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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

サービス付き高齢者向け住宅[わかたけの杜]見学会

開催案内

３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
http://www.wakatake-swc.jp/a14583.html

サービス付き高齢者向け住宅[わかたけの杜]


日



所 在 地 神奈川県横浜市青葉区奈良 4-6-12



設



デ ― タ クリニック併設住戸：24 戸、戸建てタイプ 44 戸/地上 2 階/木造一部鉄骨造(南北棟)
鉄骨造(クリニック棟)/延 3,788.48 ㎡/2014 年 12 月竣工



特

時 ２０１７年３月２３日(木) 14:00-16:00
計 吉田明弘／ヨシダデザインワークショップ＋井上康／健康設計

徴 診療所、訪問看護、訪問介護を併設したサービス付き高齢者向け住宅。東棟 50 ㎡
住戸群は食堂・ラウンジを持つセンターハウスを中心に低層住戸を立体的に連結し
た「低層分棟連結型」の配置。
「土に近い暮らし」と採算住戸数を両立し、
「見る見
られる関係」といった路地裏コミュニティの復権を目指し、住戸は可動間仕切りに
よる介護度に応じた自由な平面を実現した。クリニック棟では共用リビングを持つ
ワンルームと専用光庭を持つ 40 ㎡タイプを用意し、利用者の選択の幅を広げてい
る。グッドデザイン 2015 金賞受賞。



定



参 加 費 ３，２４０円（税込）

員 ３０名（JIHa 会員・会友に限る）

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：２月１５日（水）10：00～２月１７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「わかたけの杜見学会参加申込み」
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

1

INFORMATION

FROM

JIHA

2017.2.1

一般社団法人 日本医療福祉建築協会

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

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。
記

 日
時
 会
場
 参 加 費
 主
催
 定
員
 カリキュラム
9:30-10:00
10:00-11:15

２０１７年３月７日 (火) 9:30～16:30（企業展示は17:00頃まで）
パシフィコ横浜（横浜市みなとみらい1-1-1）
7,560円（抄録代、消費税込)
一般社団法人日本ユニットケア推進センター
１，０００名
全体会(オープニング)
【基調講演】
「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～

ヤクルト株式会社
11:30-13:00

広報室参事

早川和仁氏

【第 1 分科会】
○ユニットケアの基本～ユニットケアを知りましょう～
講師：特別養護老人ホーム真寿園 総括施設長 荻野光彦氏
【第 2 分科会】
○食べる～普通である食事から、食事支援を考えます～
コーディネーター:日本ユニットケア推進センター センター長 秋葉郁子氏
講師：特別養護老人ホーム白駒の森 施設長 澤田キヌ子氏
【第 3 分科会】
○24H シートの基礎～個別ケアは目に見える根拠でしょう！～
講師：特別養護老人ホーム幸の郷 副施設長 佐橋麻理子氏
【第 4 分科会】
○福祉用具の導入～なぜ、福祉用具を導入するのか、を理解します～
講師：福祉技術研究所株式会社 代表 市川洌氏

13:00-14:15

昼食休憩

14:15-15:45

【第 5 分科会】
○人材確保・育成～他業種からヒントをゲットしよう…介護分野が取り組むべ
き人材育成・確保～
コーディネーター:日本ユニットケア推進センター センター長 秋葉郁子氏
パネリスト：宮城県北部船主協会 吉田鶴男氏
パネリスト：社会福祉法人宮城厚生福祉会 介護事業総括責任者 丸田礼子氏
【第 6 分科会】
○排泄～実践編 すっきり出す、為の支援・方法を実例より学びます～
コ ー ディ ネー タ ー:特別養護老人ホーム三好園しんざ 施設長 松村実氏
講師：特別養護老人ホーム晃の園 総括部長 杉山結子氏
【第 7 分科会】
○24H シート応用・活用事例～生の作成方法の手ほどきです～
講師：特別養護老人ホーム高秀苑 総括部長 山下聡理氏
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【第 8 分科会】
○福祉用具の活用～実際に福祉用具を使い、その理論を理解します、そして腰
痛をなくします～
コ ー ディ ネー タ ー:社会福祉法人伯耆の国 理事長 山野良夫氏
パネリスト：特別養護老人ホーム清明庵 課長 武田めぐみ氏
パネリスト：特別養護老人ホームゆうらく 理学療法士 吹野美奈氏
16:00-16:30

全体会
勉強会のまとめ・DVD 放映
ふだん 尊厳を考える



申込み方法

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



お問合せ先

ユニットケア研修フォーラム2017事務局（担当：小山）
TEL:03-5470-4407 FAX：03-5470-4410
E-MAIL:shigeyuki_koyama@nata.co.jp
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第 11 回日本ファシリティマネジメント大会
JFMA 設立 30 周年記念『ファシリティマネジメントフォーラム 2017』
ご案内
「ＦＭ思考で社会・経営の課題を解決する」をテーマとして、第 11 回日本ファシリティマネジ
メント大会（ファシリティマネジメントフォーラム 2017）を開催します。
今回は、JFMA 設立 30 周年を記念し、建築家の隈研吾氏、特別講演に日本マイクロソフト執行
役員会長の樋口泰行氏、国土交通省大臣官房官庁営繕部長の川元茂氏をお迎えし、70 以上の講演・
シンポジウムと、20 ブース以上のＦＭ関連展示を実施します。
記



日

時

２０１７年２月２２日(水)～２月２４日(金)



会

場

タワーホール船堀（東京都江戸川区船堀4-1-1）



参

費

JFMA会員2,000円、非会員3,000円、学生500円（３日間通し券）
事前登録にて参加費無料 ※詳細は下記参照。



主

催

公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会（JFMA）



プログラム

※2月23日(木)には下記のヘルスケア関連のシンポジウムと講演が予定され
ています。プログラム全般は大会ＨＰにてご確認ください。

13:20～15:10

病院ＦＭシンポジウム（会場：５階 小ホール）

加

実力病院のベストプラクティスに学ぶ
「聖路加国際病院と日本看護協会でのＱＩ活動」
福井 次矢（聖路加国際病院）
岩澤 由子（日本看護協会）
加藤 哲夫（アイネット・システムズ）
和泉
隆（帝京大学）
15:50～16:40

ヘルスケアＦＭ研究部会講演（会場：４階 研修室）
「ヘルスケアＦＭのこれから -皆様と共有すること」
上坂 修（ヘルスケアＦＭ研究部会 部会長）



来場事前登録

ホームページ内事前登録受付ページ
（http://www.jfma.or.jp/FORUM/2017/page4.html）にてお申込みください。
事前登録受付は【2 月 21 日（火）正午】にて終了します。
事前登録証の提示がない場合は有料となりますので、ご注意ください。



お 問 合 せ

公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会(JFMA)フォーラム事務局
TEL：03-6912-1177 FAX：03-6912-1178 E-mail：forum2017@jfma.or.jp
※ファシリティマネジャー資格更新Ｂ方式ポイント(３Ｐ/回)獲得
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