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本年度課題研究「超高齢社会における急性期病棟の運用と計画」
公開勉強会 開催案内
※受付は終了しました。今回は 117 名のお申込みがあり、抽選とさせていただきました。

世界に先駆け、2007年にわが国は超高齢社会に突入し急性期病棟においても患者の高齢化率が高ま
ってきています。医療政策上も、急性期病院における患者の高齢化による急性期患者の増加に備え、平
均在院日数の短縮化やケアの集中化、高度化がこれまで以上に求められてきています。この動向への備
えは急務であるにもかかわらず、現状の病棟では十分な整備が進められているとは言いがたい状況です。
いまだに従来のスキームで整備され続けている状況であることも否めません。
そこで、本年度課題研究である「超高齢化社会における急性期病棟の運用と計画」について公開勉強
会を開催いたします。各シンポジストからは、運用上の課題や高齢者に配慮した計画事例について発表し
ていただき、これからの急性期病棟のあり方について考える機会にできればと思います。




日
会
次

記
時 ２０１３年１月１８日 (金) 10:00～17:00
場 鹿島ＫＩビル 多目的ホール（東京都港区赤坂6-5-30 TEL：(03)6229-7673(担当：郡)）
第 □趣旨説明／「本年度課題研究 ： 超高齢化社会における病棟計画」
辻 吉隆 氏（竹中工務店 医療福祉本部 主監）
□パネルディスカッション
「医療現場で今、何がおこっているか」
小林 美亜 氏（千葉大学看護学部 准教授）
「高齢者に配慮した施設計画の事例紹介」（五十音順）
川島 浩孝 氏（共同建築設計事務所）、國廣 禎男 氏（佐藤総合計画）
佐藤 基一 氏（久米設計）、藤記 真 氏（日建設計）
藤田 衛 氏（山下設計）、三谷 恭一 氏（日本設計）
※都合により代理者となる場合があります




参 加 費
定
員

司会進行 ： 中山 茂樹 氏（千葉大学大学院工学研究科 教授）
「シンポジストによるディスカッション」
１,０００円（資料代） ※当日会場にてお支払い下さい。
５０名（JIHa会員・会友に限ります）
※医業経営コンサルタントおよび建築ＣＰＤ認定プログラムではありません。

 参加申込み方法
1）申込み方法：原則として E-mail に限ります。FAX による申込みも受付けますが、事務量軽減のた
め、なるべく E-mail をご利用下さい。
2）申込期間：2012 年 12 月 17 日（月）10：00～12 月 21 日(金)15：00(5 日間)
上記日時以前にお申込みいただいたものは無効となります。なお、時刻については当協会の受信時
とさせていただきます。先着順ではございませんので、上記受付期間中にお申し込みください。な
お、お申し込み数が定員を超えた場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。
3）記入事項：件名『公開勉強会「超高齢社会における急性期病棟の運用と計画」参加申込み』①参
加者名（法人会員は複数並記可）、②勤務先･部署、③電話番号、④E-mail アドレス or FAX 番号、⑤
〒･住所（案内送付先）を記載のこと。
4）申込みの確認：お申し込みいただいたものについて、抽選のない場合は受付期間後の翌日、抽選
を行った場合は受付期間後２日以内（土日を除く）に結果をメールで返信致します。返信のない場
合は E-mail 等にてお問い合わせ下さい。
5) 受付期間終了後、抽選となった場合は、申込数と併せてホームページにてその旨ご報告します。
なお、受付期間内に定員に達しなかった場合は、引き続き受付します。

日本医療福祉建築協会事務局

E-mail：jiha@mars.dti.ne.jp
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FAX：03-3453-7573
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委員会 新メンバー
本協会の委員会のうち、事業・編集・情報・法規・国際の５委員会が 10 月１日から新メンバー(再
任を含む；任期２年) で活動を開始いたしました。
下記に運営委員会とあわせ、メンバー（冒頭：委員長、以下五十音順）をお知らせするとともに、
９月まで各委員会の委員をお務め頂いた方々に厚く御礼申し上げます。
□編集委員会（任期：2012.10.1～2014.9.30）
郡
明宏 鹿島建設
小倉 基延 久米設計
滝口 秀樹 日建設計
中山 茂樹 千葉大学
山田あすか 東京電機大学

□運営委員会（任期：2012.5.1～2014.4.30）
山下 哲郎 工学院大学
石井
敏 東北工業大学
糸山
剛 竹中工務店
井上由起子 日本社会事業大学大学院
筧
淳夫 工学院大学
河口
豊 滋慶医療科学大学院大学
小林 健一 国立保健医療科学院
郡
明宏 鹿島建設
竹宮 健司 首都大学東京
村本 一彦 梓設計
山崎
敏 トシ･ヤマサキまちづくり
総合研究所

□情報委員会（任期：2012.10.1～2014.9.30）
石井
敏 東北工業大学
宇田
淳 広島国際大学
佃
悠 東北大学
中村
敏 岡田新一設計事務所
三浦 雅博 三浦雅博アトリエ
□法規委員会（任期：2012.10.1～2014.9.30）
村本 一彦 梓設計
板谷 善晃 清水建設
糸山
剛 竹中工務店
菅野 正広 かん一級建築士事務所
小宮
章 中央法規出版

□事業委員会（任期：2012.10.1～2014.9.30）
小林 健一 国立保健医療科学院
工藤 真人 戸田建設
三浦
研 大阪市立大学
山崎
敏 トシ･ヤマサキまちづくり
総合研究所
山田
剛 内藤建築事務所

□国際委員会（任期：2012.10.1～2014.9.30）
竹宮 健司 首都大学東京
小菅 瑠香 国立保健医療科学院
鈴木 光一 伊藤喜三郎建築研究所
厳
爽 宮城学院女子大学
尹
世遠 鹿島建設

ディテールに特徴ある事例募集のお知らせ
会誌「医療福祉建築」では、新編集委員会発足に伴い、新企画として「ディテールコーナー」を設
ける予定です。
つきましては、皆様から様々な配慮をしたディテールの事例を募集致します。UD、機能性、環境向
上、美観、などディテールの部位は問いません。資料は事務局までお送りください。
なお、誌面の都合上、ご紹介できない場合もございますがご了承ください。

編集委員会 委員長
資料送付先：日本医療福祉建築協会事務局

〒108-0014

東京都港区芝 5-26-20 建築会館

E-mail：jiha@mars.dti.ne.jp
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月刊「近代建築」2012 年 11 月号
全巻特集「特集＋医療建築

ディザスター・ホスピタル

病院における災害対応」

巻頭文:ディザスター・ホスピタル 東日本大震災が病院建築につきつけたもの／河口豊
座談会:震災時の病院 BCP を支える建築機能保持／伊藤正×瀬川寛×筧淳夫×山下哲郎
論文:建築設備の耐震化 設備機器及び配管等の吊り支えと固定化／木村剛
論文:東日本大震災における病院の被災に関する調査結果の概要／中山茂樹
論文:計画停電への対応／小林健一
論文:情報通信の継続性 通常通信の保持と臨時通信／宇田淳
掲載作品:
市立根室病院／石本建築事務所
社会医療法人 恵佑会第2病院／KAJIMA DESIGN
医療法人芙蓉会 村上病院／内藤建築事務所
東埼玉総合病院／KAJIMA DESIGN
土屋小児病院／伊藤喜三郎建築研究所
東京ベイ・浦安市川医療センター／内藤建築事務所
医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 A棟／フジタ一級建築士事務所（基本設計:一級建築士事務所モノリス）
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター／竹中工務店
慶應義塾大学病院3号館（南館）／竹中工務店
医療法人社団永生会 南多摩病院 救急医療センター／アトリエ9建築研究所
社会医療法人財団石心会 川崎幸病院／山下設計
新百合ヶ丘総合病院／安藤建設一級建築士事務所
医療法人明和会 亀田病院／KAJIMA DESIGN
医療法人弘徳会 愛光病院／佐藤総合計画
医療法人徳州会 湘南藤沢徳州会病院／梓設計
下田メディカルセンター／戸田建設
社会医療法人明陽会 成田記念病院／山下設計
名古屋陽子線治療センター／久米設計
岐阜市民病院／山下・岐創設計共同体
下呂市立金山病院／東畑建築事務所
西能病院・整形外科センター西能クリニック／ヘルム・鹿島建設設計業務共同企業体
公立丹南病院／内藤・山岸・上田設計共同企業体
伊勢赤十字病院／日本設計
医療法人松本快生会 西奈良中央病院／安井建築設計事務所
淀川キリスト教病院／昭和設計、大林組
医療法人杏和会 阪南病院／安井建築設計事務所
特別医療法人敬愛会 西宮敬愛会病院／日建設計
順心病院／昭和設計
三豊総合病院／佐藤総合計画
伊万里有田共立病院／日建・石橋建築設計業務特別共同企業体
健康保険諫早総合病院／村田相互設計
〔購読申込み〕ファックス／または月刊「近代建築」ホームページ上のご注文フォームにて。
株式会社 近代建築社 ｢医療特集号 購読申込係｣ 宛 FAX 03-3864-1722
〒101-0031 東京都千代田区東神田 2－10－17 東神田ＩＮビル６階 TEL 03-3864-7741
http://www.kindaikenchiku.co.jp/product1/index.php →「雑誌のご注文」へお進み下さい。
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