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 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 

旧年中は当協会の諸活動にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 新年にあたり、先ず昨年の活動を振り返ることから始めさせて頂きます。 

特筆すべきは、昨年度、当協会が創立６０周年を迎えたことかと思います。１０年前の５０周年で

は幾つかの大きな行事を催しましたので、諸行事についてはやや控えめではありましたが、幾つか

の記念行事を執り行うことができました。先ず会誌 185号（2014年 10月号）ではこの１０年の医

療福祉建築の変遷を総括する特集を組んでいただきました。読み応えのある幾つかの論考がまとめ

られておりますが、超高齢化や医療技術の高度化などを背景として、この１０年には激動ともいえ

る変化があったことを改めて認識することができます。又、この１０年間の医療福祉建築賞受賞作

をまとめた「創立６０周年記念作品集 ～医療福祉建築賞 2004-2013～」を発行しました。ざっと縦

覧するだけでもこの１０年間の医療福祉建築の動向を窺い知ることができる有用な書籍となった

と考えます。綺麗な写真や図面とともに Bilingualでまとめられております。余部がありますので

是非書棚に加えて頂ければと思います。大きなパーティーは控えましたが、９月のフォーラムの初

日にはすこし幅広にお声かけしささやかな祝宴を催しました。ご参加の方々から沢山の心温まるお

言葉を頂き、感謝しております。 

恒例の施設見学会は５月から７回を開催し、いずれも定員を超える参加申し込みを頂き成功裏に

終了しております。昨年で５回目となる病院管理者向けの「病院建築講座～施設整備をお考えの方

に～」は受講者５６名と盛況裏に終えることができた他、病院建築基礎講座（６／30・７／１）、

福祉建築基礎講座（７／２）、医療福祉建築フォーラム（９／18・19）も会場の建築会館ホールを

ほぼ満席とする積極的なご参加を頂きました。 

 若手育成と JIHa の次世代幹部育成も目的とした「JIHa ユースクラブ 2014（東京）」は今回も   

１２名の参加を得て，コーディネーターのベテラン建築家の方々と共に和気あいあいとした雰囲気

のなかで活動をしていただいております。調査研究事業では、河合慎介先生（京都府立大学）を研

究代表者とする課題研究「医療福祉建築の火災対策研究」は活発な活動をしていただいており、１

～２月にかけて会員にオープンの公開勉強会を企画中です。又、顕彰事業では、「医療福祉建築賞

2014」に３２点の応募を頂き、井上由起子委員長（日本社会事業大学）のもとで審査がすすんでお

ります。その他、編集発行事業、情報発信事業等も例年通り、順調に進行しております。 

 さて、本年３月で東日本大震災から４年になります。私事ながら東北の復興を見守る旅を定期的

に続けていますが、復興の槌音がようやく聞かれるようになってきたとの感慨を抱きます。又、2020

年東京オリンピックのための都市基盤や施設の整備も本格化を始める時期かと感じます。しかし、

同時に、医療福祉建築も極めて重要な社会基盤であり、忍び寄る建設費高騰の傾向に抗して尚一層

の努力が求められる年になるかと自覚致します。当協会の担うべき役割もなお一層重要性を増すも

のと考え、心を引き締めている次第です。 

末筆ながら、本年も当協会の会員の皆様のなお一層のご活躍を祈念いたします。 

２０１５年 元旦 

一般社団法人 日本医療福祉建築協会 

会長  上 野 淳 
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愛育病院見学会 開催案内 

１月の月例行事は、オープン前の標記病院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。尚、今回の見学会は病院の方による説明等はありませ

んので、あらかじめご了承ください。 

記 

新愛育病院 http://www.aiiku.net/img/140730_aiiku%204.pdf  

 日  時 ２０１５年１月２９日(木)14:00-16:30 

 所 在 地 東京都港区芝浦１丁目１６番１０号 

 設  計 日建設計 

 デ ― タ 160床／地上 10階・搭屋 1階／SRC・ RC・S造、免震構造 

       屋上ヘリポート設置／延 49,843㎡／2015年 3月開院 

 特  徴 ・「患者」と「スタッフ」、「新病院」と「現病院」、「周産期」と「小児救急」、それ  

ぞれのつながりを重視して、病院全体を総合的に計画した。 

・地域に開かれ、患者のアメニティに配慮した「全国の周産期・小児医療施設のモ

デル病院」を目指した１６０床の病院移転新築計画。  

・周産期医療と小児救急の専門病院という性格上、妊婦と小児間の感染を未然に防

ぐため、可能な限り双方の動線分離を工夫した。 

・外観デザインは現病院の伝統と格式を継承した、女性らしい温かみのある優しい

佇まいとした。 

 交  通 ＪＲ「田町駅」芝浦口（東口）下車 徒歩 7分 

     都営三田線・浅草線「三田駅」下車 Ａ９出口より 徒歩 6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：2.5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）

申込方法 

1）申込方法：原則として E-mailに限ります。FAXによる申し込みも受付けますが、事務量軽減のた

め、なるべく E-mailをご利用下さい。 

2）申込期間：１月１３日（火）10：00～１月１５日（木）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「愛育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 or FAX番号、

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  FAX：（03）3453-7573 
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本年度課題研究「医療福祉建築の火災対策」 

公開勉強会 開催案内 

2013年 10月に福岡市の有床診療所で起きた火災では 10名が亡くなり、また、高齢者施設におい

ても度重なる火災により入所者の方々が亡くなっています。小規模医療施設では年間 150件近くの

火災が発生し、総務省消防庁では厚生労働省、国土交通省と連携して医療福祉施設の防火安全対策

の強化と再発防止策を検討しています。このような流れを受け、本年度課題研究のテーマを「医療

福祉建築の火災対策」とし、9月の医療福祉建築フォーラム 2014における中間発表では幾つかのポ

イントを提示しました。 

そこで、医療福祉施設における昨今の火災対策について１～２月にかけて２回の公開勉強会を開

催いたします。今回のテーマを「医療福祉建築における防火・延焼対策の先端技術」とし、各シン

ポジストから技術的な最近の動向について話題を提供いただき、これからの火災対策について考え

る機会にできればと思います。 

記 

 日  時 ２０１５年１月３０日 (金) 13:30～15:30  

 会   場 建築会館308会議室（東京都港区芝5-26-20） 

 次  第 □趣旨説明／「本年度課題研究 ： 医療福祉建築の火災対策」 

河合 慎介 氏（京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 准教授） 

□話題提供 

「高感度火災予兆システムを始めとした先端設備」 

山田 博也 氏 ほか（能美火災(株)） 

「不燃木材の現在」 

人選中（越井木材工業(株)） 

□質疑応答・討論 

 参 加 費 無料 

 定  員 ４０名 ※建築ＣＰＤ認定プログラム申請中。 

 

参加申込み方法 

1）申込み方法：原則として E-mailに限ります。FAXによる申込みも受付けますが、事務量軽減のた

め、なるべく E-mailをご利用下さい。 

2）申込期間：2015年１月７日（水）10：00～１月９日(金)15：00(3日間) 

 上記日時以前にお申込みいただいたものは無効となります。なお、時刻については当協会の受信時

とさせていただきます。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『公開勉強会「医療福祉建築の火災対策」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 or FAX 番号、⑤〒･住所（案内送付

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) 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  FAX：（03）3453-7573 
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千葉西総合病院見学会 開催案内 

２月の月例行事は、一昨年５月の本館オープンに続き、昨年 12月にアネックス館（別館）をオ

ープンしました標記病院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 

千葉西総合病院 http://www.chibanishi-hp.or.jp/ 

 日  時： ２０１５年２月２０日(金) 13:30～16:00 

 所 在 地： 千葉県松戸市金ケ作１０７－１ 

 設  計： 伊藤喜三郎建築研究所 

 デ ― タ： 608 床／52,692 ㎡／本館：453 床・地上９階・地下１階・屋上ヘリポート設置・

PCaPC免震構造／アネックス館：135床・地上 4階・S造 

 特  徴： ・心臓カテーテル治療実績 5 年連続日本一。ハイブリッド手術を含む心臓・血管

外科も全国屈指の実績をもつ。 

・「救急は絶対に断らない」など、日夜ハードな診療を続ける「闘う病院」。本館

のデザインコンセプトは「イージス巡洋艦」。司令室から 6つのカテ室をコント

ロールする「カテスタジオ」がユニーク。 

・アネックス館のコンセプトは「リゾート・スパ」。国際医療と自由診療に対応し

た設え。道路上空通路で本館と連続しつつ、独立したエントランスをもつ。健

診センター、産婦人科、小児科、内科等。 

 交  通： 新京成線「常盤平駅」北口より 徒歩 6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：2.5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） 

申込方法 
 

1）申込方法：原則として E-mailに限ります。FAXによる申し込みも受付けますが、事務量軽減のた

め、なるべく E-mailをご利用下さい。 

2）申込期間：１月２８日（水）10：00～１月３０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「千葉西総合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 or FAX番号、

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  FAX：（03）3453-7573 
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特徴あるディテールの事例を募集します 

会誌「医療福祉建築」では、連載記事「このディテール」を企画しております。 

つきましては会員の皆様から、ユニバーサルデザイン・機能性・環境向上・美観など、様々な観点

から工夫・配慮をしたディテールの事例（部位は問いません）を募集いたします。資料は事務局まで

E-mail または郵送にてお送りください。なお誌面の都合上、ご紹介できない場合がありますのでご了

承ください。 

編集委員会 委員長  小 林 健 一 

資料送付先：一般社団法人日本医療福祉建築協会事務局 

〒108-0014 東京都港区芝 5-26-20 建築会館 

E-mail：office@jiha.sakura.ne.jp 

 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連イベント情報・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

日本医療・病院管理学会第 332回例会 
～長澤泰先生最終講義～ 

のご案内 

工学院大学副学長・建築学部長の長澤泰教授（JIHa元会長）のご定年に際しまして、工学院大学

の共催により、本例会の基調講演を、先生の最終講義として行うこととしております。また例会終

了後は，学内で場所を移し、先生の慰労会(有料)を開催し、皆様との懇談の場を設ける予定です。

多数のご参加をお待ち申し上げております。 

記 

日   時： ２０１５年２月１７日(火) 13:30～16:30 

会   場： 工学院大学新宿キャンパス３階 アーバンテックホール 

       http://www.kogakuin.ac.jp/facilities/campus/shinjuku/access.html 

       （新宿駅西口より都庁方面へ徒歩５分） 

参  加  費： 無料  

※但し、慰労会は有料となりますので、参加希望される方は下記連絡先までメールにて事前登録 

 を行ってください。 

プログラム：【最終講義・基調講演】13:40-14:40 

演題「病院建築の国際化」 

工学院大学副学長 建築学部長 教授 長澤 泰 

 

【シンポジウム】15:00-16:30 

テーマ「病院建築国際化の道筋」 
座長 工学院大学 建築学部 教授 筧 淳夫 

 

＜シンポジスト＞ 

・病院建築分野 

工学院大学副学長 建築学部長 教授 長澤 泰 

滋慶医療科学大学院大学 医療安全管理学研究科 教授 河口 豊 

国立保健医療科学院 生活環境研究部 上席主任研究官 小林 健一 



ＩNFORMATION  FROM  JIHA  2015.1.1                  一般社団法人 日本医療福祉建築協会 

6 

・病院管理分野 

兵庫県立大学 経営学研究科 教授 小山 秀夫 

 

【慰労会】 

例会閉会後、長澤泰先生への感謝と慰労、そして今後の更なるご活躍を祈念する会

を下記の通り企画いたしましたので、ご参加下さる方は、事前にお申込みください。 

 

開催時刻： 17:00-19:00 

開催場所： 工学院大学新宿キャンパス 中層棟７階 生協食堂 

会  費： 1,000円（受付にて会費を集めさせていただきます） 

 

 

申込方法： 例会および慰労会にご参加下さる方は、それぞれへの参加の可否を、 

 ①氏名、②所属先、③慰労会参加の有無を明記のうえ、下記アドレス（連絡先）にて

事前登録をお願いいたします。 

 

【連絡先】 

〒163-8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2 

工学院大学 建築学部 建築デザイン学科 客員研究員 今井 暢子 

電話/FAX 03-3340-3487 e-mail：dq14001@ns.kogakuin.ac.jp 

 

※下記認定証がご利用いただけます。 

・日本医師会生涯教育制度単位(3.5時間） 

・日本医業経営コンサルタント協会継続研修認定 

・日本薬剤師研修センター研修認定制度 

mailto:dq14001@ns.kogakuin.ac.jp

