
月日 都市名 交通機関 時間 行程

2018年 東京/成田 航空機 夜 空路、オーストラリア・ビクトリア州のメルボルンへ

10月2日

（火） ＜機内＞

10月3日 メルボルン 専用車 朝 到着

(水) 午後 視察のための打ち合わせ会

＜メルボルン泊＞

10月4日 午前 病院視察

(木) 午後 病院視察

＜メルボルン泊＞

10月5日 午前 病院視察

(金) 午後 病院視察

＜メルボルン泊＞

10月6日 メルボルン 航空機 午前 航空機にてクイーンズランド州のブリスベンへ

(土) ブリスベン

航空機

午後 着後、ホテルへ

＜ブリスベン泊＞

10月7日 終日 事前研修

(日)

航空機

＜ブリスベン泊＞

10月8日 終日 IFHE国際会議

(月)

航空機

＜ブリスベン泊＞

10月9日 終日 IFHE国際会議

(火)

航空機

＜ブリスベン泊＞

10月10日 終日 病院視察（IFHE主催）

(水)

＜ブリスベン泊＞

10月11日 専用車 空港へ

(木) ブリスベン 航空機 午前 空路、帰国の途へ

東京/成田 夕刻 着後、解散

＊交通機関･時刻は変更になる場合があります。
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《第 25回 IFHE国際病院設備学会ブリスベン会議》 

（25th Congress of the International Federation of Hospital Engineering） 
 

 研修期間： 2018年 10月 2日（火）～10月 11日（木） 

 研修都市： ブリスベン、メルボルン 〔オーストラリア〕 

 団    長： 中山茂樹 （一社）日本医療福祉設備協会  副会長 

   千葉大学大学院工学研究科 教授 

 研修企画： 一般社団法人日本医療福祉設備協会（HEAJ） 
 
 認定ホスピタルエンジニア（CHE）更新ポイント 105 点取得 

 （公社）日本医業経営コンサルタント協会継続研修履修 20 時間（予定） 

 

 

 

 

 

 

※視察病院は現在調整中のため、変更になる場合があります。 

＜メルボルン＞ 

■MONASH MEDICAL CENTRE CLAYTON 

（モナッシュ・メディカル・センター・クレイトン）:640 床 

1987年にクイーンビクトリア医療センター、プリンスヘンリー病

院、ムーラビン病院の３病院を統合し設立。専門外科、内

科、精神保健医療などコ・メディカルを含め包括的医療を施

す地域基幹病院。妊産婦サービスと新生児サービスを一元

的に提供するユニークな女性医療サービスを提供。また、関

連病院のモナッシュ小児病院は、国内大規模小児専門病

院の一つとして 2017 年に新病院をオープンした。 

■THE ROYAL MELBOURNE HOSPITAL 

（ザ・ロイヤル・メルボルン・ホスピタル）:571 床 

1848 年開院。郊外に位置するオーストラリア有数の公立

病院。臨床研究で評判の高い第三次医療のための主要な

教育機関でもある。特に重篤な患者を中心に医療サービス

を提供している。 

■ST.VINCENT’S HOSPITAL 

（セント・ビンセント・ホスピタル）:504 床 

1893 年開院。市内の主要な公立病院の一つでありセント

ビンセント保健サービスが運営。遺産登録された歴史的建

物の裏に新病院がオープンし、補完医療、診療科、病棟、

分散型ナースステーション、サテライト薬局などの革新的な 

レイアウトデザインは、広く評価されている。 

＜ブリスベン＞ 

10月 10日（水）に IFHE国際会議主催の病院視察に

参加。＊次の病院のうち、一施設を選択 

① LADY CILENTO CHILDREN’S HOSPITAL 

2014 年開院の地域でも代表的な小児病院。 

② GOLD COAST UNIVERSITY HOSPITAL 

2013 年開院の第三次医療病院。 

③ ROYAL BRISBANE & WOMEN’S HOSPITAL 

ブリスベンの中心にあるクイーンズランド州最大級の病院。 

④ QUEENSLAND  EMERGENCY  OPERATIONS  CENTRE 

大規模災害にも対応可能な南半球でも有数の施設。 

＊詳細は追ってお知らせいたします。 

「IFHE会議出席とオーストラリアの病院建築・設備の動向を知る」 

2018 年の IFHE 国際病院設備学会はオーストラリア・ブリスベンで開催されます。主題は「ヘルスケア・エンジニアリング－持続可能な基盤の構

築」です。本会議では基調報告や各国プレゼンテーション、および最新病院の訪問も含まれています。当協会は本会議の参加と併せてオーストラリ

ア・メルボルンの病院建築・設備を視察し、技術者とのミーティングを実施する研修旅行を企画しました。英国型の制度から発展し、独自の展開をし

て国民に満足度の高いサービスを可能としている病院を見たいと考えています。奮ってご参加くださいますよう、お待ちいたしています。 

 

 

団長：中山茂樹 
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海外視察研修2018　参加依頼書

氏名 氏名

性別 　　□男性　　　□女性

参

加

者

《第25回IFHE国際病院設備学会ブリスベン会議》

（25th Congress of the International Federation of Hospital Engineering）

●研修参加資格  

当協会会員ならびに当協会の関連団体会員の方に限ります。 

※関連団体については、当協会までお問い合わせください。 

 

 

 ●参加依頼方法 本依頼書をご記入の上、協会宛に FAX もしくはメー

ルにてお送りください。 なお、勤務先の手続きの都合で参加が未確定の

方は、備考欄にその旨をご記入ください。あわせてFAXをご利用の場合は

送信後、お電話で受信の確認をお願いします。 

※本参加依頼書は、「旅行申込書」ではありません。 

 

 

 ●旅行のお申込みについて 参加依頼書を協会に送付後、旅行会社

（東武トップツアーズ(株)）より旅行申込み案内〔旅行業約款・旅行条

件書（旅行代金に含まれるもの、 含まれないもの、取消料等）・旅行申

込書・申込金の案内〕ならびに渡航手続き案内が届きます。 旅行会社が

『旅行申込書』および『申込金』を受領した時点で、旅行申込みとなります。  

研修概要 参加依頼方法 

研修企画 一般社団法人日本医療福祉設備協会 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-39-15 医科器械会館 3 階  

TEL：03-3812-0257 FAX：03-6240-0690 

Eメール：hc-setsubi0919@heaj.org 

●期間・訪問国（都市）  

オーストラリア（メルボルン、ブリスベン） 

 

●日程  

2018年10月2日（火）～10月11日（木）・10日間  

 

●研修参加費  

①４６８，０００円（参加者１５名以上の場合） 

②４１７，０００円（参加者２０名の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

●参加依頼締切日     

2018 年 7 月20 日（金） 定員：20 名  

（注１）上記の研修参加費の他、IFHE国際会議登録料（実費）が別途必要です。 

（注２）登録料は早期登録割引適用期間（6月30日）を過ぎると変更となります。 

      なお、会議登録は旅行会社を通して行いますので、下記の期日となります。 

     ・６月29日（金）までに登録された場合：90,000円（1,000ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ） 

     ・７月2日（月）以降に登録された場合：108,000円（1,200ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ）  

     ※旅行会社の営業時間外（平日17時以降 及び 土・日・祝日）は 

      翌営業日での登録となります。 


