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委員会 新メンバー
本協会の委員会のうち、運営・事業・編集・法規・情報・国際の６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。

□運営委員会（任期：2014.5.1～2016.4.30）
中山 茂樹 千葉大学
石井
敏 東北工業大学
井上由起子 日本社会事業大学
上野
淳 首都大学東京
筧
淳夫 工学院大学
郡
明宏 鹿島建設
小林 健一 国立保健医療科学院
竹宮 健司 首都大学東京
室殿 一哉 佐藤総合計画
山崎

敏

山下 哲郎
厳
爽

□編集委員会（任期：2014.10.1～2016.9.30）
小林 健一 国立保健医療科学院
大屋 三幸 山下設計
小菅 瑠香 神戸芸術工科大学
恒川 真一 大成建設
水村 容子 東洋大学

□法規委員会（任期：2014.10.1～2016.9.30）
郡
明宏 鹿島建設
板谷 善晃 清水建設
菅野 正広 かん一級建築士事務所
小宮
章 中央法規出版
中野 智行 久米設計
延近 忠雄 厚生労働省

トシ･ヤマサキまちづくり
総合研究所
工学院大学
宮城学院女子大学

□事業委員会（任期：2014.10.1～2016.9.30）
石井
敏 東北工業大学
鳥山 亜紀 清水建設
間瀬 樹省
室殿 一哉
渡辺 玲奈

□情報委員会（任期：2014.10.1～2016.9.30）
竹宮 健司 首都大学東京
宇田
淳 広島国際大学
鈴木
啓 竹中工務店
三浦 雅博 三浦雅博アトリエ
尹
世遠 鹿島建設

ケアスタディ
佐藤総合計画
竹中工務店

□国際委員会（任期：2014.10.1～2016.9.30）
厳
爽 宮城学院女子大学
岩谷 純子 日建設計
岡本 和彦 東洋大学
鈴木 光一 伊藤喜三郎建築研究所
安川
智 梓設計
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第 2 回慢性期リハビリテーション学会

～人に近づいた医療へ～
開催案内及び演題募集
第2回慢性期リハビリテーション学会」が来年3月14・15日の2日間、横浜で開催されます。
今回から「設備・施設」のカテゴリーが新設され、当協会会員の手がけた設計作品や建築計画の発
表のお誘いをいただきました。発表を通して、慢性期リハビリテーションにおける建築の重要性を伝
える良い機会だと思います。慢性期リハビリテーションのありかたについて、活発な意見交換の場に
なればよいと考えますので、どうぞふるってご応募ください。
記
会
期
会
場
主
催
参加登録費

２０１５年３月１４日 (土) ・１５日（日）
パシフィコ横浜 （神奈川県横浜市 みなとみらい線みなとみらい駅より徒歩５分）
日本慢性期医療協会
医師・企業関係者 10,000 円／左記以外の参加者 8,000 円
※日本慢性期医療協会・慢性期リハビリテーション協会員外の演題登録者は参加費に
2,000 円がプラスされますので、ご了承ください。
お問合せ先 第 2 回慢性期リハビリテーション学会事務局
日本慢性期医療協会・慢性期リハビリテーション協会
TEL：03-3355-3120 FAX：03-3355-3122 E-Mail:kanri@jamcf.jp
ホームページ 第 2 回慢性期リハビリテーション学会 http://gakkai.co.jp/manseikiriha2/

 演題募集要項
募集期間
登録資格

２０１４年１１月４日 (火) ～１２月８日（月）正午
1）日本慢性期医療協会・慢性期リハビリテーション協会 会員
（会員：日本慢性期医療協会会員施設または賛助会員企業に勤務する者）
2）上記会員以外は参加登録費プラス 2,000 円で演題登録が可能です。
3）演題登録者は事前登録が必要です。

発 表 方 法 ＰＣ発表のみ（演題数によっては発表方法の変更を依頼する場合があります。）

 演題登録方法


演題登録はすべてのインターネットを利用したオンライン登録にて受付けています。締切
直前は混み合いますので、余裕をもってご登録ください。



登録期間中は完了通知メールに記載された登録ＩＤと入力時のパスワードを用いて何度で
も確認・修正を行うことができます。



演題名の文字数は５０文字以内、抄録本文の文字数は８００文字以内とします。
※登録時提出はこの抄録のみ、発表データは発表当日にご持参ください。



図表の登録はできません。



共同演者は筆頭演者を含めて 10 名までとします。



応募演題については、実行委員会にて査読分類を行い、１月末頃に発表日時をご登録いた
だいたメールアドレス宛にお知らせいたします。演題登録の際には、ご連絡のつくメール
アドレスを正しくご入力ください。
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第 192 回東海病院管理学研究会

～日本の病院建築の短命さを考える～
開催案内
法的には建築躯体は60年、設備は15年が減価償却の期限と定められているが、多くの病院はその年
限に達する前に建て替えられているのが現状である。建て替え理由の多くは耐震性能が不足している、
老朽や朽廃、設備の劣化による機能不全などである。
本研究会に登場する講演者らも、多くの病院計画に関与してきたが、先輩諸兄らの建築の建て替えや、
自身が関与した建築ですら建て替えられるという状況に直面している。
本研究会では、この「短命な病院建築」についてその原因を追及するのみでなく、未来に向けた打開
策について積極的な議論を期待したい。
記
会
会

期
場

主
協
参

催
賛
費

加

プログラム

２０１４年１２月６日 (土) 14:00～17:00（受付開始 13:30）
名古屋市立大学芸術工学部北千種キャンパス（図書館２階大講義室）
（〒464-0083 名古屋市千種区北千種 2-1-10 TEL：052-721-1225）
東海病院管理学研究会
JFMA 公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会
日本医療病院管理学会会員・東海病院管理学研究会会員 無料
上記会員外 ２，０００円
Ⅰ.講演 （14:00～16:00）
①「医療現場から見た、これからの病院建築に求められるもの」
郡 健二郎（名古屋市立大学学長）
②「愛知がんセンターとの 50 年」
柳澤 忠（名古屋大学･名古屋市立大学名誉教授）
③「生き残る病院への建築設備の要件」
中原 信生（名古屋大学名誉教授 建築設備コミッショニング協会名誉理事長）
④「公共建築の長寿命化への模索―学校建築と病院建築を中心として」
上野 淳（首都大学東京名誉教授・理事）
⑤「FM の観点から病院建築を考える」
谷口 元（名古屋大学特任教授・施設整備担当総長補佐）
Ⅱ.討論 （16:10～17:00）
「ストック型社会における病院建築のあり方」
コメンテーター：槙 孝悦・田中 一夫（JFMA ヘルスケア部会員）
宮原 隆志（セントラルユニ、JFMA 会員）・宮治 眞（名市大）
司会：鈴木 賢一（名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授・研究科長）

お申込方法

参加を希望される場合は、ウェブページ・FAX・ハガキ・電子メールのいずれかの方
法で
(1)参加者氏名、(2)会員種別（日本医療病院管理学会会員・東海病院管理学研究会会
員・会員外）、(3)所属施設・部署名、(4)連絡先 TEL・FAX 番号・メールアドレスを、
下記事務局までご連絡ください。なお、登録完了のご連絡は致しませんが、会場収容
人数の関係上参加をお断りする場合のみ、お申込み後 3 日以内にご連絡致します。
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東海病院管理学研究会事務局（担当: 加藤）
〒460-0008名古屋市中区栄4-15-23 LM久屋公園612号
E-mail: tokaiha-office@umin.ac.jp FAX: 050-3488-1865
URL: http://tokaiha.umin.jp

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連情報・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

月刊「近代建築」2014 年 11 月号
全巻特集「特集＋医療建築 レファレンス・ホスピタル」
月刊「近代建築」では河口豊氏（滋慶医療科学大学院大学教授、JIHa 前会長）監修による論説と医療・
福祉施設における話題作 31 作品を収録した全巻特集号「レファレンス・ホスピタル」（A4 変型判、特集記事
約 145 頁、定価 2,300 円税込、送料別途）を刊行します。
建築・設備設計、病院経営・医療に携わる方々をはじめとする幅広い分野の方々に向けての特集となっ
ておりますので、この機会にぜひご購読いただけますようご案内いたします。
巻 頭 文 : 新たな機能分化と連携に向かって／河口 豊
座 談 会 : レファレンス・ホスピタルをめぐって／五十嵐徹也×朔 哲洋×藤記 真×筧 淳夫
論
文 : レファレンス・ホスピタル／武藤正樹
論
文 : レファレンス ホスピタルの ICT／山田千枝子
論
文 : 多摩総合医療センターの設備と運用／牧沢 覚、郡 公彦
掲載作品:


医療法人 砂川慈恵会病院



つがる西北五広域連合 つがる総合病院

設計・監理／横河建築設計事務所 施工／鹿島建設



独立行政法人国立病院機構 あきた病院

設計・監理／大建設計 施工／鉄建建設



大曲厚生医療センター



大崎市民病院本院 基本設計・監理／山下設計 実施設計／久米設計、戸田建設一級建築士事務所
施工／戸田・金原・古川土地・伸晃・二瓶・北陵・ABC 特定建設工事共同企業体



独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター（病棟、手術・リハビリ棟）
所 施工／大成建設



医療法人 社団美心会 黒沢病院



季美の森リハビリテーション病院



埼玉県立がんセンター
戸田建設



日本大学病院 設計／伊藤喜三郎建築研究所 工事監理／日本大学本部管財部 施工／鹿島建設
鉄建建設共同企業体



社会福祉法人 浴風会 高齢者保健医療総合センター
建設



立正佼成会附属佼成病院



北里大学病院



長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター
清水建設

設計・監理／大建設計 施工／清水建設

設計・監理／久米設計 施工／鹿島建設・戸田建設 特定共同企業体

設計・監理／田中建築事務

設計・監理／共同建築設計事務所 施工／大成建設
設計・監理／ヒューマンケアデザイン 施工／清水建設

基本設計・監理／山下設計 実施設計／戸田建設一級建築士事務所 施工／

設計・監理／石本建築事務所 施工／大成

設計施工／竹中工務店 監修／入江三宅設計事務所

設計・監理／日建設計 施工／竹中工務店
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社会医療法人慈泉会 相澤病院 陽子線治療センター
設



名古屋徳洲会総合病院



愛知医科大学病院



福井大学医学部附属病院 新病棟
工／熊谷組



洛和会丸太町病院



市立奈良病院 設計／内藤建築事務所 監理／NTT ファシリティーズ 施工／大林・村本・三和・山上
特定建設工事共同企業体



登美ヶ丘リハビリテーション病院



特定医療法人 沖縄徳洲会 吹田徳洲会病院



社会医療法人 景岳会 南大阪病院



医療法人 厚生堂 長崎病院



医療法人社団 うすい会 高陽ニュータウン病院
築設計 施工／奥村組



香川県立中央病院



徳島県立中央病院 設計・意図伝達／内藤建築事務所 監理／梓設計・宮建築設計共同企業体
施工／前田建設工業・鳳建設・森川建設・大徳建設共同企業体



桜十字メディカルスクエア 設計／大成建設・三菱地所設計 設計共同企業体 監理／大成建設一級建
築士事務所 施工／大成建設



医療法人優なぎ会 雁の巣病院

設計・監理／INA 新建築研究所 施工／戸田建設



医療法人 羅寿久会 浅木病院

設計／東畑建築事務所 施工／大成建設



医療法人社団 広崎会 さくら病院

設計・監理／アーキディアック 施工／清水建

設計・監理／久米設計 施工／西松建設

設計・監理／山下設計 施工／鹿島建設
設計／内藤建築事務所 監理／福井大学財務部環境整備課 施

設計施工／竹中工務店

設計・監理／昭和設計 施工／熊谷組
設計・監理／梓設計 施工／大林組

設計・監理／大林組一級建築士事務所 施工／大林組

設計・監理／大旗連合建築設計 施工／フジタ・栗本建設共同企業体
設計監修／久保田設計室 設計・監理／大旗連合建

設計・監理／佐藤総合計画 施工／前田･小竹･香西 特定建設工事共同企業体

設計・監理／梓設計 施工／奥村組

〔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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