INFORMATION FROM

JIHA

2016.2.1

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
※定員に達したため、受付を終了しました。

兵庫県立こども病院新病院見学会

開催案内

3 月の月例行事は、オープン前の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。

兵庫県立こども病院新病院

記
http://www.hyogo-kodomo-hosp.com/renewal/index.html



日



所 在 地 兵庫県神戸市中央区港島南町１丁目



設



デ ― タ 290 床/地上 9 階・搭屋 2 階/S 造（免震構造）
、延 41,324 ㎡

時 ２０１６年３月２８日(月) 14:00-17:00
計 内藤建築事務所
2016 年 5 月開院予定



特

徴 既存病院の老朽化による移転新築。高度専門医療を提供する小児・周産期医療の全
県拠点病院。患者の見守りを重視した病棟計画や、付添いベッドを想定した病室、
救急・手術・ＩＣＵ等の迅速な部門連携を図ったゾーニング等、ゆとりある生活環
境と効率的な医療環境の両立を目指した。神戸のうみ・みどり・そらをテーマに患
者・職員参加のアートをちりばめた親しみを感じる内装計画としている。



交

通 神戸新交通ポートライナー「南公園」駅又は「医療センター」駅より徒歩 10 分



定

員 ５０名（JIHa 会員・会友に限る）



参 加 費

3,240 円（税込）

写真撮影：①見学会開始前の撮影

②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 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：２月１７日（水）10：00～２月１９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「兵庫県立こども病院新病院見学会参加申込み」
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２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
合わせください。
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。
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報告会「ブラジル・カナダの医療建築」
-海外医療福祉建築研修 2015本協会では昨年 11 月に恒例の海外視察団をサンパウロ、ブラジリア、リオデジャネイロ、トロン
トへ派遣しました。ブラジルでは João Filgueiras Lima（通称 Lelé）とオスカー・ニーマイヤーの
設計した病院を視察しました。Lelé は日本ではあまり知られていませんが、PC プレハブ工法の構造
体のみならず家具やストレッチャーまで専用工場で製作することで、病院の空間全体をシステム化
した希有な建築家です。それに加えて自然換気と採光を追求した結果、プレハブながら躍動感あふ
れる形態を 50 年前から生み出し続けました。
ニーマイヤーは自由な造形で知られますが、意外なことに産科病院と胃腸科病院を設計していま
す。これらは改修されながら 60 年経った今もそれぞれ公立地域総合病院、私立先端医療病院として
機能を拡大しています。
カナダは日本と同様に皆保険の公的医療保険制度を持ち、PPP による病院建設がいまだに盛んです。
今回は 10 万㎡クラスの大規模 PPP 病院を視察し、今後の日本の PPP 病院のあり方を考察しました。
ブラジルでは長寿命の病院建築を、カナダでは最先端のフルデジタル病院を見学することができ、
これからの日本の病院設計に参考となる有意義な視察になりました。
視察先病院は、以下のとおりです。
（サンパウロ）
①Hospital Anchieta ②Hospital Regional de Taguatinga
（ブラジリア）
③Hospital Sarah Centro ④Hospital Sarah Lago Norte
（リオデジャネイロ）
⑤Centro Internacional Sarah de Neurorreabilitacao e Neurociencias ⑥Hospital da Lagoa
（トロント）
⑦Humber River Hospital ⑧Bridgepoint Hospital

このたび、本視察の報告会を下記により開催します。一般公開としますので、医療関係者など会
員以外の方もお誘い合わせの上ご参加下さい。また、報告会終了後には出席者の交流会を予定して
おります。参加を希望される方は当日受付にお申し出ください（懇親会費 1,000 円）
。
なお、例年どおり、出席者には本視察の報告書をお配りします。報告書は、報告会に出席されな
い方にもお頒けしていますので、ご希望の方はメールにてご注文下さい。（A4 判･カラー/4,320 円
税込）
記

日

時

会

場

２０１６年２月１０日 (水) 14:30～17:00 ［14:00 受付開始］
（株）セントラルユニ mashup studio（東京都文京区湯島2-21-25）
http://www.central-uni.co.jp/wp-content/uploads/2014/07/mashup_access.pdf

講

師

岡本 和彦 氏（東洋大学 准教授）ほか

参 加 費

５，４００円（税込、報告書代含む）＜一般公開＞

定

６０名（先着順）

員

配布資料

海外医療福祉建築研修2015 研修報告書 （A4判･カラー/頒価4,320円税込）

懇 親 会

会場：同上
会費：１，０００円（当日受付にてお支払いください）
（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：2.5 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
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お申込み方法
メールにてお申込み下さい。E-mail:office@jiha.sakura.ne.jp
記入事項：件名「報告会 ブラジル・カナダの医療建築」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。報告書のみご希
望の方は、「報告書のみ希望」と記入。報告会終了後、請求書をつけてお送りします。

「医療福祉施設 計画・設計のための法令ハンドブック」増刷のお知らせ
このたび、ご好評につき「医療福祉施設 計画・設計のための法令ハンドブック」(2012 年 7 月
発行)を、増刷することとなりました。
本書発行後、診療報酬、介護報酬などの見直しに伴い、これまでに改定された法規等に関連した
ページの更新情報を協会ホームページにて提供中です。改定された法規及びそれらに関連するペー
ジすべてに対応するものではありませんが、重要と思われるものから随時提供する予定です。
法令ハンドブックと併せてご活用ください。
お申込みはこちら→http://www.jiha.jp/project/publication/handbook/handbook.pdf
※通常価格 6,696 円（税込）のところ、会員・会友の方は特別価格 6,026 円(税込)となります。
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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連情報・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

日本医療・病院管理学会 第 342 回例会
～病院外来診療部の最新の動向と病院内の位置づけ～
入院期間がますます短縮される中、外来診療部の位置づけも変化がある。一方地域包括ケアの中
で病院外来部の役割も議論されている。今回の例会では、昨年全面的に改築した千葉大学病院外来
部をテーマに、上記のトピックスを議論すると同時に、最新施設の視察を実施し、外来診療環境に
ついても議論する場としたい。
日

時 ２０１６年３月５日 (土) 13:00～15:00

会

場

スケジュール

千葉大学医学部附属病院 小会議室１～３（千葉市中央区亥 鼻1-8-1）
http://www.ho.chiba-u.ac.jp/outline/access.html#chiba
はじめに
「大学病院における外来機能の意味と新しい施設計画について」
山本修一 先生（千葉大学医学部附属病院長）
13:45-14:15 「地域包括ケアにおける病院外来部の役割」
演者未定

13:00-13:10
13:10-13:45

14:15-14:35

14:45-15:45

「新外来診療施設の建築計画」
南部真 氏（久米設計）
加藤岡潤一 氏（久米設計）
院内視察

参 加 費

無料(資料代 500円)

定

５０名 ※日本医師会生涯教育制度単位（2.5時間）／日本医業経営コンサルタント協会継続研修認定

員

日本薬剤師研修センター研修認定

申込・連絡先

下記メールアドレスまで①参加者氏名②御所属③メールアドレスをお書きの上、お申
し込みください。折り返し詳しい会場案内をお送りします。なお、定員を超えた場合
はお断りの連絡を差し上げることもあります。
（例会担当者）千葉大学大学院工学研究科 建築・都市科学専攻
E-mail: nakayama.s@faculty.chiba-u.jp
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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連情報・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

日本建築学会

公開研究会

高齢者・障がい者等居住小委員会主催

人と人がつながって新しいまちを創る

～人口減少・超高齢化社会におけるコミュニティの役割～
若者も高齢者も障がい者もごちゃ混ぜに暮らす「シェア金沢」等を運営する佛子園の雄谷理事長、
そして長年幼稚園や高齢者施設を運営し、現在は愛知県長久手市を日本一の福祉のまちにすべく奮
闘している吉田一平市長をお招きし、「人と人がつながり、もちつもたれつの関係を築きながら創
られるまち」の実践についてお話いただきます。
日

時 ２０１６年３月５日 (土) 14:00～17:30

会

場 建築会館 ３階 会議室（東京都港区芝5-26-20）

次

第

◆主旨説明／石井敏（主査：東北工業大学）
◆「生涯活躍のまち」で描く地方創生
雄谷良成理事長（社会福祉法人佛子園）
◆一人ひとりに役割と居場所

－たつせがある－まち

吉田一平市長（長久手市）
◆ディスカッション
◆まとめ／三浦研（大阪市立大学）
司会：神吉優美（奈良県立大学）
参 加 費 日本建築学会員 2,000円、非会員 3,000円、学生 1,000円
定

員 ６０名 ※申込先着順、2月29日（月）締切

お申込み 下記メールアドレスまで研究会名をご記入の上、氏名・所属・同住所・電話番号を明
記してお申込み下さい。
（連絡先）神吉優美（奈良県立大学）kankilab@gmail.com
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