
ヘルスケアにおけるデザインソリューション

Design Solutions in Healthcare

ガラスウォールシステム

FASCINATION GLASS



MEDIK社の町並

02 Unternehmen / Company



03 Einführung / Introduction

ガラスの素材としての優れた性能は、数千年もの間語り継がれてきまし
た。現在、多くの分野で使われているガラスの大部分は珪砂でできていま
す。そして私たちもその類の無い性質を知っており、手術室やハイブリッド
手術室、内視鏡室、また、CTやMRI室などの設計に使用しています。医療
の専門家も患者も、ガラスで創造できる機能性とユニークな特徴を、高く
評価します。

このパンフレットを使って、皆様に、独自のご要望に添ったガラス空間を、
どのように設計するかをお見せしたいと思います。プロフェッショナルが
扱うガラスによる、壁、ドア、天井、キャビネットやシェルフの見事な変身
ぶりに驚かれることでしょう。この素材はMEDIK ホスピタル デザインにと
って、建築および機能上の要件を完璧に共存させる物以外のなにもので
もありません。既に世界各国に、お客様の満足を頂くことのできた最高の
品質基準を基に造られた260以上の部屋がそのことを物語ります。

ジョンポール・イスレオ トーマス・リュトケ・カッペンバーグ

MEDIKホスピタルデザインへようこそ

”私たちのガラスです“



04  Glas / Glass

ガラスは優れたマテリアル

極端に丈夫で耐久性を有しそして機能的、さらに衛生面で
求められる最大限の要求を満たし、火に強く環境に優しい。
ガラスは非常に優れた素材です。特に病院のような医療分
野においての、手術室のプロジェクトマネージャー、デザイナ

ーやプランナー、また外科医や他の医療関係者の期待を裏
切らない材料は、まさに「ガラス」なのです。

「ガラス」は 9000年も前から知られていますが、今日にお
いては、衛生、安全性やデザインを同様に重視するお客様
にとっての近代的ソリューションになっています。加工にお
いては無限の可能性を持っています。それは「デザイン」とい
う分野においても同様です。例えば、全てのカラーや図柄あ
るいは写真を使用することができます。さらに、ガラスは完
全にリサイクルできるので、環境保護にも貢献します。そして
他の材料とは対照的に、ガラスは経年劣化しないので、設
置後の年数が経っても、まるで新しいソリューションである
かのように見えます。



なぜガラスを手術室に?

老朽化しない 
クリーニングが簡単

衛生的
環境にやさしい

透明である

05 Glas / Glass

衝撃と傷に強い 
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07MEDglas Produktpalette / MEDglas Portfolio

WALL

VIEW MEDガラス
ポートフォリオ
MEDガラスウォール

MEDガラスドア

MEDガラスライト

MEDガラスシーリング

MEDガラスビュー

MEDガラススペシャルズ



MEDガラスウォール

08 Produkte / Products

MEDIKホスピタルデザインは、「MEDガラスウォー
ル」で「壁」という概念を新しく定義します。光を通
さないウォールユニットの代わりに透明な、光を通
し、心の安らぎを作り出す快適な部屋を提案しま
す。MEDIKはガラスと光をまったく新しいユニットに
融合し、最適な手術室環境を提供します。

ガラスパネル上には、写真のような高品質３次元印
刷が可能です。また、手術室や内視鏡室・MRI室など
のために開発されたライティングコンセプトは、快適
さと集中力を促すだけではなく、衛生面や安全面に
関する要求事項をも満たします。

Wandansichten eines OPs // OR wall drawings
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MEDガラスウォールは厚さ10mm強化単板
安全ガラスでできていて、既存の壁あるい
は間仕切り壁に取り付けることができます。
下地は、手術室および集中治療室や内視鏡
検査室のような医療に用いられる部屋を造
るために設けられている極めて厳しい品質
規定に適合しています。このシステムは、完
全に密封されるウォールエレメント(壁部材)
とシーリングエレメント(天井部材)から成る
モジュール式のユニットです。下地は防火・放
射線防護および防音に関する全ての規格に
適合しています。ガラスウォールの重量は全

て床に掛かります。そのために、板厚 1.5mm
の折り曲げ加工が施されている鋼板製のフ
ロアプロファイルが使用されます。これらは
できあがっている床に固定されますが、壁の
レベル調整を容易にする調整機能付です。

アルマイト処理済みアルミ製のシーリングプ
ロファイル(コーナーアングル)は、ガラスウォ
ール上部の隙間を完全になくします。下地の
フレーム間は、医療ガスや水道の配管、電線
やネットワークケーブルの配線に使用するこ
とができます。同様に防火・防音あるいは放
射線防護などのための設備を組み入れるこ
ともできます。下地のドア部分は扉の動力の
設置を容易にするために補強されています。

MEDガラスウォール
フィックスの場合、ガ
ラスパネルを後続壁
とともにねじ留めする
下地に貼付します。そ
のため、壁の厚みを
極力減らすことがで
きます。

MEDガラスウォール
モジューラー工程の
場合、ガラスパネル
を下地にしっかりと
ねじ留めします。パネ
ル間の隙間はシリコ

ーンで密閉されてい
ますが、必要があれ
ば、簡単に取り除くこ
とができます。ガラス
パネルの取り付けや
取り外しは非常に簡
単です。

Produkte / Products

MEDガラスウォール
MEDglas WALL Fix

MEDglas WALL Modular SC



10 Produkte / Products

カラー グラフィック

MEDIK ホスピタルはあらゆるカラーに対
応します。

MEDIKは、ご希望の写真を、３次元印刷にてガ
ラスパネル上にリアルに再現します。

MEDガラスウォール



11Produkte / Products

ワークスペースデザイン スペシャル

デスクや棚、また、あらゆる棚やストッカーを
ガラス製にします。

壁と一体のデスクや引き出しを製作でき
ます。



MEDIKホスピタルデザインの、優れたデザインと機能性
は、最高にマッチします。例えば、MEDガラスドアは、手
術室内をのぞくことを可能にします。ドアシステム内に組
み込まれている透視窓は、手術の邪魔をすることなく、手
術室の運用を確認することができます。独自のロゴやグ
ラフィックのプリントによるドアは、従来型のステンレスド
アに対してもデザインと機能性アップをもたらします。

MEDガラスドア



13

MEDガラスドアには自動ドアが装備されています。ガラス仕様の場合は 0.6mmまでの鉛
当量、ステンレスドアや鋼板製ドアの場合は 2mmまでの鉛当量で納入可能です。
引き戸、片開き戸およびスイングドアは、いずれも 1枚型あるいは 2枚型をご用意できます。
特に重要な区間には、エアロックシステムを設けることができます。
MEDIK ホスピタル デザインは、フランクフルトのザクセンハウゼン病院で導入したような、
大きいドアへの写真のプリントにも対応しています。ここでは、手術室へのエントランスに
ある大きなテレスコープドアに、フランクフルトの青空をガラスの裏側にプリントしました(
下の写真をご覧ください)。

Produkte / Products

MEDガラスドア

フランクフルト ザクゼンハウゼン病院　テレスコープドア
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手術室や検査室を計画する際、ライティングコンセプトは大きな役割を担います。周囲の
光は、スタッフの集中力と満足感に、また、患者の健康状態に大きく影響します。MEDIKが
使用している帯状照明で得られるような、明るく、間接光の割合が高い光は、ストレスを減
らし、睡眠ホルモン、メラトニンの分泌を抑制することにより、集中力を上げる働きをします。
メッドガラスライトは、その時の状態に合う最適なライティングカラーを提供します。活気づ
けるイエロー、落ち着かせるブルー、気持ちよいグリーンなど、部屋をあらゆる色に変化さ
せることができます。
MEDIKの提供するオプション「デイライト」を使用すれば、窓の無い室内においても、太陽
光に似た光のスペクトルでデイライトをシュミレーションすることが可能になり、体調を向
上させることができます。MEDガラスウォールとMEDガラスライトのコラボレーションは、検
査の際の患者の恐れを減らし、病院スタッフの仕事を軽減します。
理想的なライティングコンディションを得るために、通常の天井照明、ラミナーエアーフロー 
シーリング用周辺照明ならびに、ガラスウォールに組み込まれる弊社独自のスペシャルLED
帯状照明を提供いたします。

Produkte / Products

MEDガラスライト



MEDガラスライト

多くの調査や研究が証明しました。光は、特に作業中に

おいて、人の健康状態や集中力に重大な影響を及ぼし

ます。ゆえに、MEDIKホスピタルデザインのLEDコンセプ

トは、ストレスの多い病院運営にまったく新しい光を放ち、

緊張を緩和する効率のよい作業環境を提供します。
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MEDガラスウインドウは、無数のバリエーションやサイズでご提供できます。

ご希望により、放射線防護付き、防火機能付きあるいは稼働可能なブラインド

が組み込まれている窓を、あらゆるサイズでご提供できます。また、協力パート

ナーの「TRANSOPAC技術」により、スイッチ１つで、透明・不透明を切り替えら

れることも出来ます。

Produkte / Products

 MEDガラスウィンドウ



MEDガラスウィンドウ

MEDIKホスピタルデザインにとっては「窓」も重要なテー

マです。ブラインドが組み込まれている耐用年数の長い

製品をご利用いただく場合と、スイッチ１つで視野を遮る

ことが可能な「TRANSOPAC技術」をご利用いただくこと

もできます。オプションの防火機能あるいはX線防護機

能は、数ある中のわずか２つにすぎません。



手術室の壁、ドアと窓のみだけではなく、そ
の「上」をも見ます。その理由は、より多く
天井を見つめるであろう患者のことも気に
かけているからです。空の写真が印刷され
ているフォトグラフィックは、病院内に自然
を持ち込みます。既に、集中治療室、回復
室、MRI室、CT室や内視鏡検査室のような多

くの手術室・検査室において、患者を落ち着
かせ、緊張を和らげる手助けになっておりま
す。スタッフもこの作業環境改善を高く評価
をしています。

スカイシーリング

MEDガラスシーリング

18 Produkte / Products



集中治療室用の小さなクリーンエアーソリューション
から、手術室用の乱流の少ない調節済み循環シーリ
ングまでをご提供できます。クリーンエアーシーリング
は、DIN※および国際的基準の求める最新の要求事
項に適合し、どのような手術室にも簡単に組み込むこ
とができます。
※DINとはドイツの規格です

19

ラミナー エアーフロー

Produkte / Products

MEDガラスシーリング

フリーハング式換気モジュールの仕組み  



MEDIKホスピタルデザインのMEDガラスビュープロダクトには様々なモニターシ
ステムが含まれます。高品質のコンポーネントで組み立てられているディスプレ
イを使用します。弊社の56インチパネルはDICOMに対応済みで、解像度はフル
HDです。反射防止加工が施されているガラス板の後ろへ取り付けることによ
って、ガラスウォールの継ぎ目のない仕上げを約束します。内蔵のPCシステム
は、PACSのインストールが可能です。装備されている多数の接続方法は、あら
ゆるビデオシステムとの互換性を確実なものにします。多くの室内機能のコント
ロールや多くのシステムのステータスやアラームを表示するために、MEDIKは
Bender Systembau社と共同でタッチスクリーンモニターを開発しました。操作
パネルは完全にガラスの後ろに設置されるので、衛生面においても最高の状
態を保てます。
どのメッドガラスビュー製品も特注対応が可能なので、他のメッドガラス製品に
適切に合わせることが可能になります。

20 Produkte / Products

MEDガラスビュー
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MEDガラスビュー

Produkte / Products

MEDIKホスピタルデザインの場合、ディスプレイも全て平面

対応です。使用されるモニターシステムは、ガラスの後ろ、あ

るいはガラスと同面に取り付けられるため、出っ張りはまった

くありません。このソリューションは、手術室内の見た目を良く

するだけではなく、機能面でも優れています。メッドガラスビ

ューは高品質モニターシステムソリューションを提供いたし

ます。



22 Sonderanfertigungen / Specials

弊社の現在の製品にないものも、お客様のビジョンに合わせて実現させていただきます。例
えば、ガラス製の壁と一体のデスク、引き出しあるいは特注サイズのエントランスなどが考え
られます。分娩室などの待合室において緊張を和らげる雰囲気を作り出すガラス張りの床モ
チーフや独自のモチーフウォールなどもご希望に合わせ実現させていただきます。ハンブルク
のマリーエン病院では、美しい景色が3D写真で表現され、出産の際の気分転換に貢献します。
スカイシーリングとの相互作用で、患者はまったく新しい世界へと導かれます。弊社の提案は
医療分野だけにとどまるものではありません。ぜひ、お問い合わせください。

MEDガラススペシャル



23Sicherheit / Safety

弊社の壁材には、700°Cの熱で硬化された、10mmの単板ガラスのみが使用されます。さ
まざまなテストで、この加工が市販の6mm合わせガラスのようなソリューションと明らかに
異なることが実証されました。合わせガラスに対しての単板ガラスの、特に穴あけ加工やカ
ットアウトを施す場合の熱耐性は、ライン負荷試験とポイント負荷試験にて実証されまし
た。

The results show a clear picture: The risk of breakage of glass especially when there are holes or cutouts is about 400% 
higher at Product B (6mm laminated safety glass) in comparison to 10mm tempered and toughened safety glass as 
used by MEDIK Hospital Design.

MEDIK ホスピタル デザインが使用している10mm単板ガラス(試験体A)と
従来から使われている 3mmのフロートガラス2枚を合わせたガラス (試験
体B)との比較試験においては、MEDガラスの優位性が明らかに実証されま
した。 

ガラスの利点

LINE LOAD TESTING
A line load of 0,5kN/m has been simulated 
900mm above the bottom edge.

CONCENTRATED LOAD TESTING
A concentrated load of 1,0kN/cm² has been 
simulated on an area of 100 x 100mm 900mm 
above the bottom edge.

MEDglas 10 mm / A MEDglas 10 mm / A通常ガラス 2 x 3 mm / B 通常ガラス2 x 3 mm / A

MEDガラス の硬度試験 





25Prozess / Process

プランニング
製造
加工
設置　



26 Planung / Strategy

設計者は、壁面の図面を書くだけでなく、一つ一つの生産工程をもコーディネートします。ガラ
スパネルのサイズは標準化されていないので、全ての施工は「オーダーメイド」となります。調
和が取れた仕上がりになるように、設計者がプロジェクトごとに決めていきます。

プランニングは、プロジェクトを成功させるための基本です。そのような理由から、我々は
プロジェクトの準備のために多くの時間と費用を投入します。ミリ単位の正確な寸法取りと
部屋のCAD図面、広範囲に及ぶ工事期間の計画、その全てがMEDIKと、Sanseiを信頼の
おけるパートナーにします。
専門教育を受けた熟練のスタッフと献身的なプロダクトマネジメントが現場でのクオリティ
管理を保証します。

貴院に合わせたプランニング



27Planung / Strategy



28 Produktion / Manufacture

フロートガラスができるまでの７つのステップ

このプロダクトはまさに言葉の通り、砂で築き上げ

られているのです - 正確に言うと「珪砂」です。炭

酸ナトリウム、亜硫酸塩、ドロマイトと石灰を混

ぜ合わせることで、近代的な製品が生まれるので

す。MEDIKホスピタルデザインが使用しているフロー

トガラスの生産は、ユーロガラスのフロート工場があ

るハルデンスレーベンです。ここでは毎日700トンの

ガラスが製造されます。MEDIKの特約パートナーで

ある「Glas Trosch」のヨーロッパにある４つの工場

でのガラス生産量は 3,000トンを超えます。選び抜

かれた原料が最高品質のガラスを生み出します。

ガラス製品の積込・運送

初めに珪砂がありました...

1. 納入 

7. 切断6. 点検5. フォーミング  

4. ろ過3. 溶解2. ミキシング



29Produktion / Manufacture

フロートガラスからハイエンド手術室まで

サイズ 6.00ｍ x 3.21m、重さが 1tにもなるベースガ
ラスは、最新の倉庫に保管されます。重量の関係で、
特殊な油圧式のクレーンがガラスを動かしカッティ
ング装置へと運んでいきます。このプロセスは、コン
ピュータにコントロールされるため、完全に自動化
されています。 

1. 重さ1ｔのガラスと１台のクレーン

2. ダイヤモンドによるカット

3. 最新のCNCによる加工

大きなガラスパネルは、この工程で仕様どおりの大
きさに切断されます。安全で精度の高いカット面は、
ダイヤモンドカッターで作られます。

カット済みのガラスパネルに、コンセント用やその
他のカットアウトを施すのは、最新式の CNC (Com-
puterized Numerical Control、コンピュータ数値制
御)の設備です。加工には特殊なツールが使用され
ます。

フロートガラスは製造後、次の加工が行われるメミンゲンにある Glas Trosch社に送られます。ここ

でガラスはお客様の仕様に合わせ切断されます。  



30 Produktion / Manufacture

1パネルを現場で下地にねじ留めするために必要
なアングルの取り付けは、手作業で行われ、メミ
ンゲンにおける最後の作業行程になります。すべて
の作業行程において、絶対的な精度および品質的
保証が必要となります。製造工程は社内の管理者
が目を光らせ、また、第三者機関によっても定期
的に検査されます。プランニングから製造までの
工程が多いため、ガラスウォールが完成するまで
には 6～8週間かかる可能性があります。

MEDIK ホスピタル デザインは、必要に応じて、自
社の間仕切り、あるいは既存の壁にガラスウォー
ルを固定します。専門教育を受けた組立工がガラ
スウォールを綿密かつ正確設置します。

この工程では、10mmの単板安全ガラスが炉内で 
700℃まで熱せられ、その後、冷たい空気で短時
間に 30℃まで冷やされます。製品特有の硬さと耐
用年数の長さに大きな影響をもたらすのは、この
製造工程です。硬くなったガラスに、穴空けやカッ

トアウトを施すことはもうできません。
次に、パネルに色を吹き付けたり、モチーフを印刷
したりします。1000色以上の中からお好みの色を
お選びください。

4. 加熱 + 急冷 = 強硬度

5. すべてを厳重に管理

6. プロフェッショナルな仕事
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MEDIKホスピタルデザインは認定されています

電磁放射 衛生保護

耐火性

防水性

環境保護

防音

X線防護

レーザー保護

長い製造と設置工程の後に現れるのは、不純物を取り除いた手術室。

7. 機能とデザインのジュエル



MEDIK
Hospital Design GmbH

Deichstraße 36
D-20459 Hamburg

info@medik-hd.com
www.medik-hd.com

ガラス、これよりも古く、かつ将来性のある材料はありません
GLASS: THERE IS NO MATERIAL THAT IS OLDER AND HAS A BRIGHTER FUTURE!

株式会社Sansei
〒224-0029

横浜市都筑区南山田3-1-28
TEL：045-594-3851

FAX：045-590-4875
MAIL：info.sansei@sanseisogo.co.jp

URL：http://sansei-asia.com/


