが､この家の人きな特徴です.
プランの特徴-してはまず'人様根で吹き

抜けになっていること｡｢触転ができてもったいないからって'まわりからずいぶん反対されたんです.でも開放感が捨てがLJ-て｣と鈴木さん｡診城の際'患者さんの圧迫感をな-す､という配慮もあってのこ-です｡

また東側の申ほどがへこんだプランになっ

ているのは､-附の技仁･:毛のHTLJ-を考慮したのと'2隅の真ん中に水回-を持ってきたので､風通しを良-するLJめです｡--寸かり
･とりのためにつけられた人窓も'開閉できる

ようになっています｡

24



◎台所から見た食堂･居
間｡プラスチックサッシ
の窓は結露しにくいとい
います｡梯子を上がると

居間の吹き抜けと小屋未
を利用しT:物置部分があ
ります｡遊びの空間です
が､気のおけないお客様

を泊めるのにも使います

(床畷房)

床･フローリング

0吹き抜けの小屋蓑から見
下ろした食堂･居間

建築費/5.000万円

家族構成/夫婦(主人35歳) +子供
1人(男12歳)

木造2階建て
床面積/348.614m2(105.45坪)

1階/199.781m2 (60.43坪)

2　階/148.833m2 (45.02坪)

建物設計/アピタ(℡03東京407 2333)

床暖房施工/富士プラント･アルコ

(℡03東京348-3801)

カメラ′/佐藤成範

0主寝室｡ガレージの上にあ
たります｡天窓からの月が鏡

に反射してロマンチックだそ

うです｡右手奥に小屋裏利用
の広い納戸がついています

(床暖房)

床･フローリング



-プ

0和室｡タタ三と掘りごたつの下に床暖房

◎床喝房の台所　床･オークフローリング
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家族構成　大如( i:.人56歳)+ (･供1人(lJ131歳)

構造//木造2際娃て

敷地L而桃/ 253.8117･7 (76.91坪)

J人面fI.i　ノ280.14m7 (84.89坪)

1　階138.52rnz (41.98坪)

2　階141.62.,･7 (42.91坪)

昧暖JJj/武関､榔下､納戸等を除き1肺､ 2肝とも乍
'半(診蝶所部分t.丹む)

Thi畷l/,E施~Ⅰ二/アイコー熱研Il.莱(℡03水成897-9341)

竣1二年月/5711:･5月

カメラ/ 1二1二　宏

建物が気必･:性のh‖回い2×4の構造だからで

しょI70



◎白と焦茶のコントラストがシックな台所｡収

納部が多く使い勝手がよくなっています(床哩
戻)

床･フローリング

温水床暖房崖給湯設備の充実
i<畷好はコスー面を除いては､他の暖.坊を

はるかにひき離しています｡吃燦がないこと温風の.<快感がないこ-､床から大作まで溢度差がないこせ､宅内の宛に八メ1を汚さないことなど､健康面､快適さからいえばやは-床峻
-描-いうこ-になるのでしょう0｢いろいろな

人から評判は聞いてまLLJL､.つ-らいはぜいた-してもいいんじゃないか｣-鈴木さん｡特に鈴本邸の場八日､かなり広範囲の吹き抜けがあること'ヒ--ポンプ式では鈴木さんの家の辺りでは良冬にきかな-なってしま

○洗面所｡天窓で明るさいっぱい(床哩房)

床･カーペット

ぅこと､これを補うには床暖房が一番です｡まLJ冶蝶には必ず給湯のLJめのボイラー室が必要ですか･㌧　どうせボイラー賓をつ-るのなら'ということも理由の.つLJつLJようです｡ちなみに鈴木邸では､-隅の診療所-2隅の居室の廊卜を除-ほ-んど令字に床喝伴を_没吊しまLLJ｡

ここでちょつ-八八になるのは'やはりコス

-而ですが'この妹喝坊はランニングコス-が特に:Vt(いこしit畷坊のユニッ-‖体が強

_.i.

靭な根人として倣川できるので'.1倍の軽減ができるというメ-ツトもあります｡施しもユニッ-組み合わせ式のLJめt M心っLJほど人がか-でないのでホッとしまLLJ｡

鈴木邸は床唆坊のおかげで｢もうよその家

へは行けな-なっちゃいまLLJ｣-いうほどの暖かさですが'その喋かさの理由はもうつあります｡それはプラスチックサッシ-ペアガラスによる関目部の断熱です｡_;部による放熱がいかにロスの人きなものであるか'設計芥の原川瀬'さんは指摘します｡｢輸入クロスなどを使って内装にお金をかけるより関目部の断熱を卜分にしてほしい-思いますo喋は真っ日でも構わない｡そのほうがベッドカバーなどのファブ-ツクも楽しめます｡昧唆坊も人･=めて､後から改装しに-いものは'絶対に.期｢事でやってお-べきです｣と強凋しています｡

給湯も允災しています｡診城所もふ-めて

1 2-1 3か所の蛇日は､乍部拾似できますo

26

◎サウナ風呂もついている浴室(床
哩房)

床･磁器質タイル



床暖房の家
Il健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

千葉/国立療養所･千葉東病院

冬季でも春先に日なたぽっこ
をする気分

仁=7
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｢これで子供達も寒さから
開放されます｣

｢--にから.LJの弱い.｢供LJちですからね､冬でJ風邪をひかせるわけにはいきません.そこで今隼八;､.｢供たちのプレールームに
.温水式床唆帖を導入しLJんです｣

川立療適所･千葉束病院庶務課の照沼さん

はこういって節.屯症心身病棟を案内して-れましたo同病院の求心病棟には.1`〇人の患者が入院していますが'うち川〇人が入院する節.病棟では今年庄'増築工事が行なわれ'倉庫-カンファレンスルームのほか約1 7坪のプレールームもできたのです｡｢以前のプレールームは狭-て､.十伏LJちは

交代で仕っていたんですが'これからは則九時から川時まで､みんなでこの部輔で'茄雌如たち-.緒に過ごし'食事をするんです｣
第一病棟如長の卜村さんの満をき--'ふ

れあい-スキンシップの場であるプレールームはとても屯.*な部描なのです｡｢p..)比のように.｢供たちはt L叶って歩行することがむずかしく　は-んど寝た状態です｡寝返りをうつのにも茄_穫加の助けが必.*なんです0-ころがふつうの唆Wは岐かさがみんな人井にいってしまって､L?.って歩きまわる私たちはまLJいい-しても､-供たちにとって肝心の妹はヒヤヒヤしているんですね｡,㍗供たちはきっと寒かっLJことだと‖心います｡ですから'この床唆坊によってずっと改.iQf=されるのではないか-期待しているんです｣(ド

28

0正面の全乱今のところ床暖房の部屋は-
か所だけですが､きっと希望は増えていくの

ではないかと事務局では予想していました

◎千葉東病院の入り口｡
内科､神経内科､呼吸器

科､外科などがある総
合病院です

床暖房施工　富士プラント･アルコ(℡03東京348-3801)

カメラ　宮下信治



村さん)｡

床暖房の導入に踏み切ったのは厚生省の出
先機関｡同節の担当技官によると'と-に寒い雪国からの希望が多- ､自分も様々な暖房を研究しLJ結果'温水式床暖房が適しているとの結論を得たとのこと｡｢まず省エネタイプであること'室温が均1化しているこし　空気も乾燥しないなどのメ-ツーがあ-ますね｡患者さんに-つては､冬でも､春先に口なLJぼっこをしているのと同じ快適さが得られますよ｣

こ-語る野崎技官は'老人保護施設はもち

ろん柄院全体にも導入したいが'千第枠があるので､順次計画的にすすめざるを得ないと話していまLL,o

千葉東病院のプレールームには'象や熊な
どのぬいぐるみがあ-まLLJ.入院している子供たちの誕生会もこの部屋でもよおすとのこと｡

床面に置かれているのは自記室温湿度計.
床の温度を何度に保つか'厳しい寒さの冬を子供LJちが快適に過ごすLJめに'係の人は細心の注意を払っていましたo

0第一重心病棟の
一部o左端が増築

された部分｡手前

がプレールームで

すo　この部屋は看

護婦さんが子供T:
ちに本を読んであ
げたり､お話をし

てあげる療養上大
切な場所C　子供た

ちの健康を第-に

考え､床暖房によ
るはじめての冬を

迎えるにあたって､

室内の目線の高さ
と床面の温度を2
つの温度計を使っ

て綿密に計測して
いました

◎床喝房を入れたプレ
ールーム｡ ｢子供たち

のからだの動きや日の

配りを見ていると､み

んなこの部屋が好きな
んだということがよく

わかります｣と下村さ

ん

29



暖かい床で

冬季も伸び伸びと暮らす
床雌房の家
"健康な住まいと暮らし〟を実現する

床喋房派か急増中

長野/国立小諸療養所

寝そべる患者さんはポカポカ陽気にのんびり
小諸心の冬は､積ヤーは少ないですが寒さは

人変厳しく　気温は例年零下1 0度前後です｡

床暖房の効果に注目した関東信越地方医務
局営繕課は'管轄卜の病院等施設への導入計画をすすめていますが'要望の雌かった回し帆小諸療養所でもt m年目〓1日か･㌧　屯才11ミ心身病棟のホールにはじめて'溢水式の床暖扉を入れました.

施設管押部の西川さんによる-､ヤ均年齢

26歳-らいの入院恩満さんたちは､日中､病

室から出てホールに寝そべって過ごすこ-が多いので'まずこの部帖に床畷Wを入れたとのこと｡

ホールを利川するのはし病棟火とL病棟西
の人日計70人の忠荊さん.

同病院では健康維持のLJめに+･址から日光浴

を積極的に奨励しています｡｢寒-なって-ると部帖は閉め切りになるので､ht削牛後の2回換気をします｡でも‖}IL,-のいい目でないと寒いですからね｡いつも人‥八に左右されるんです｣と､過去の冬場の辛さを語るのはれ護卜さんo

tな暖房は出帆暖lWですが'温度ムラがあ

るので患者さんの健煉維持のために気を許せ

ませんでした｡｢いつも交代で'温度をみながらこまめにスイッチを切っLJ-入れた-しまし1Jね｣

忠芥さんたちは'日中'病名から川てホー

ルに災います｡年齢層は川歳以卜から50代まで幅が広いので､肴遡上むずかしい_ ･Jあるとのこと｡それLJけに快適な環境が望まれていましたが､今では冬でも'ホールはポカポカ暇八八となりました｡｢ふつうの唆好は宇内の空‥刈がかわ-ので風邪をひきやす-なるんですね｡体力の弱い忠芥さんにとつては人敵です｣
こうT=るれSEI:捜- ‥さんは､ホールの床畷蛎に

期待を寄せています｡

30

床哩房施工　富士プラント･アルコ

(℡03東京348 3801)

カメラ　栗原宏光･宮下信治

0国立小諸療養所の入り口｡緑が豊富で良好
な環境にありますが､冬場はとくに重症心身

病棟の患者さんたちにとっては厳しい寒さと
なります

◎正面玄関をのぞむ.寒いときはマイナス18

度を記録することも｡関東信越医務局の話で
は､体力が相当弱っている患者さんの場合は､

特に肺が侵されやすく､哩房の種類によって
はむしろ害になることもあるといいます



よ

ll.｣山酎1.

藍

◎重症心身病棟のホール｡

冬はほとんど毎日､室内で
の生活になります｡それだ

けに､病室を出て､この広
いホールで過ごす時間は､

とても貴重なふれあいの場
です｡ホール全体の床に､

ポカポカと肌にやさしい温
もりが伝わり､患者さんた

ちは快適な冬をはじめて過
ごします

31

0ボイラー室内部｡ホールの床
下に配管されたパイプを還流す
るお湯の自然な温もりが､部屋

全体を包みますo　以前は床と天

井の温度差は3､ 4度あったと
のこと｡温度ムラのない床哩房

は省エネタイプです

○小諸療養所からは､床暖房に
してはしいという要望が､早く

から関東信越医務局に寄せられ
ていたとのことo　やっと61年の

冬､ホールに導入され､ゆった

りと患者さんがくつろいでいま

す



○広い遊戯室には床暖房が新設されまLた｡左
手に張り出したガラス張りの部屋は記録室です

もt l､一､

◎リネン室

○遊戯室に隣接して左から休憩
室､診察室､記録室が並びます

I-I

32



＼

◎遊戯室の見返し｡正面には浴室､
リネン室､便所が隣接しています

◎便所にはセンサ
ー(壁付き)が取

り付けられ､人が

通ると感知して自

動的に水が流れま

す

､ ●:.lt

仁

i 】 i 汁 一 �.db�ﾆbﾂ��Cﾒ譏皞謄ﾙ<Xｩ��腎笹 i.-一㌔'ト.1 ー ��ｸ�厩ﾒ�ｦ��1,:a �9b粐ﾆvｴS｣ｴ��mｨ�B��｢��返b�】 -二㌧-J I 逮-i-I-- 
~一~→■■■` ��

! ��jL 優｢���l 』L■三M I 

】且:i:■■■1-還':.㌔- 

-一弘漂r.-:W-.翳.i I,.--dぜ 劔 ��

33

◎遊戯室の奥に続く

病室o　将来ここにも

床哩房が入る予定で

す



床暖房の家
Il健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

広島/高陽第一診療所

クリーンな床暖房はお年寄りや
子どもの患者への思いやり

封流式に比へ細雨の混じちな机床暖房は衛生的
冬になって畷-jfをし始めると､家の小の鉢

植えの帥物がしおれてしまう､というような講をよ-耳にしますが'これは畷W機かrl吹き目す.温風が原囚のようです0人川でも敏感な八は比煤でのどがと-ヒ-したり､凪にさらされること‖体を.<快に感じ1Jりします｡健康な人でもそういうことがあるのですか･し病人ではなおさらのこ-｡また'=B凪式では空
ハ丸をまわすので､病院などの場合'空式中の

柵向をかきまぜてしまうおそれ-あります｡その点休畷妨なら帖射熱で室内を暖めるので､‖然な暖かさで衛竹的'｢からLJに良い噴け｣といわれるゆえんです｡

こうした点を卜分認識して広砧の;‖回似弟.
診偵所では'からだに良い休喉仏を病院に仕っています｡新築時に'診察室から待人‖室'廊

卜､便所にいたるまで､凪除･lltr=以外はすべてit畷帖を施しました｡｢内科､小=･ル科が専門ですから､抵抗力の弱いお年火=-千.トビも連が多-米托しますo対流式よ-､雑向が混じらな-て山小片に良いのではないかし　設計の中塚さんからすすめられて--｣と乍務長の森さん｡｢それに火を･lIや内に持ち込まないのでまった-･1女全ですLt　排ハ刈などで空‥八が汚れないこ-も､忠芥に-つて人変良い-考えたか
･トです｡取り付ける畔はちょっと韓日がかか

りますが､熱源は灯油にしたので結局は経済的ですね｣

専門家も太鼓判を押す優れた床暖房
設計の中塚さんも｢;it喝Wはイニシャルコ

ス-が高いけれども'喝坊としては.芥良い方法だ-H心う｡また同じ休暖.Wでも小心八八パネル式のものはランニングコス-が高いので､

せっか-入れて-iqJ際には仙われでいない所もある｣という講をしています｡その点､この床暖房は熱源はいろいろ選べますが､この診療所のように､一番安価な灯油を選べば､かなりコス-を安-あげるこ-ができるのです｡

また昧喉仏は帖射熱喉仏なので'いかにも
｢唆坊しているぞ｣-いう感じでな- ､ソフトな境かさといわれますが､ここでも｢じかに岐かさを感じないで'-でも気持ちがいい｣と小心･tさんLJちからも入神判とのこ-でヰo

L,LJ'つ'ボイラー斤が近所迷惑にならな

いかという心配があ-ましたが'ブロックを損んで過汗するこ-ができました｡
2'3肺は院k光小の住まいで､やはりム‖

巧　沈めi仰､便所'浴iq=には収唆.iWをしています｡.度では人変なので'将華.期.i.Iiで'寝耳などの居宅にも床喝坊を施すナ定.LJそうです｡床畷Wの気に入りようがよ-わかります｡

0病院らしくないソフトな外観o打ち放

しのコンクリートに大屋根､ガラスブロ

ックをはめこんだ待合室の壁のゆるやか

なカーブが親しみを感じさせます

○床暖房の廊下｡病人にとっては少しの

寒さもこたえます｡おろそかになりがち

な廊下の暖房も床暖房なら場所もとらず

楽にできます

床･ Pタイル

J脚か)j　診'2;R-'範.曳付射,.i.子!i分'jL:､

レントケン'l{､ `L5才lLJ'lr'範､院止

'11'､丁場沸かし'範､ TIJil･斤･

約湖　4かI好

.没.il AA.没.il'i: (lIlYi糾J人℡082JiJ.:i

292-0456)

施IL.日野.L (1'･本性友　℡08211J".i 244-

2111)

Ij､暇lJ)'施Il.橋本廃業

竣1.1l:･‖　60Zr-4日

カメラ　戯Ilr.川Fifi



◎ガラスブロックを通した日差しが柔らかい

待合室｡椅子をつけた壁をカープにしたのも.

丸みを持たせて老人や子どもに価しい感じを

与えるためです｡床哩房なので､赤ちゃんが
ハイハイしてしまっても冷たくありません

床･Pタイル

◎開放的な受け付け｡このように開放的にで

きるのも､空気中の雑菌を混ぜない衛生的な

床哩房だからです

床･Pタイル
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○診察室｡患者さんだけでなく､お

医者さん､看護婦さんたち､病院で

働く側の人々も､床哩房の快適さを

満喫しています(床哩房設置)　　　0床暖房の便所｡老人医療に特に力

床･Pタイル

∫.JIY巾--･-

を入れているので､手摺りなどの配

慮がなされていますo　老人には急激

な温度変化は危険｡床噴房のおかげ
で待合室や廊下と同じ哩かさです

床･モルタル仕上げ

=至を二二ヨ
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