INFORMATION FROM JIHA
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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

TSURUMI こどもホスピス見学会

開催案内

1 月の月例行事は、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。
記

TSURUMI こどもホスピス

http://www.childrenshospice.jp/



日



所 在 地 大阪府大阪市鶴見区浜 1-1-77



設



デ ― タ 地上 2 階/木造、延 979.11 ㎡、2015 年 12 月竣工、2016 年 4 月開業



特

時 ２０１７年１月２０日(金) 10:00-12:00
計 大成建設株式会社一級建築士事務所
徴 英国のヘレン＆ダグラスハウスとの交流を経て実現した、日本初の「コミュニティ
型こどもホスピス」。
一定の治療を終え在宅看護に移行した難病の子どもには学びや遊びの機会を、日々
看護を続ける家族にはレスパイトケアを提供し、きょうだい、家族、家族同士が
一緒になって楽しいひと時を過ごせる「第二のわが家」である。さらに公園の中に
建ち地域に開くことで、支援のきっかけとなることを意図している。税に依拠せず
企業や個人の寄付によって運営することで、子どもと家族の多様なニーズに対して
個別のサービスを無料で提供していることも特徴のひとつである。



交

通 地下鉄鶴見緑地線「鶴見緑地」駅より 徒歩 4 分



定

員 ３０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：2 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７日（水）10：00～１２月９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「TSURUMI こどもホスピス見学会参加申込み」
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。

日本医療福祉建築協会事務局

E-mail：office@jiha.sakura.ne.jp
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委員会 新メンバー
本協会の委員会のうち、運営委員会は 4 月から、事業・編集・法規・情報・国際の各委員会は 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、
これまで２年にわたり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：2016.5.1～2018.4.30）
筧
淳夫 工学院大学
石井
敏 東北工業大学
上野
淳 首都大学東京
岡本 和彦 東洋大学
小菅 瑠香 帝塚山大学
小林 健一 国立保健医療科学院
竹宮 健司 首都大学東京
鳥山 亜紀 清水建設
中山 茂樹 千葉大学
藤田
衛 山下設計
山崎
敏 トシ･ヤマサキまちづくり
総合研究所
山下 哲郎 工学院大学
厳

爽

□編集委員会（任期：2016.10.1～2018.9.30）
岡本 和彦 東洋大学
大藪
誠 オカムラ
渡慶次 明 安藤ハザマ
西野 辰哉 金沢大学
渡辺 玲奈 竹中工務店

□法規委員会（任期：2016.10.1～2018.9.30）
小林 健一 国立保健医療科学院
板谷 善晃 清水建設
加藤 拓郎 山下設計
菅野 正広 かん一級建築士事務所
郡
明宏 鹿島建設

宮城学院女子大学
□情報委員会（任期：2016.10.1～2018.9.30）
小菅 瑠香 帝塚山大学
宇田
淳 滋慶医療科学大学院大学
江
文菁 佐藤総合計画
田中 岳人 共同建築設計事務所
三浦 雅博 三浦雅博アトリエ

□事業委員会（任期：2016.10.1～2018.9.30）
竹宮 健司 首都大学東京
岩谷 純子 日建設計
郡
明宏 鹿島建設
佐藤 基一 久米設計
山口健太郎 近畿大学

□国際委員会（任期：2016.10.1～2018.9.30）
厳
爽 宮城学院女子大学
斎宮 隆行 伊藤喜三郎建築研究所
境野健太郎
名和 杏子
尹
世遠
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第 200 回東海病院管理学研究会

～医療を支えるアートマネジメントの必要性～
開催案内
医療や福祉の現場にアートを取り入れ、患者の不安を和らげ治療に生かす取り組みが広がってい
る。快適な環境づくりだけでなく、医療スタッフの職場環境の向上にも寄与する効果も期待される。
欧米諸国では歴史的に患者支援組織がアートマネジメントを担い現場を支えてきた。一方我が国
では、アートを支える仕組みは必ずしも確立しておらず、NPO や芸術系大学が部分的に関わってい
るのが現状である。本研究会では、英国の状況、日本での先端的な取組みの事例を学ぶことで、今
後の医療現場におけるアートマネジメントについて考える。
記

日

時

２０１６年１２月３日 (土) 13:30～17:00（受付開始 13:00）

会

場

椙山女学園大学 生活科学部棟Ｂ-110
（〒464-0802 愛知県名古屋市千種区星が丘元町 17-3 TEL：052-781-1186）

主

催

東海病院管理学研究会

参 加

費

東海病院管理学研究会会員：無料／上記会員外 ２，０００円

プログラム

Ⅰ.講演
①「患者家族と病院環境」
阿部 順子（椙山女学園大学）
②「英国の病院におけるアートマネジメント」
高野 慎吾（名古屋市立大学）
③「むすんで ひらく 病院のアート」
室野 愛子（耳原総合病院）
④「病院アートディレクターの役割」
森 合音（NPO アーツプロジェクト）
⑤「医療環境・療養環境とアートマネジメント」
篠原 佳則（NPO こども健康フォーラム）
Ⅱ.意見交換
進行：鈴木 賢一（名古屋市立大学）

お申込方法

当日会場にて受付

お問合せ先

東海病院管理学研究会事務局
toukai.jiha@gmail.com （西日本医療福祉建築勉強会
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ユニットケア研修フォーラム２０１７
開催案内
本年度は、健康な身体づくりを支えるための知識として腸内フローラの機能を学ぶとともに、自
律支援を支える福祉用具の活用方法と効用を知ることから入居者等の自律を目指すユニット型施
設の運営を考える研修会を実施します。
日

時

記
２０１７年３月７日 (火) 9:30～16:30 （企業展示は17:00頃まで）

会

場

パシフィコ横浜（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）

参 加 費

７，５６０円（消費税込）

主

催

一般社団法人日本ユニットケア推進センター

定

員

１，０００名

カリキュラム

＜午前の部＞
全 体 会： オープニング
基調講演：（仮題）「身体の中では何が起きているのか」
～腸内環境のコントロールから「ふだんをプレミアムに」を考える～

分 科 会： ①ユニットケアの基本
ユニットケアとは何かを学ぶ
②24H シート基礎
１日の暮らしが見える 24H シートの役割を知る
③食べるを考える
普通である食事から、食事支援を考える
④福祉用具の導入
なぜ福祉用具を導入するのかを理解する
＜午後の部＞
分 科 会： ①人材確保・育成
他業種から人材確保・育成のヒントを学ぶ
②24H シート応用・活用事例
24H シートの活用方法を実例から学ぶ
③排泄を考える
すっきり出すための支援方法を実例から学ぶ
④福祉用具の活用
実際に福祉用具を使い、その理論を理解する
全 体 会： 「ふだんをプレミアムに！＝ユニットケア」
各分科会のまとめから「高齢者の尊厳を支えるケア」を考える
お申込方法

日本ユニットケア推進センターＨＰ（http://www.unit-care.or.jp/）内ＷＥＢ
フォームよりお申し込みください。

申込受付

２０１６年１２月１日（木）より申し込み受付開始

お問合せ

ユニットケア研修フォーラム 2017 事務局
TEL:03-5577-6186 FAX:03-5577-6187 E-Mail:info02@unit-care.or.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

象：

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

額：

最大２００万円

助

成

※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２８年９月１日～平成２８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

寄贈書籍紹介
最近、協会へ寄贈された書籍を紹介します。
日経プレミアシリーズ「2025

年、高齢者が難民になる日」

～ケア・コンパクトシティという選択～
執筆者：小黒一正（法政大学経済学部 教授)
小林 航（千葉商科大学政策情報学部 准教授）
武内和久（コンサルタント・東京大学非常勤講師）
吉竹弘行（千葉商科大学人間社会学部 教授）
山崎 敏（トシ・ヤマサキまちづくり総合研究所代表）
尾﨑 雄（ジャーナリスト・
「老・病・死を考える会」世話人）

出版社：日本経済新聞出版社／定価：939 円（本体 870 円＋税）
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月刊「近代建築」2016 年 11 月号
「特集 医療建築 医療施設の安全と安心」
月刊「近代建築」では筧淳夫氏（工学院大学教授、JIHa 理事）監修による論説と医療・福祉施設
における話題作 36 作品を収録した全巻特集号「医療施設の安全と安心」（A4 変型判、326 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： 医療施設の安全と安心 －施設環境は何ができるのか－／筧 淳夫
座 談 会： 病院の安全・安心と物的環境／種田憲一郎×荒井有美×三浦雅博×小林健一
論
文： 建築と医療安全 ― 米国の成功事例との比較／相馬孝博
論
文： 微生物から考える感染対策／柳 宇
論
文： 避難安全の新しい考え方／土屋伸一
掲載作品：

●

社団医療法人 新和会 宮古山口病院 設計／KAJIMA DESIGN 監理／鹿島建設 品
質監理一級建築士事務所 施工／鹿島建設



東北公済病院Ⅱ号館 設計・監理／関・空間設計 施工／鹿島建設



医療法人 恵生会
施工／戸田建設



とちぎメディカルセンターしもつが



地方独立行政法人 新小山市民病院 設計・監理／久米設計 施工／大成建設・
久米設計・板橋組・斉藤組・荒川電気工業・ヒタチ設備 特定建設工事共同企業
体



邑楽館林医療事務組合 館林厚生病院 設計・監理／横河建築設計事務所 施工
／清水・河本館林厚生病院施設耐震化整備工事特定建設工事共同企業体



医療法人社団 克仁会
施工／菅原建設



総合病院 土浦協同病院



公益財団法人筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院 3 号棟
設計・監理／岡田新一設計事務所 施工／鹿島建設



医療法人財団 明理会 イムス富士見総合病院 B 館
アデザイン 施工／清水建設



春日部市立医療センター 設計・監理／昭和設計 施工／大成・正和特定建設工
事共同企業体



彩の国東大宮メディカルセンター 設計・監理／大成建設一級建築士事務所 施
工／大成建設



医療法人社団 協友会 八潮中央総合病院
務所 施工／清水建設



成田富里徳洲会病院



順天堂医院 B 棟・C 棟 プロジェクト・アーキテクト、基本設計／日本設計 実
施設計／清水建設一級建築士事務所 監理／B 棟：日本設計 C 棟：清水建設 ア
ドバイザー／椎名政夫建築設計事務所、青島裕之建築設計室 施工／清水建設

南浜病院 精神科救急入院病棟

設計・監理／長建設計事務所

設計・監理／山下設計 施工／清水建設

恵愛小林クリニック

設計・監理／荻建築設計事務所

設計・監理／梓設計 施工／鹿島建設

設計・監理／ヒューマンケ

設計・監理／清水建設一級建築士事

設計・監理／松田平田設計 施工／大成建設
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社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 座間総合病院
DESIGN 設計・監理／入江三宅設計事務所 施工／鹿島建設



NTT 東日本 伊豆病院



あいち小児保健医療総合センター 救急棟・本館棟改修
設計事務所 施工／佐藤工業



加賀市医療センター
計 施工／大林組



医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 設計・監理／伊藤喜三郎建築研究所 施工／
清水建設



京都岡本記念病院 設計・監理／内藤建築事務所 施工／大林組



生駒市立病院



関西電力病院 設計／日建設計 監理／関西電力 土木建築室 土木建築エンジ
ニアリングセンター、関電エネルギーソリューション 施工／大林組



独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO） 大阪病院 設計・監理／久米設計
施工／大林組



社会医療法人 同仁会 耳原総合病院 設計・監理／昭和設計 施工／戸田建設



公益財団法人
建設



兵庫県立こども病院 設計・監理／兵庫県県土整備部住宅建築局営繕課・設備課、
内藤建築事務所 施工／大林・鴻池・大鉄特別共同企業体



久野病院



岡山大学・津山中央病院共同運用 がん陽子線治療センター 設計・監理／戸田
建設一級建築士事務所 施工／戸田建設



広島赤十字・原爆病院東棟



医療法人翠清会 翠清会梶川病院 設計・監理／大旗連合建築設計 施工／大林
組



小豆島中央病院 設計・監理／安井建築設計事務所
設工事共同企業体



社会医療法人 同心会
施工／清水建設



米の山病院 設計・監理／メイ・はる建築設計業務共同企業体 施工／梅林建設



ひらまつ病院 設計・監理／大成建設一級建築士事務所 施工／大成・JA 建設・
瀬下建設共同企業体



医療法人 沖縄徳洲会 中部徳洲会病院 設計・監理／梓設計 施工／大成建設

設計／KAJIMA

設計・監理／NTT ファシリティーズ 施工／大成建設
設計・監理／安井建築

設計／山下設計、大林組一級建築士事務所 監理／山下設

設計・監理／石本建築事務所

浅香山病院 一般科

施工／奥村組

設計・監理／東畑建築事務所

施工／鹿島

設計施工／竹中工務店

設計・監理／内藤建築事務所 施工／フジタ

西条中央病院

施工／大林・西崎 特定建

設計・監理／清水建設一級建築士事務所

事： 患者・病院・ヘリコプター運航者にとって安全・安心なヘリポートをつくるために／エア
ファシリティー
鉛を全く使わずに X 線を確実に遮蔽する石膏ボード／技研興業
病院内の安心・快適を創造する自動ドア／ナブテスコ
建築空間の形成、成長・変化する医療機能の継続性に対応するパネルシステム／岡村製作所
業界初、雨水対策を施した屋外専用の鋼製軽量引戸／文化シヤッター
《生誕 100 年》 吉武泰水と建築計画学／田口 昭
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〔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
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/kindaikenchiku.co.jp/cgi-bin/order/index.html →「雑誌
のご注文」へお進み下さい。
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