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特別養護老人ホーム幸の郷・森永産婦人科見学会 開催案内
来年１月の月例行事は、会誌「医療福祉建築」197 号に掲載されました「特別養護老人ホーム幸の郷」と医療
福祉建築賞 2013 で準賞を授賞した「森永産婦人科」を見学させて頂きます。同日の午前と午後での開催となりま
すので、参加ご希望の方は、２頁目の申し込み方法をご覧の上、お申し込み下さい。
受付期間中に定員に達したため、受付を終了いたしました。
記
特別養護老人ホーム幸の郷 http://www.hagurinosato.com/


日



所 在 地 愛知県小牧市大字北外山字掛割８−１



設



デ ― タ 特別養護老人ホーム 100 床、ショートステイ 18 床他／地上 2 階／木造／延 5,226 ㎡／2016 年

時 ２０１８年１月２３日(火) 10:00-12:00

計 大久手計画工房＋榑建築設計室
6 月竣工



特

徴 大規模な福祉施設は耐火要求が求められ鉄骨造か RC 造で建てることが一般的であったが、近
年、法整備が進みローコストな木造での建築が可能になってきている。



交

通 名鉄小牧線「小牧口駅」より、徒歩 10 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：2.0 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）

・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～
森永産婦人科 https://www.morinaga-mc.jp/


日



所 在 地 愛知県春日井市八事町３－４６



設



デ ― タ 19 床／地上 4 階／SRC 造・一部 S 造／延 2,573 ㎡／2011 年 7 月竣工



特

時 ２０１８年１月２３日(火) 14:00-16:00

計 佐藤総合計画 九州事務所＋竹下輝和

徴 年間 1,200 件超の出産、春日井市で多くの妊産婦が来院する森永産婦人科は、患者のアメニ
ティの確保と地域コミュニティのシンボルとしての役割を追うべき施設と位置づけた計画で
す。中待合とバックヤードは円形の診察、内診室を間に挟む「ゾーン型配置」は、患者のプ
ライバシーと医療動線を両立し、患者に安らぎと安心感を与えます。



交

通 ＪＲ「春日井駅」北口より、徒歩 5 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）
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●1 月見学会申込みについて
1 月の見学会は、どちらか一方でも、両施設共でもお申込みいただけます。
12/11～12/13 の申込み期間中に２件同時に受付しますので、ご希望の施設名を必ず明記のうえ、お
申込みください。
申込み方法の詳細は下記をご参照ください。

 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１１日（月）10：00～１２月１３日（水）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。なお、抽選は施設ごとに行います。2 施設にお申し込
みの場合でも、抽選の結果で 1 施設のみのご参加となる場合もございます。併せてご了承ください。
3）記入事項：件名「幸の郷見学会参加申込み」、「森永産婦人科見学会参加申込み」、「幸の郷＋
森永産婦人科見学会参加申込み」のいずれかを明記の上、
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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ユニットケア研修フォーラム２０１８
開催案内
本年度は、「一人ひとりの「生き方・逝き方」に添うユニットケアを学ぼう」をテーマに、あな
たの働いている施設が最期まで安心して暮らし続けられる場であるかを問い掛けていきます。実践
報告を交えた勉強会の実施で、専門性を多角的にとらえるための１日を目指します。
日

時

記
２０１８年３月５日 (月) 9:30～16:30 （企業展示は8:45から）

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

参 加 者

１，０００名

カリキュラム

9:30-10:00
全 体 会： オープニング
10:00-11:30
基調講演：「死を前にした人にあなたは何ができますか？」
《講師》めぐみ在宅クリニック

院長 小澤

竹俊 氏

11:45-15:45（昼休憩 75 分）
分 科 会：①24H シート
24H シートの導入・活用してみたら、何が変わったのか！
②食べる・排泄
美味しく食べて、すっきり出す（排泄）！
③福祉用具の活用
福祉用具の活用と人の手の介護では、
どちらが安全で快適なのか
④多職種協働（人材育成）
暮らしを支えるチームアプローチとは！
16:00-16:30
全 体 会： 一人ひとりの「生き方・逝き方」に沿うユニットケアを学ぼう
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

２０１７年１２月１日（金）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 2018 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

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２９年１２月３０日(郵送の場合、平成２９年１２月３１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」2017 年 11 月号
「特集 医療建築 医療施設の持続性」
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
（A4 変型判、326 頁、定価 2,300
における話題作 34 作品を収録した全巻特集号「医療施設の持続性」
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： 病院建築に求められる成長と変化への対応／竹宮 健司
鼎
談： 医療施設の持続性（成長と変化）／箱守春樹×来野炎×岡本和彦
論
文： 医療施設の継続的ファシリティマネジメント／馬越修
論
文： 医療施設 PFI における持続的な施設整備／中田康将
掲載作品：

●

医療法人 優仁会 滝川中央病院 設計・監理／大和ハウス工業一級建築士事務所
施工／大和ハウス工業



医療法人 渓仁会 札幌渓仁会リハビリテーション病院 設計・監理／松田平田設
計 施工／熊谷組



医療法人 雄心会
／内海工業



市立角館総合病院 設計／佐藤総合計画 監理／佐藤総合計画、小畑設計事務所
施工／安藤ハザマ・丸茂組・小松建設特定建設工事共同企業体



大原綜合病院 設計・監理／伊藤喜三郎・フォルム設計共同企業体
島・佐藤・菅野特定建設工事共同企業体



南魚沼市民病院 本体設計・監理／長建設計事務所・アベ設計室 新市立病院実
施設計業務委託共同企業体 キャノピー設計・監理／建築：長建設計事務所 キ
ャノピー構造：江尻建築構造設計事務所 本体施工／本間組・高橋建設特定共同
企業体 キャノピー施工／宮仲開発



埼玉県立小児医療センター・さいたま赤十字病院



埼玉県立小児医療センター



さいたま赤十字病院
共同企業体



国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 次世代外科・内視鏡治療開発
センター 設計・監理／山田綜合設計 施工／大成建設



柏たなか病院



新柏クリニック



森の病院 成田リハビリテーション病院
所 施工／三井住友建設



順天堂大学医学部附属浦安病院 3 号館 プロジェクト・アーキテクト、基本設計、
監理／日本設計 実施設計／清水建設一級建築士事務所 施工／清水建設



医療法人社団 明芳会 イムス東京葛飾総合病院 設計・監理／清水建設一級建
築士事務所 監修／現代建築研究所 施工／清水建設

青森新都市病院

設計・監理／二本柳慶一建築研究所

設計・監理／久米設計

設計・監理／日建設計

施工

施工／鹿

施工／清水建設

施工／大成建設・田中工務店特別

設計・監理／大成建設一級建築士事務所

施工／大成建設

設計施工／竹中工務店
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成城木下病院



高齢者総合サポートセンター（かがやきプラザ）・九段坂病院
米設計 施工／戸田建設

設計・監理／久



江東リハビリテーション病院

施工／熊谷組



公益財団法人
三井住友建設



ONE FOR ALL 横浜



湘南慶育病院

設計・監理／伊藤喜三郎建築研究所



東名厚木病院
建設

設計／KAJIMA DESIGN



富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 設計・監理／佐藤総合計
画・創建築事務所設計共同体 施工／佐藤工業・前田建設工業・日本海建興共同
企業体、近藤建設・相澤建設・竹原工務店共同企業体



長野県厚生農業協同組合連合会 北アルプス医療センター あづみ病院
監理／アーキディアック 施工／北野・相模特定建設工事共同企業体



静岡県立総合病院 先端医学棟 設計／横河建築設計事務所 監理／静岡県立総
合病院、横河建築設計事務所 施工／三井住友・木内・静鉄特定建設工事共同企
業体



医療法人 宏和会
／TSUCHIYA



滋賀県立成人病センター 新病棟
西村・笹川建設工事共同企業体



社会医療法人 太秦病院
田建設共同企業体



社会医療法人 愛仁会



社会医療法人 三和会 りんくう永山病院 設計・監理／安井建築設計事務所
施工／松村組・日本土木建設特定建設工事共同企業体



医療法人社団 仁和会 神野病院
所 施工／大和ハウス工業



香川県厚生農業協同組合連合会
五洋建設



市立八幡浜総合病院



徳島県立海部病院 設計／内藤建築事務所、橘建築事務所設計共同企業体 監理
／品質管理：日総建大阪事務所・宮建築設計共同企業体 意図伝達：内藤建築事
務所、橘建築事務所 施工／西松建設・井上建設・北島コーポレーション共同企
業体

設計・監理／隈研吾建築都市設計事務所

施工／戸田建設

設計・監理／平建築設計事務所

井之頭病院 2 号館

設計・監理／伊藤喜三郎建築研究所

設計・監理／内藤建築事務所

瀬戸みどりのまち病院

施工／大和ハウス工業
施工／前田建設工業

監理／小林建築事務所

施工／鹿島

設計・監理／東畑建築事務所

設計・監理／内藤建築事務所

設計・監理／横河建築設計事務所

千船病院

施工／

設計・

施工

施工／熊谷・

施工／淺沼組・岡

設計・監理／東畑建築事務所

施工／フジタ

設計・監理／大和ハウス工業一級建築士事務
屋島総合病院

設計・監理／山下設計

設計・監理／日建設計

施工／

施工／大成建設

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
ロファシリティー
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
ビル用窓の樹脂化を推進することで断熱性・防露性を高める／YKK AP
建築空間の形成、成長・変化する医療機能の持続性に対応するパネルシステム／岡村製作所
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FROM

JIHA

2017.12.1

一般社団法人 日本医療福祉建築協会

開き戸の外観と、玄関ドアとしての基本性能を備えた”引戸”／文化シヤッター

〔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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