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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

報告会「フィンランド・スウェーデン・オランダの医療建築」
-海外医療福祉建築研修 2017本協会では昨年 10 月に恒例の海外視察団をオランダ（アムステルダムほか）
、スウェーデン（ス
トックホルム）、フィンランド（ヘルシンキほか）へ派遣しました。各国の最新の病院建築の視察
のほか、医療福祉施設の設計を手がける設計事務所へも訪問し、各国での病院建築の設計のあり方
について意見交換をしてきました。また、オランダでは最新の現代建築を、スウェーデンではアス
プルンド、フィンランドではアアルトの名建築も堪能してきました。成熟した社会福祉国家・北欧
の最新の事情、世界の現代建築をリードするオランダの華やかなデザイン思想の中での医療福祉建
築の実際など、大いに参考となる有意義な視察となりました。
主な視察先は、以下のとおりです。
【オランダ：アムステルダムほか】
(高齢者施設)Hogeweyk, (病院)Emma Children's Hospital, (病院)Martini Hospital Groningen, (病
院)Martini Hospital Groningen, (設計事務所)SEED
【スウェーデン：ストックホルム】
(病院)New Karolinska Solna Hospital, (病院)Södertälje Hospital, （建築）森の墓地など
【フィンランド：ヘルシンキほか】
(病院)Jorvi Hospital, (病院) Kalasatama Healthcare Center, (建築・病院)Paimio sanatorium, (病
院)Espoo Hospital, (設計事務所)Paatela

Architects,（建築）アアルトの自邸とアトリエなど

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下記の通り別途お申込みください。
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。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

２０１８年３月１日 (木) 14:30～17:00 ［14:00 受付開始］

会

場

工学院大学新宿キャンパス中層棟6階B-663教室（東京都新宿区西新宿1-24-2）
http://www.kogakuin.ac.jp/facilities/campus/shinjuku/access.html

講

師

石井

敏 氏（東北工業大学 教授）ほか視察参加メンバー

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2017 研修報告書 （A4判･カラー/頒価4,320円税込）

懇 親 会

会場：報告会の会場近くで予定（17:30〜予定）
会費：５，０００円（予定）（当日受付にてお支払いください）
※要事前申込み（申込締切：２月１３日（火））
（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（予定）
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お申込み方法
報告会、懇親会それぞれ別でお申し込みを受け付けます。

（報告会）
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 フィンランド・スウェーデン・オランダの医療建築」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。
（懇親会）
報告会とは申込みが別となっております。下記にメールにてお申込みください。
締め切り：２月１３日（会場手配の都合上、締め切りまでにお申し込みください）。
申込み先： E-mail: mokazaki@k-ito.co.jp

岡崎光邦（伊藤喜三郎建築研究所）

記入事項：件名「3/1 懇親会」参加申込み 参加者名、勤務先、人数をご記載下さい。
会費は当日会場にてのお支払いとなります。
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慶應義塾大学病院 1 号館（新病院棟）見学会

開催案内

3 月の月例行事は、今年 5 月にオープン予定の標記病院を見学させていただきます。参加ご希望の方
は、下記の申し込み方法の通りお申し込み下さい。※オープン前の見学会の為、一部養生がされている
場合がございます。また家具、設備機器等についても未設置の場合がございますので、その点ご了承の
上、お申し込みください。
記

慶應義塾大学病院 1 号館（新病院棟）


日



所 在 地 東京都新宿区信濃町 35-1



設



デ ― タ

時
計

http://www.nhwp.keio.ac.jp/

２０１８年３月７日(水) 14:00-17：00
竹中工務店
798 床/地上 11 階・地下 2 階/RC 造、一部 S 造/延 74,796.07 ㎡
2018 年 5 月開院



特

徴

施設が老朽化した既存病院を、限られた敷地の中で、使いながら建て替える計画。
患者のアメニティを重視しながら、最先端医療を担うための基礎臨床一体型医学の
実践や、医看薬連携による先導的医療人の育成などを実現できる施設としている。
まだ整備計画の途中であるが、このたび信濃町キャンパスの中心となる新病院棟が
竣工し、オープンをむかえる。



交

通

ＪＲ中央・総武線「信濃町」駅下車

徒歩 1 分

都営大江戸線「国立競技場」駅下車 A１番出口より 徒歩 5 分


定



参 加 費

員

５０名（JIHa 会員・会友に限る）
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：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：２月５日（月）10：00～２月７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のでご了承ください。
3）記入事項：件名「慶應義塾大学病院 1 号館（新病院棟）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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公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会

医業経営セミナー

「医業経営におけるインバウンドの動き」開催案内
日

時

２０１８年２月２３日 (金) 13:00～16:30

会

場

Learning Square 新橋(東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル)
ＪＲ新橋駅烏森口より徒歩２分

参 加 費 履修認定時間３時間を希望する方

９，０００円（消費税込）

履修認定を希望しないJIHa会員

１，０００円（消費税込）

一般の方

１５，０００円（消費税込）

主

催

公益財団法人 日本医業経営コンサルタント協会

定

員

１００名

講

義

Ⅰ：13：05～14：05

※定員になり次第締切

Medical Excellence JAPAN(MEJ)が推進するJapan International Hospitals(JIH)
でのインバウンド医療
講師：相川直樹
（一般社団法人 Medical Excellence JAPAN理事／慶應義塾大学名誉教授）
Ⅱ：14：15～15：15
亀田メディカルセンターにおけるインバウンドを中心とした国際展開
講師：呉海松
（亀田メディカルセンター 経営管理本部 中国事業統括室 室長）
Ⅲ：15：25～16：25
医療国際化へ向けて、医療機関が直面する課題と対応策
講師：原茂順一
（聖路加国際病院 病院事務部 患者サービス課 国際係 マネージャー）
お申込方法

医業経営コンサルタント履修認定 3 時間を希望する方はホームページ（http://www.j
ahmc.or.jp/）よりお申込み下さい。
履修認定を希望しない JIHa 会員は（http://www.jiha.jp/news/jahmcseminar180223.
pdf）より委員（中山茂樹氏（JIHa 理事））ご紹介用申込用紙をダウンロードの上、F
AX（03-5275-6992）にてお申込み下さい。
一般の方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問合せ

公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会 事業部 事業第二課
TEL:03-5275-6993（直通）または 03-5275-6996（代表）
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一般財団法人 渥美和彦記念財団
未来健康共生社会研究会 第 10 回公開シンポジウム

「少子高齢社会における未来型の健康な住居とコミュニティの創成」開催案内
テーマは「少子高齢社会における未来型の健康な住居とコミュニティの創成」です。
終了後、ホテル機山館において懇親会も予定しております。
記
日

時

２０１８年３月４日 (日) 12:30受付・13:00開演・18:00懇親会

会

場

東京大学医学部教育研究棟13階第6セミナー室
(http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_02_09_j.html)

懇親会会場

ホテル機山館（http://kizankan.co.jp/）本郷三丁目交差点より徒歩1分

参 加 費 シンポジウム
懇親会
定

員

１００名

１０，０００円
６，０００円／お一人様

※先着順

申込締切

２月２３日（金）

プログラム

シンポジウムコーディネーター：
長澤泰（東京大学・工学院大学名誉教授、未来健康共生社会研究会住環境部会長）

13:00-13:05

開会の辞

13:05-13:10

シンポジウムの概要

13:10-14:15

セッション１「ZEH 住宅からコミュニティに拡がる健康な住環境」
座長：水野統夫(ナイスパートナーズ会長、未来健康共生社会研究会住環境部会幹事)

13:15-13:55

講演
「日本の暮らしを省エネ 快適 健康 に～住宅の性能向上で変わる日本の家～」
前真之（東京大学工学系研究科建築学専攻准教授）

13:55-14:35

講演「超高齢社会での居場所づくりとコミュニティ」
大月敏雄（東京大学工学系研究科建築学専攻教授）

14:35-14:40

セッション２「未来型多世代共生コミュニティの果たす役割」
座長：飯田修一（現代建築研究所所長、未来健康共生社会研究会住環境部会幹事）

14:40-15:20

講演「医療福祉がハブとなり生活全般を支援する未来のまちづくり」
岩尾聡士（医師、医学博士、MBA、京都大学経営管理大学院特定教授、高齢社会街づくり研究所顧問）

15:20-16:00

講演「子育て共助・多世代交流と市民協働の取り組み」
甲田恵子（株式会社AsMama 代表、メディア掲載・受賞歴多数）

16:00-16:20

休憩

16:20-16:25

セッション３「未来健康共生社会創成の技術とファイナンス」
座長：長澤泰

16:25-17:05

講演「ヘルスケア関連新技術支援のグローバルな枠組み」
本澤実（KEIRETSU 最高顧問、未来健康共生社会研究会住環境部会幹事）

渥美和彦（渥美和彦記念財団理事長・東京大学名誉教授）
長澤泰

5

ＩNFORMATION

FROM

JIHA

2018.2.1

一般社団法人 日本医療福祉建築協会

17:05-17:35

総合討議：「未来健康共生社会を考える」
司会：長澤泰
演者：渥美和彦、水野統夫、飯田修一、本澤実

17:35-17:40

閉会の挨拶

17:40

閉会

18:00-19:30

懇親会

お申込方法

申込用紙（http://www.kazuhiko-atsumi.org/topics/pdf/C2-180304.pdf）に必要事項
をご記入の上、FAX（03-5800-5030）にてお申込み下さい。

渥美和彦

機山館

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

「ナイチンゲールの越境」建築家が読む『病院覚え書』ご案内
日本看護協会出版会のウェブサイト「教養と看護」の特集2017：ナイチンゲールの越境にて長澤
泰氏（JIHa元会長）による「建築家が読む『病院覚え書』」が掲載されました。
下記ＵＲＬよりどなたでもお読みいただけます。
http://jnapcdc.com/LA/nagasawa/index.html
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