
Medical Life Service

病院の特別個室
～患者様に必要な入院環境を提供～

期待に添える特別室

患者様の快適入院環境

患者様ケアのしやすさ！

介護しやすい動線、患者様が動きやすい配置

配置変更出来る入院家具、行き届いた備品配置
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基本理念

特別個室の種類４タイプ

＊全てフルオーダーの特別グレード個室タイプのご用意もございます。

患者様に必要な収納

品番 面積 設備

1 MLS36 約１８㎡ トイレ付、ユニットバスなし

2 MLS46 約２４㎡ トイレ、ユニットバス１６１６付

3 MLS56 約３０㎡ トイレ、ユニットバス1616付

4 MLS465 約５４㎡ 前室、トイレ、ユニットバス1818
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病院に来られる全ての患者様が入院する時には不安、不快、苦痛などいろいろな問題を持たれておら

れます、我々はその不安、不快、苦痛などを少しでも和らげる入院環境作り（Medical Life Service）

をサポート致します。

患者様が入院時（2～４週間程）持参される荷物、備品類入院時の服、洗面用具、化粧品、筆記用具、着替

え用の下着・衣類、生活用品（コップ、箸、スプーン、スリッパ、タオル、バスタオル、髭剃り、ティシュ、眼鏡、時

計、ドライヤー、パソコン、携帯電話、本など）これだけの荷物、を収納されるスペースの収納家具が必要です。

（患者様は常に上を向かれている）

ベッドを中心とした照明器具の種類・形状・天井の構造などを取り入れた配置を基に考え、医療行為に必要

な明るさを保ち弊社独自の経験から生まれたデザインを取り入れ、患者様・スタッフの両面から喜ばれるデザ

イン・設計の照明計画を提供致します。

照明器具



照明器具の種類

埋込ホスピタルコンフォート+壁付型ベッドライト

患者さまへのグレアに配慮した、埋込
ホスピタルコンフォートと壁付型ベッ
ドライトの組み合わせで、病室に明る
さ感とベッド面照度を確保。また、ス
リムなデザインで天井面スッキリ。よ
り快適な照明環境が実現。
〔光源遮光角45°タイプ〕
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明るさの変化 起床時、食事、回診、来客時、通常、睡眠などの変化が有ります、この変化に患者様の心

地よい明るさの変化を提案致します。特に消灯時間後の睡眠時間中の明るさについては、各自患者様の好

みが違い、自分の好みに合った明るさを選べます。

（例） 個室入口廻り ダウンライト（DL）

ベッド廻り 間接照明、読書灯、フットライト（床頭台下部）

ベッド中央はスポットライト（回診医療用）

全体 ダウンライト（DL）カバー付 調光器付仕様

トイレ ダウンライト（DL）

シャワー室・浴室 ユニットバス、シャワー室仕様に準ずる

前室 ベースライト（蛍光灯型のLED照明器具）



基本収納家具 （フルオーダー商品ですので寸法は自由です）

床頭台鍵付 TV台

ロッカー
開き戸棚

引出し棚

デスク

トランク台

金引出

引出し

開き扉

棚板

スリッパ入れ

下足入れ

開き扉

棚板

天板 メラミン化粧板

外部・内部 ポリエステル合板（ホワイト /ナチュラル /ダーク）

引出し

引出し

引出し

引出し 引出し

棚 棚
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■ ロッカー 入院時の服・靴の収納、入院中の着替え用下着・衣類の収納

■ 床頭台 鍵付き引出し（貴重品入れ）、筆記用具

■ TV台 天板上部はTV、盆引出しにパソコン、下部収納には入院生活用品

■ 引出し棚 長期入院の場合は衣類も多く区分け収納が必要です。

■ 開き戸棚 箱系の荷物の収納。（電化製品、お見舞い品収納）

■ デスク ホテルデスクの形でちょっとしたデスクワークに使用できます。

■ トランク台 入院する際の荷物バッグの収納。

■ 椅子、ソファ、テーブルは個室の広さによって選択できます。

ユニット家具 各種多様なタイプの家具を選べるユニット（４種類）

基本収納家具、ユニット家具図面



特別個室 プラン（例）

■1 特別個室MLS３６ プラン １８㎡ （広さによってプラン致します）

病室設置家具・備品 ベッド、床頭台鍵付、TV台、洗面台（混合栓）

ロッカー、冷凍冷蔵庫、来客用椅子、テーブル
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■２ 特別個室MLS４６ プラン ２４㎡ （広さによってプラン致します）

病室設置家具・備品 ベッド、床頭台鍵付、TV台、洗面台（混合栓）

ロッカー、冷凍冷蔵庫、トランク台、来客用椅子、 テーブル
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特別個室 プラン（例）



■３ 特別個室MLS５６ プラン ３０㎡ （広さによってプラン致します）

病室設置家具・備品

ベッド、床頭台鍵付、TV台、洗面台（混合栓）

ロッカー、冷凍冷蔵庫、トランク台、引出し棚、

デスク、デスク用椅子、来客用ソファ、テーブル
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特別個室 プラン（例）



■4 特別個室MLS４６５６ プラン ５４㎡

（広さによってプラン致します）

病室設置家具・備品

〈前室〉 ロッカー、

トランク台、開き戸棚、

引出し棚、デスク、

デスク用椅子、

冷凍冷蔵庫、ソファ、テーブル、

飾り棚、カウンター

〈病室〉 ベッド、床頭台鍵付、

TV台、冷凍冷蔵庫

洗面台（混合栓）、

椅子、ソファ、テーブル

上記の4プランはあくまでも基本プランです、各病院によって広さ、階数、電気、設備、防災を含め異なる条件になります、

弊社では面談打合せにてご相談を受け賜ります、お気軽にご一報頂ければ幸いです。
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特別個室 プラン（例）



TABLE
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■特別個室プラン作成の為のチェックリスト

□1 フロアー内の個室の場所はナースステーションからの距離、バランスなどを考慮。

□2 ベッドの種類は患者様にとってはリラックス感、スタッフにとっては便利・ケアのしやすさを、
もちろんメンテナンスの確約も。

□3 ベッドテーブルは大きさ、形の確認（使いやすさ重視）

□4 ユニットバス・シャワー室は乾燥暖房付きとバリアフリーにする。

□5 ナースコールとベッド側壁面の酸素・吸引の位置確認。（線が絡む）

□6 窓の遮光を考える。カーテン、レース、ブラインド（縦・横）、ロールスクリーンなど。

□7 照明器具 形態：全体照明、部分照明、間接照明など
種類：ダウンライト、スポットライト、ベースライト
場所：全体照明、検診照明、本読み照明、フットライト

□8 スイッチ 回路はご相談のうえ決定。集中スイッチパネルなど

□9 建築基本コンセントの他に患者様が必要とされる数。
基本コンセント：医療用、TV、冷蔵庫、掃除用、予備
患者様持込み用：充電用（携帯電話、ＰＣ、髭剃り器、電動歯ブラシ）ドライヤー、ゲーム機

□10 冷蔵庫（冷凍付き）、TVの大きさ（TV台参考）

□11 空調機は個別エアコンにする。体感温度が各自違うので、自分で温度設定ができ直接風が患者様
に当たらないようにする。

□12 一部壁面をアクセントカラー、絵画など飾り病院感を無くす工夫。

□13 スリッパは従来型、使い捨て型など用意する。

□14 タオル、バスタオル支給 タオル×2/バスタオル×2 毎日支給。

□15 パジャマ毎日支給。

□16 シーツ、枕カバー取り替え。取り替え日を設定する。

□17 固定電話回路（外線、非常の場合など）

□18 家電貸し出し。電子レンジ・電気ポット・オーブントースターなど

□19 床の素材は汚れが目立たない品のある色、耐薬品性素材を選ぶ

□20 壁の素材 不燃100％品ビニールクロス（簡単に貼り替え可能）
ストレッチャー、車いす、歩行器など壁に当たるので、床よりH＝40㎝まで硬質材で仕上げる。

□21 天然素材 不燃100％品ビニールクロス（簡単に貼り替え可能）

□22 ユニット家具の選択 種類を準備しておいて患者様の病名・使用勝手などにより選ぶ。

□23 ゴミ箱の用意 ベッドサイド、トイレ、ユニットバス内、デスクサイド
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ご相談受付（無料）

FAX 06-6352-0181 Mail info@m-realtor.com

病院名

氏 名

ご住所

電話番号

アドレス

訪問日 第一希望 年 月 日 / 時間 ： ～ ：

訪問日 第二希望 年 月 日 / 時間 ： ～ ：

ご相談内容

■

■

大阪

東京

大阪府大阪市北区天満4丁目4番15号

Tel 06-6355-4969/Fax 06-6352-0181

東京都港区南青山4丁目1番15号

Tel 03-5786-1013/Fax 03-5786-1014

Mail info@m-realtor.com
HP      http://www.m-realtor.com/

株式会社メディカルリアルタ

年 月 日


