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一般社団法人 日本医療福祉建築協会
〒108-0014 東京都港区芝 5-26-20 建築会館
TEL:03-3453-9904 FAX:03-3453-7573 http://www.jiha.jp

至誠大地の家見学会 開催案内
※参加申込は終了しました。
来年１月の月例行事は、今年度の医療福祉建築賞を受賞しました標記施設を見学させて頂きます。参加ご希望
の方は、下記の申し込み方法のとおりお申し込み下さい。今回は、高橋利一先生（社会福祉法人至誠学舎立川顧
問・法政大学名誉教授）および石垣文先生（広島大学大学院工学研究院助教）
、当施設の設計者を交えて、児童
養護施設のあるべき姿をテーマとしたワークショップもあわせて企画をしております。
記

至誠大地の家 http://shiseigakuen.org/daichi


日



所 在 地 東京都立川市錦町 6-26-17



設



デ ― タ 定員 30 名／地上 4 階／RC 造／延床 1,609 ㎡／2009 年 8 月竣工



特

徴 『至誠大地の家』は、虐待を受けた０歳から９歳の児童を対象とした新たな児童養護施設とし
て建築されました。至誠学園は児童虐待と向き合うために、子どものケアに必要な、ユニッ
トケア（まもる）
・家族や指導員の意識改革（ささえる）
・地域連携（つながる）の３つのコ
ンセプトを軸とし、子どもの個別性、成長に合わせたトータルケアを実現しました。また、
既存施設や園庭と一体化し、子どもに安心感を与えるデザインとしています。



交

通 １）多摩都市モノレール 柴崎体育館駅より徒歩 12 分
２）ＪＲ中央線 立川駅北口よりタクシー約 10 分




定
員 ３０名（JIHa 会員に限る）
参 加 費 ３,２４０円（税込）

時 ２０１６年１月２８日(木) 13:30－16:30（施設見学・ワークショップ）
計 竹中工務店

写真撮影：①見学会開始前の撮影 ②施設利用者の撮影 ③フラッシュの使用 は禁止となります
（公社）日本医業経営コンサルタント協会「医業経営コンサルタント」継続研修：3.0 時間（予定）
建築ＣＰＤ（継続能力/職能開発）情報提供制度認定プログラム（予定）

・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～
 申込方法
1）申込方法：原則として E-mail に限ります。
2）申込期間：１２月１６日（水）10：00～１２月１８日（金）15：00（３日間）
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「至誠大地の家見学会参加申込み」
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、⑤〒･住所
（返信先）を記載のこと。
4）申込人数：機会均等のため、応募者多数の場合は抽選の上、法人会員は１社２名様以内、会友は
１法人１名様とさせていただきます。個人会員は本人のみとし、代理出席はできません。
5）申込の確認：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３日以内（土日祝日除く）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。
6）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：office@jiha.sakura.ne.jp
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古川医療福祉設備振興財団

医療・福祉等設備の先進的研究及び調査活動の研究助成のご案内
古川医療福祉設備振興財団では、医療・福祉等機器、医療・福祉等設備の先進的な研究開発や調
査活動、最新の設計技術、建築・設備技術を取り入れた病院建築、ICT 技術を駆使した地域連携シ
ステムの研究開発等に対して研究助成を行います。
研究対象領域：

(1)医療又は福祉等設備
(2)医療又は福祉等機器
(3)医療又は福祉等システム
(4)医療又は福祉等施設計画
(5)医療又は福祉等施設建築
(6)医療又は福祉等人材育成
(7)その他、医療又は福祉等のインフラに関する事項

対

上記研究対象領域に、優れた学術研究・調査に従事されている方
国内の大学もしくは研究機関に属する若手(原則として40歳以下)の研究者

助

象：
成

額：

最大２００万円
※助成金は１件あたり200万円を限度とします。
※助成期間は原則として単年度となります。

応 募 締 切：

平成２７年１２月３１日(郵送の場合、当日消印有効)

応 募 方 法：

財団ホームページ（http://furukawa-found.or.jp/）内の所定の応募申請書に
必要事項を入力し、財団理事長宛に送付してください。
なお、提出数は「原本と複写２部」の合計３部を送付してください。

問 合 せ 先：

一般財団法人古川医療福祉設備振興財団 事務局
TEL:06-6369-0130 FAX：06-6369-3191
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月刊「近代建築」2015 年 11 月号
「特集 医療建築 ロングターム・ケア」
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 33 作品を収録した全巻特集号「ロングターム・ケア」
（A4 変型判、
特集記事約 154 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 ： ロングターム・ケア（Long-term care）／ 河口 豊
対
談 ： ロングターム・ケアの現状と課題 ／ 小山秀夫× 筧 淳夫
対
談 ： ロングターム・ケアに求められる建築的配慮とは何か／ 小林健一×筧 淳夫
対
談 ： ロングターム・ケアには在宅介護への理解が大切／ 前田ひとみ×筧 淳夫
鼎
談 ： リハビリテーションと病棟計画／ 柳瀬寛夫×川島浩孝×山下哲郎
論
文 ： 長期療養施設に求められる設備／ 田村 健
論
文 ： 病室内の転倒・転落／ 杉山良子、初雁卓郎
論
文 ： 健康維持・回復力を高める照明計画／ 手塚昌宏
論
文 ： 長期療養環境におけるサインとインテリア／ 間瀬樹省
掲載作品:


道北勤医協一条通病院 設計・監理／柴滝・昭和設計共同企業体 施工／新谷・高・盛永 特定建設工事共同企
業体



会津中央病院 イーストセンター 第 2 期増築工事 設計・監理／羽深隆雄・栴工房設計事務所 施工／大成建
設



医療法人 博仁会 志村大宮病院 設計・監理／佐藤総合計画 施工／清水建設



医療法人 親仁会 佐藤病院 設計施工／竹中工務店



獨協医科大学 教育医療棟 設計・監理／NTT ファシリティーズ 施工／大林組



利根保健生活協同組合 利根中央病院 設計・監理／INA 新建築研究所 施工／清水建設



地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター 設計・監理／久米設計 施工／清水建設



国立障害者リハビリテーションセンター 設計／厚生労働省 大臣官房会計課 施設整備室、伊藤喜三郎建築研
究所 監理／伊藤喜三郎建築研究所 施工／フジタ



医療法人社団 明芳会 高島平中央総合病院 設計・監理／大建設計 施工／大成建設



医療法人社団 済安堂 西葛西・井上眼科病院 設計・監理／KAJIMA DESIGN 施工／鹿島建設



社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 総合母子保健センター 愛育病院 設計・監理／日建設計 施工／鹿島建
設



稲波脊椎・関節病院 設計・監理／内藤建築事務所 施工／北野建設



医療法人 湘山会 眼科 三宅病院 設計／KAJIMA DESIGN 監理／鹿島建設 施工／鹿島建設



医療法人 愛整会 北斗病院 設計・監理／空建築事務所 施工／鹿島建設



刈谷豊田総合病院 設計・監理／竹中工務店 施工／竹中工務店・アイシン開発共同企業体



常滑市民病院 設計・監理／日建設計 施工／鹿島建設



あま市民病院 設計・監理／日本設計 施工／TSUCHIYA
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JA 三重厚生連 大台厚生病院 設計・監理／大建設計 施工／鴻池組



京都市立病院 設計／KAJIMA DESIGN 監理／山下設計 施工／鹿島建設



社会医療法人 弘道会 なにわ生野病院・なにわ老人保健施設ラガール 設計・監理／東畑建築事務所 施工／
大林・中林共同企業体



中野こども病院 設計・監理／大成建設一級建築士事務所 施工／大成建設



医療法人 成和会 ほうせんか病院 設計・監理／大林組大阪本店一級建築士事務所 施工／大林組



新阿武山病院 設計・監理／類設計室 施工／淺沼組



兵庫県立尼崎総合医療センター 設計・監理／兵庫県県土整備部住宅建築局営繕課・設備課、日建設計
施工／熊谷・明和・丸正特別共同企業体



広島県医師会会館・広島がん高精度放射線治療センター 設計・監理／石本･藤本設計共同体 施工／大成・
広成・砂原特定建設共同企業体



愛媛県立中央病院 設計／大成建設・日建設計 設計共同企業体 監理／日建設計 施工／大成建設



公立学校共済組合 九州中央病院 入院棟 設計・監理／内藤・テクノ工営設計共同体 施工／前田建設工業



医療法人 相生会 福岡みらい病院 設計・監理／安井建築設計事務所 施工／フジタ



総合せき損センター 設計・監理／山下設計 施工／安藤ハザマ



聖マリアヘルスケアセンター 設計・監理／戸田建設一級建築士事務所 施工／戸田建設



鹿児島市立病院 設計・監理／久米・永園・畠中・新・プランディー設計・監理共同企業体 施工／病院本棟：
竹中・植村・南生・三和特定建設工事共同企業体 エネルギーセンター：中央・内門・大塚特定建設工事共同
企業体



鹿児島赤十字病院 設計／三菱地所設計、東条設計 監理／東条設計 施工／鴻池・坂本特定建設工事共同企
業体



社会医療法人 鹿児島愛心会 大隅鹿屋病院 設計・監理／梓設計 施工／熊谷組

〔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。

4

