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医療福祉建築（病院建築）　126 号～ 169 号　総目次

126（2000 年 1 月号）特集：2000 年 これからの ....

2000 年 これからの医療制度

2000 年 これからの介護制度

2000 年 これからの病院看護

2000 年 これからのコミュニティケア

2000 年 これからの老人医療

2000 年 これからの小児医療

2000 年 これからの精神保健

2000 年 これからの機能評価

2000 年 これからの緩和ケア

2000 年 これからの栄養管理

蒲郡市民病院

いなさ愛光園

愛の家 済世

医療福祉用語の基礎知識

127（2000 年４月号）テーマ：精神医療／施設から地域へ

住民参加と共同のグループホームづくり

地域の中の病院から地域精神保健福祉センターへ

精神障害者グループホームを訪ねて

一葉邸＋二葉邸

諏訪赤十字病院

富山赤十字病院

医療福祉建築賞 1999 選考報告

北欧の医療福祉施設／海外医療福祉建築視察団 '99 報告

フィンランドの医療福祉施設／北欧型社会福祉モデルの新

たな動きの中で

医療福祉用語の基礎知識

128（2000 年７月）テーマ：鷹巣の試み

「福祉の町」鷹巣にみる施設づくり

ケアタウンたかのす

補助器具センターたかのす

サテライトステーションつづれこ

高知県立幡多けんみん病院

金沢社会保険病院

総合病院聖隷三方原病院ホスピス

オランダの高齢者グループ居住の動向

病室の家具・しつらい

医療福祉用語の基礎知識

129（2000 年 10 月号）テーマ：スタートラインの環境共生

建築からのアプローチ

医療からのアプローチ

技術からのアプローチ

松田朗

山崎史郎

鶴田恵子

山崎摩耶

浜村明徳

大原信

森山公夫

中野夕香里

堂園晴彦

杉山みち子

久米設計

公共施設研究所

佐藤総合計画

大原一興

寺谷隆子

澤温

川島浩孝

越智アトリエ

横川建築設計事務所

日本設計

柳澤忠

外山義 +大原一興

石井敏

中山茂樹

橘弘志

外山義

茂木聡

松橋雅子

日建設計

共同建築設計事務所

公共施設研究所

村上良知

辻吉隆

大原一興

岩村和夫

河原井弘道

伊香賀俊治
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医院からの発信

持続可能な技術／変化する社会への対応

フィールドとスペース／複合化した余呉町の中心拠点

社会・文化環境との共生の課題と自然・技術環境との共生の実際

エコマテリアル

川崎市立川崎病院

田川市立病院

都立豊島病院

第６回日本-フィンランド病院・福祉施設に関するセミナー

医療福祉建築フォーラム討論会レポート

医療福祉用語の基礎知識

高齢者住宅のこれまでとこれから

シニア住宅の住戸計画

東京都シルバーピアの建築の特徴と課題

災害復興住宅でのコレクティブハウジングの試み

ケアハウスの計画

風の村

刈谷総合病院東分院

デンマークの高齢者住宅

米国建築家協会医療建築アカデミー（AIA/AAH) 国際会議

報告

医療福祉用語の基礎知識

131（2001 年４月号）テーマ：福祉施設のデザイン

ベルホーム＋ベルハウス

ブロン＋リヒト

座談会／建築として住まいとして

田尻町スキップセンター＋かごぼうの里＋さくらの園

黒木記念病院

秋田赤十字病院

医療福祉建築賞 2000 選考報告

米国西海岸の病院建築／海外医療福祉建築視察団（2000

年）報告

高齢者住居施設における浴室計画

医療福祉用語の基礎知識

132（2001 年７月号）テーマ：部分から見る病院建築

部分から見る病院建築

多機能を集約した「部分」がインターフェースとなる

考現学的でない部分からのアプローチ

愛知県厚生連渥美病院の外来部門

“やさしい”病院建築　－ＦＭ的アプローチのめざすもの－

病院建築　－サスティナビリティ－

東大病院　病室の設計プロセス

デイ・ホーム玉川田園調布

西森陸雄

野沢正光

中村勉

長島孝一

高橋元

川崎市まちづくり局＋日本設計

石本建築事務所

東京都財務局＋岡田新一設計事務所

中山茂樹

竹宮健司

筧淳夫

園田眞理子

近藤稔

石川弥栄子

石東直子

糸山剛

外山義

竹中工務店

桜井康宏

岡ゆかり

山下哲郎

HAL 建築研究所

ルストホフ志木設計連合

上野淳＋外山義＋園田眞理子＋鈴木孝紀＋長島一道＋古川遥介

公共施設研究所

メイ建築研究所

日建設計

柳澤忠

栗原嘉一郎

井上由起子

大原一興

山下哲郎

日建設計

伊藤喜三郎建築研究所

共同建築設計事務所

ＮＴＴファシリティーズ

竹中工務店

岡田新一設計事務所

ヘルム建築・都市コンサルタント

130（2001 年１月号）テーマ：高齢者住宅のこれまでとこれから
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あさかホスピタル A棟

仁多町立仁多病院・仁多健康センター

福祉という名のつかない高齢者の住環境

デイサービス施設の計画モデル開発に関する研究

医療福祉用語の基礎知識

133（2001 年 10 月号）テーマ：変貌する外来診療

変貌する外来診療

遠隔医療

米国と日本の外来施設比較

日帰りセンター：試みと問題点

京都大学医学部附属病院デイ・サージャリー診療部

ＮＴＴ東日本関東病院

親の家

もえれのお家 北大館・大和館・バルブロ館

韓国と米国における近年の病院発展過程に関する研究

医療福祉用語の基礎知識

横浜市にみる福祉施設市民化への試み

台村グループホーム あすの里

東やまたレジデンス・東山田地域ケアプラザ

楓＆メイプルリーフ・ならのは倶楽部

東京大学医学部付属病院 新入院棟

名古屋第二赤十字病院　救命救急センター

上肢障害者の生活と住環境

医療・福祉施設の設計プロポーザル・ガイドラインについて

医療福祉建築フォーラム 2001 報告

医療福祉用語の基礎知識

居住環境単位小規模化の試みを訪ねて

小規模居住単位の形

弥生ほうむ

ぽー愛

北野病院

小倉リハビリテーション病院

医療福祉建築賞 2001 選考報告

欧州４大都市の病院／海外医療福祉建築視察団 2001 報告

日本における最近の保健施設に関するシンポジウム

－ Japan 2001

医療 PFI ショートレクチャー報告

JIHa デザインシャレット 2001 報告

医療福祉用語の基礎知識

感染管理のガイドライン

共同建築設計事務所

日建設計

後藤美穂子

登張絵夢 +伊佐地大輔 +五十嵐雄介 +竹宮健司 +上野淳

筧淳夫

筧淳夫

紀ノ定保臣

ウォルター・Ｈ・ムラオカ

高草啓史

内藤建築事務所

ＮＴＴファシリティーズ

象設計集団

隼田尚彦

崔廣錫 +朴載昇 +ジョージ・J・マン +金光文

竹宮健司

横浜国立大学建築計画研究室

横浜市住宅供給公社＋尾竹一男建築研究所

横浜やまびこの里＋増沢建築設計事務所

外山義＋永野建築設計事務所

東京大学＋岡田新一設計事務所

山下設計

水村容子

栗原嘉一郎

竹宮健司

竹宮健司

井上由起子

山下哲郎

I. C. D. 建築設計事務所

共同建築設計事務所

日建設計

安井雅裕建築研究所

小滝一正

河口豊

中山茂樹

桑野隆司

竹宮健司

中山茂樹

大久保憲＋大原永子

134（2002年１月号）テーマ：地域が創る福祉施設　－横浜市のさまざまな試み

135（2002 年４月号）テーマ：高齢者ケアにおける居住単位小規模化の試み

136（2002 年７月号）テーマ：新しい感染管理とその建築手法
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院内感染予防対策の建築的手法

新しい感染管理に基づく手術部・ICU・中央材料減菌部の計画

感染症病室の計画

感染に配慮した病院計画

公立置賜病院

昭和大学横浜市北部病院

はあもにい＆よりみち +託児所コロポックル

サンパウ病院

小規模医療施設の高齢者・障害者配慮基準に関する研究報告

建築規制等の適正化に関する研究検討会報告

医療福祉用語の基礎知識

座談会／海外の高齢者の福祉と居住環境

海外における高齢者住宅／居住施設

アメリカの高齢者住宅の動向

イギリスの高齢者住宅

スウェーデンの高齢者の住宅と近隣環境

ドイツの高齢者住宅

国立成育医療センター

葉山ハートセンター

プレマデンタルクリニック

新型特養＆小規模居住ワークショップ報告

医療福祉建築フォーラム 2002 報告

医療福祉用語の基礎知識

138（2003 年１月号）テーマ：新しい医療と医療施設

先端医療開発拠点の整備

九州大学先端医工学診療部

京都大学医学部附属病院探索医療センター

名古屋大学医学部附属病院遺伝子・再生医療センター

東京大学医科学研究所と先端医療研究センター

先端医療と先端医療センター

公立刈田綜合病院

宮城県立がんセンター緩和ケア病棟

けま喜楽苑

せんねん村

葛飾やすらぎの郷

第 7回日本・フィンランド医療福祉施設セミナー

追悼 外山義さんを偲ぶ

医療福祉用語の基礎知識

精神障害者居宅生活支援事業の課題

べてるの家の『非』援助論－助けないという助け方－

精神障害者生活訓練施設入所体験報告

櫻井公

辻吉隆

辻野純徳

山下哲郎

日本設計

佐藤総合計画

大久手計画工房＋そらいろ工房

溝口浩史

野村歡

高橋公雄

山下哲郎

石井敏＋大原一興＋松岡洋子＋園田眞理子

生田京子＋石井敏

吉村直子

園田眞理子

麻田佳鶴子

中山茂樹

厚生労働省健康局国立病院部経営指導課＋日建設計＋環境

デザイン研究所

SUM 建築研究所

近藤博史

三浦研

小林健一

筧淳夫

谷本雅男

糸山剛

藤記真

筧淳夫

中山茂樹

村上雅義

アーキテクツ・コラボレーティブ

藤木隆男建築研究所

外山義＋永野建築設計事務所

キット・プランニング＋大久手計画工房

環都市・建築計画事務所

筧淳夫

小滝一正

大原一興

大島巌

向谷地生良

伊藤華子

137（2002 年 10 月号）テーマ：海外の高齢者と福祉と居住環境

139（2003 年４月号）テーマ：精神医療／施設と地域の境界
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小阪病院社会復帰施設

五条山病院社会復帰施設

谷山病院社会復帰施設

のぞみの丘ホスピタル

新潟県立精神医療センター

福岡県立精神医療センター太宰府病院

医療福祉建築賞 2002 選考報告

「成長と変化」の検証／海外医療福祉建築視察団（2002）報告

韓国と日本の精神医療について

医療福祉用語の基礎知識

高齢者向け優良賃貸住宅による高齢者のすまいづくり

高優賃が切り開く新しい“自宅でない在宅”

共食運営が育む自立共助の住環境－コレクティブハウジング－

「高齢者の住まい」の良質化に向けて－有料老人ホームは

“優良”老人ホームに変革できるか－

サポートハウスたかのす

ライフハウス友だち村

サンセール香里園

愛知県厚生連渥美病院

吉武泰水先生を悼む

特徴的な複合医療施設の調査研究

医療福祉用語の基礎知識

在宅ホスピスケアの現状と課題

緩和ケアにおけるチームアプローチ

がん患者及び家族からみた療養環境

日本の緩和ケア病棟計画の 10 年（1990 年代）

近藤内科病院

都立豊島病院緩和ケア病棟

三豊総合病院緩和ケア病棟

堂園メディカルハウス緩和ケア病棟

静岡県立静岡がんセンター緩和ケア病棟

高槻赤十字病院緩和ケア病棟「LAKESIDE HOME」

特別養護老人ホームの居住環境の改善

医療福祉建築フォーラム 2003 報告

医療福祉用語の基礎知識

142（2004 年１月号）テーマ：リハビリテーション

これまでとこれからのリハビリテーション

回復期リハビリテーション病棟での試み

障害とともに暮らして

障害者の主体的な活動：地域リハビリテーション

社会受容とコミュニティにもとづく援助

初台リハビリテーション病院

昭和設計

御堂設計

日建・堂園設計監理共同企業体

共同建築設計事務所

山下設計

福岡県＋内藤・久米・西島・汎・蟻・庄司設計業務共同企業体

小滝一正

山下哲郎

朱庸善

筧淳夫

瀬良智機

三浦研

小谷部育子

田村明孝

コスモス設計

エム・アイ・エー・アーキテクツ

昭和設計

共同建築設計事務所

伊藤誠

内田秀典＋浜田隆司＋中山幸雄＋澤田欣也

大原一興

季羽倭文子

近藤まゆみ

椚計子

竹宮健司

古谷誠章＋八木佐千子／ NASCA

東京都財務局＋岡田新一設計事務所

佐藤総合計画

中原祐二建築設計事務所

横河建築設計事務所

内藤建築事務所

井上由起子＋大原一興＋毛利志保＋山口健太郎

石井敏

竹宮健司

石川誠

浜村明徳

金子金一

長谷川幹

南雲直二

岡田新一設計事務所＋松下明美

140（2003 年７月号）テーマ：新しい「自宅でない在宅」／共同居住の可能性

141（2003 年 10 月号）テーマ：ホスピス ･緩和ケア /近年の動向と新たな試み
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河北リハビリテーション病院

やわたメディカルセンター

塩原病院プロポーザルコンペ結果報告

せいわ園「うたたね」

日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院

かわりゆくデイサービス

海の見える病院 /環境のチカラ

医療福祉用語の基礎知識

143（2004 年４月）テーマ：車いすと歩行の最前線

日本人の暮らしと身体にあう車椅子を求めて

低座面型調整機能付き車いすの効果と施設環境計画の課題

真のバリアフリー環境とは何か

介護予防とフットケア

「はきもの」から考える施設環境

杏林大学医学部付属病院

財団法人慈愛会奄美病院

医療福祉建築賞 2003 選考報告

オーストラリアの医療・福祉施設／海外医療福祉建築研修

2003 報告

車いすを含めた生活環境づくり

医療福祉用語の基礎知識

144（2004 年７月号）テーマ：特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームをめぐる今日的課題

地域展開に向けて／アザレアンさなだ

生活を取り戻すために

「暮らし」を失わない／「ゴジカラ村」そして「ぼちぼち長屋」

高齢者居住施設における市民参加の芽生え

のぞみ

ゆうらく

鷹栖なごみの家

せんだんの杜なかつやま

みなと医療生活協同組合協立総合病院

小規模生活単位型特別養護老人ホームにおける平面計画特性

住宅力とはなにか

既存家屋活用における課題

医療福祉用語の基礎知識

145（2004 年 10 月号）テーマ：JIHa 創立 50 周年

JIHa の半世紀

会員 50 人が語る医療福祉建築　私の「この作品」

戦後日本の病院建築の計画史に関する研究

日本の高齢者施設の計画史に関する研究

医療・高齢者施設行政史

医療福祉建築賞のあゆみ

医療福祉建築フォーラム 2004 報告

筧淳夫＋東京都立大学・上野研究室／皆川晃慶

清水建設／後藤伸介＋瀧澤泰樹

栗原嘉一郎

地域総合設計

佐藤総合計画

西野達也

中達夫

山下哲郎

光野有次

齋藤芳徳

大川弥生

宮川晴妃

三浦研

竹中工務店

日建設計

長澤泰

筧淳夫

山口健太郎

大原一興

井上由起子

宮島渡

松尾智志

遠藤学

大原一興

大久手計画工房

永野建築設計事務所＋山野良夫

莫設計同人＋波潟幸敏

井上博文

竹中工務店

毛利志保

横山俊祐

井出良三

山下哲郎

小滝一正

上野淳

大原一興

小林健一＋井上由起子

高橋公雄

倉斗綾子
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第８回日本 ･フィンランド医療福祉施設セミナー

医療福祉用語の基礎知識

これからの小児医療と母子保健

生活空間としての病棟を考える

チャイルド ･ライフと病院環境

宮城県立こども病院

あいち小児保健医療総合センター

長野県立こども病院周産期棟

福井県立病院総合周産期母子医療センター

新生児集中治療病棟の現状と課題

英国の小児ホスピス

福島県立郡山養護学校

ライフパートナーこぶし

早川浩之の内科医院

医療福祉用語の基礎知識

147（2005 年４月号）特集：外来診療サービスの展開

外来診療サービスの展開

21 世紀の急性期病院外来 12 のキーワード

情報技術が変える外来診療サービス

新しい通院診療のあり方－分離化される外来診療部

ちばなクリニック

東京女子医科大学病院総合外来センター

ちゃぼぼ＆弥生＋ホームヴィラ ･アンキーノ

カーサ ･デラ ･ヴィータ

ウェイファインディング ･デザイン

情報化計画と建築設計の基礎知識

コンバージョン／ふれあい横浜ホスピタル・シニアホテル横浜

医療福祉建築賞 2004 選考報告

医療福祉建築アジアシンポジウム 2004 報告

JIHa 創立 50 周年記念展示報告

医療福祉用語の基礎知識

148（2005 年７月号）特集：分散と集中

病棟計画再考／中央化から分散化へ、そして集約化へ

変貌する手術部／海外の事例から見る低侵襲治療の新しい動き

コンバーティブルな手術室

病棟薬局

病棟配膳が生み出すバリューチェーン

愛知県厚生連海南病院

亀田総合病院Ｋタワー

福井県立病院病院本棟

ライフステージ・悠トピア

サイン計画とウェイファインディング

ブロードバンド・ユビキタス時代に向かう病院

筧淳夫

筧淳夫

齋藤慈子

大川原千代子

積かおり

山下設計＋杉山丞＋佐藤由美

安井建築設計事務所

田中建築設計事務所

久米設計

広松はるか

竹宮健司

渡部和生／惟建築計画

杉浦英一建築設計事務所

松島健建築設計事務所

竹宮健司

小林健一

武藤正樹

宇田淳

中山茂樹

日本技研コンサルタント＋仲田清剛

現代建築研究所

大建設計 met

梓設計

山下哲郎

相原薫

名取政春

長澤泰

李ハヤン＋周穎

小林健一

山下哲郎

久保田秀男

浪川宏

竹村和晃

中野明＋石橋達勇

金谷節子

共同建築設計事務所＋日建設計

アーキテクツ・ハワイ＋モノリス＋大林組＋フジタ

久米設計

環境開発研究所

黒田裕子

島谷聡

146（2005 年１月号）テーマ：小児医療・周産期医療／患者と家族の包括的ケア環境へ
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病院のセキュリティ

既存特別養護老人ホームでのユニットケア導入のための改

修モデルに関する調査研究

小規模生活単位型（一部小規模生活単位型）特別養護老人ホー

ムにおけるサービスの実態と評価手法の開発に関する研究

医療福祉用語の基礎知識

149（2005 年 10 月号）特集：個室ユニットの新たな展開

座談会／個室ユニットのこれから

シーダ・ウォーク

釧路北病院

阿仁町養護老人ホームもろび苑

アザレアコートこうほうえん

有吉病院

本特集を読み解くために

町立田沢湖病院・田沢湖町健康増進センター

エンゼル病院

光環境とウェイ・ファインディング

新潟中越地震レポート－医療ガス設備の観点から－

チームケアと情報技術／初台リハビリテーション病院

特別養護老人ホームの生活環境の質向上をめざして　　　

－ユニットケア型施設開設者コンサルティング事業報告－

医療福祉建築フォーラム報告

ジョン・ウィークスさんを偲ぶ

医療福祉用語の基礎知識

150（2006 年１月号）特集：急性期医療と病棟計画

対談／急性期病棟の看護管理と建築計画

近年の病棟計画の動向

病棟における安全管理

病棟における感染管理

現在の英国における病棟・病室計画

海南病院

長崎医療センター

八尾市立病院

わいの家

医療施設の行方を考える

人と人・病院と地域・患者と病院をつなぐアート計画

ベッドサイド端末の現状と展望

色彩計画とウェイファインディングデザイン

医療福祉用語の基礎知識

151（2006 年 4 月号）特集：姿を変える障害児・者

障害者自立支援法について

障害児・者入所施設におけるユニットケアの試み

蓮田太陽の里　大地

横手通り 43 番地　庵

石原忠

高橋公雄

松原茂樹

中山茂樹

大原一興＋石垣修一＋荻野光彦＋豊増省三＋福本京子＋山下哲郎

トシ・ヤマサキまちづくり総合研究所＋楠山設計

明日香設計

コスモス設計

ヒノ設計＋協同設計 TAG 八木利喜彌事務所

山崎一級建築士事務所

井上由起子

日建設計

富永譲＋フォルムシステム設計研究所

手塚昌宏

中谷昌行

尾崎慎吾

小滝一正

岡本和彦＋生田京子

長澤泰

鈴木義弘

井部俊子＋筧淳夫

小林健一

須田眞史

辻吉隆

岩谷純子

協同建築設計事務所＋日建設計共同企業体

国立病院機構＋安井建築設計事務所

昭和設計

三浦雅博アトリエ

栗原嘉一郎

吉田祐美

山野辺裕二

ジェリィ・フォリー

石井敏

大塚晃

山脇博紀

莫設計同人；篠崎昭夫

アルパック地域計画建築研究所；樋口幸雄
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熊本県こども総合療育センター

第二びわこ学園

里の風

医療福祉建築賞 2005　選考報告

イギリスの医療・福祉建築　海外医療福祉建築視察団 2005

AfH/RIBA 訪日ツアー報告

五感を活用するウェイファインディング

既存病院の情報化計画

民家改修

医療福祉用語の基礎知識

152（2006 年７月号）特集：これからの急性期病院を探る

患者さんのそばに近づく看護と医療／榊原記念病院

榊原記念病院

経営から見た新病院棟計画／東海大学医学部附属病院

東海大学医学部附属病院

急性期医療を提供する環境の施設条件

看護からみた急性期病棟

横浜市立みなと赤十字病院

特別養護老人ホーム 竜爪園

認知症の人のためのウェイファインディングデザイン

IT と物品管理システム

高齢者施設向けベッドの安全と快適

高齢者施設におけるエンド・オブ・ライフ

ユニット型介護保険施設における看取りに関する調査研究

医療福祉用語の基礎知識

木城クリニック

四谷メディカルキューブ

ケアタウン小平

アザレアン大畑サテライト

小規模・多機能がつくる素形・地域

川崎市立多摩病院

花みずきレディースクリニック

レスパイトハウスやさしいところ

外来部門と情報計画

知的障害のある人のためのウェイファインディング

レディースクリニックにおける施設デザインの方向性

病院建築の面積配分に関する部門区分変更可能性に関する研究

医療福祉建築フォーラム報告

医療福祉用語の基礎知識

154（2007 年１月号）特集：障害者の潜在力と施設空間

「移動」から考える施設空間づくり

構造化手法を用いた自閉症者の生活環境の改善

高知医療センター

日建設計；近藤あや子

日建設計；風呂井茂

二井清治建築研究所

上野淳

上野淳

伊藤一章

田中直人

小室克夫

藤原賢二

小林健一

村上保夫

日本設計＋清水建設一級建築士事務所

田中豊

戸田建設

中山茂樹

戸塚規子

伊藤喜三郎建築研究所

北村陸夫＋ズーム計画工房

浜崎裕子

佐藤律

森田伸介

大原一興

生田京子＋井上由起子

竹宮健司

久保田秀男＋ごとう計画・設計

佐藤総合計画；本田郁雄

太田ケア住宅設計；山崎章郎

宮島渡

山下哲郎

久米設計

シーラカンス アンド アソシエイツ

大井幸次・一桝亘＋大久手計画工房

今野俊＋河野健一＋岩瀬直樹

二井るい子

嶋田花織

中山茂樹

吉田由紀

鈴木義弘

山脇博紀

中島美登子

佐藤総合計画

153（2006 年 10 月号）特集：小規模建築のデザインとシステム
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近江八幡市立総合医療センター

くじらホスピタル

聖ヨゼフ寮

松江市立病院

PFI 事業と病院

建築計画とウェイファインディング

情報化はどこまでも進む

建築設計・IT 設計に必要なエビデンスとは？

医療福祉用語の基礎知識

座談会／認知症ケア環境のいまとこれから

医学的視点における認知症ケア

現地ルポ／認知症高齢者の暮らしを地域で支えること～鞆の浦の場合

長崎県大村市の認知症高齢者グループホーム火災レポート

グループホームどんぐり

フロイデ彦島

新富谷 S･S レディースクリニック

岩手県立磐井病院・南光病院

村立東海病院

有名建築その後 /碧南市民病院ルポ

若き設計者，小規模多機能拠点と格闘す

医療福祉建築賞 2006　選考報告

医療福祉用語の基礎知識

156（2007 年 7 月号）特集：中小病院のいまとこれから

医療制度改革と中小病院のこれから

中小病院に，今，起こっていること

病院のサービスイノベーションのために，基本コンセプトを再吟味する

田中病院 三の丸ビル

湯沢町保健医療センター

西伯病院

名古屋共立病院

有明病院

名古屋セントラル病院

特別養護老人ホーム 晴海苑

この人に聞く／コンサルタントから見たよい病院建築設計者とは

有名建築その後／四天王寺悲田院養護老人ホーム

オランダの医療施設を訪ねて／スパールネ病院

重度身体障害者グループホームに関する実態調査

医療福祉建築アジアシンポジウム 2007 報告

医療福祉用語の基礎知識

高齢者住宅と医療・福祉施設

高齢者が安心して住み続けられる住まい ･まちづくり

都市再生機構による高齢化対策等の取組みと今後の団地再生について

内藤建築事務所・大林組 設計・管理業務共同体

清水建設

藤木隆男建築研究所

石本建築事務所

栗原嘉一郎

川島浩孝

宇田淳

今西陽一郎

石井敏

岩尾貢＋大谷るみ子＋大原一興＋松原三郎＋橘弘志

宮永和夫

厳爽

菅野正広

地域総合計画

大野秀敏＋吉田明弘 /APLdw

八重樫直人＋ノルムナルオフィス

横河建築設計事務所

伊藤喜三郎建築研究所

菅野實＋大崎淳史

小野田泰明

上野淳

小林健一

大道久

河口豊

妹尾堅一郎

田中廣昌＋内藤建築事務所

井上陽介＋ NTT ファシリティーズ

大口豊＋佐藤総合計画

清原義徳

丹下都市建築設計＋清水建設一級建築士事務所

東海旅客鉄道＋ジェイアール東海コンサルタンツ＋山下設計

かん一級建築士事務所

槙孝悦

野村歓

小島功

松田雄二

石井敏

竹宮健司

園田眞理子

谷山拓也

関本恒久

155（2007 年 4 月号）特集：認知症ケア環境のいまとこれから

157（2007 年 10 月号）特集：高齢者住宅との複合合築／いまとこれから
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岐阜シティタワー 43

ビバース日進町＋馬嶋病院

相模原市営上九沢団地

桃坂コンフォガーデン

郡上市民病院

博愛会病院

有名建築その後／不知火病院・海の病棟

医療・福祉施設の設計者選定におけるプロポーザルコンペの実情に関する調査

医療福祉用語の基礎知識

個室的多床病室をめぐる状況

座談会／個室的多床病室の果たした役割とこれから

個室的多床病室プラン集

個室的多床病室事例

西神戸医療センター・稲城市立病院・秋田赤十字病院・近

藤内科病院・日出児玉病院・海南病院・宮城県立こども病

院・亀岡市立病院・栗原市立若柳病院・松江市立病院・霧ヶ

丘つだ病院・村立東海病院

埼玉医科大学国際医療センター

高齢者福祉施設 本能

この人に聞く／持続可能な福祉社会の構築

医療福祉建築フォーラム報告

第 5回 GUPHA フォーラム東京

医療福祉用語の基礎知識

生理的・心理的効果を取り入れたランドスケープデザイン

医療福祉建築におけるランドスケープデザイン

公立刈田総合病院

野村病院

特別養護老人ホーム あさひ苑

事例を通してみるパリの病院ランドスケープ事情

高齢者の施設とランドスケープの事例

東急病院

バウムハウス

一重の里

有名建築その後／芙蓉荘ルポ

この人に聞く／建築家の仕事は未来をデザインすること

医療福祉建築賞 2007 選考報告

ドイツの医療制度と医療施設デザイン／海外医療福祉建築研修 2007 報告

医療福祉用語の基礎知識

160（2008 年 7 月号）特集：病室の個性化と多様化

病院としての核と多様化

医療施設経営の方向性

病院のホテル化の可能性に関する一考察

石原美智子＋山崎敏

竹中工務店

船越徹＋アルコム

都市再生機構西日本支店

日本設計＋岐阜県建築設計監理協同組合

共同建築設計事務所

工藤真人

中山茂樹＋鈴木啓

鈴木義弘

小林健一

長澤泰＋山下哲郎＋川島浩孝＋中山茂樹

伊藤喜三郎建築研究所＋鹿島建設＋竹中工務店＋高砂熱学工業＋東光電気工事設計共同体

京都市都市計画局＋安井建築設計事務所

廣井良典

山田理紗＋小島千知

岡本和彦

石井敏

岩崎寛

森山明

福川成一

柳原春秋

茂木聡

神成篤司

大原一興

東京急行電鉄＋大建設計

藤本壮介建築設計事務所

佐藤総合計画

井上由起子

大野秀敏

河口豊

中山茂樹

小林健一

中山茂樹

田中滋

小菅瑠香

158（2008 年 1 月号）特集：個室的多床病室／いまとこれから

159（2008 年 4 月号）特集：医療福祉建築のランドスケープデザイン
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慢性疾患時代の「予防・健康増進」施設

IT 化のめざすもの

米国の医療施設設計

塩原温泉病院

前田病院

徳島赤十字病院

有名建築その後／鳥取県立中央病院

この人に聞く／患者中心の医療を求めて

小規模多機能サービス拠点研究報告

改正基準法における増改築の円滑化措置について

医療福祉用語の基礎知識

範域としての地域 共同体としての地域

今後の高齢者像と在宅療養の課題

生活者中心のヘルス・ケアとまちづくり

都市のなかの地域リハビリテーション

24 時間在宅医療

愛正会医療福祉安良川センター

サンビレッジ大垣

千里リハビリテーション病院

済生会横浜市東部病院

島根県立こころの医療センター

有名建築その後／聖路加国際病院

この人に聞く／山間部からみる医療・福祉の原点

JIHa ユースクラブ 2007 報告

高齢者住宅への転用・改修に関する調査研究

医療福祉用語の基礎知識

162（2009 年 1 月号）特集：急性期病院の個室

急性期医療施設の個室

米国における個室病室

病院としての ICU・HCU

急性期病院の個室化の意義

急性期病院個室プラン集

急性期病院の個室事例

東京大学医学部付属病院・埼玉医科大学国際医療センター・

宮城県立こども病院・亀田総合病院 Kタワー・倉敷中央病院

有名建築その後／丘の家子どもホーム

この人に聞く／医療福祉建築からの風景

コニャック・ジェイ病院

船橋市立リハビリテーション病院

北海道立子ども総合医療・療育センター

医療福祉建築フォーラム報告

医療福祉用語の基礎知識

前島滋

秋山昌範

藤橋和光

伊藤喜三郎建築研究所

ハル建築研究所

日建設計＋安井建築設計事務所

中山茂樹

和田ちひろ

三浦研＋山口健太郎＋石井敏

法規委員会

竹宮健司

山下哲郎

鈴木健彦

星野晋

長谷川幹

太田秀樹

トシ・ヤマサキまちづくり総合研究所＋楠山設計

大建 met

共同建築設計事務所

横河建築設計事務所

石本建築事務所＋中林建築設計事務所

辻野純徳

色平哲郎

小林健一

大原一興

鈴木義弘

筧淳夫

デヴィッド・アリソン

田中豊

和泉元衛

編集委員会

石垣文

伊東豊雄

伊東豊雄建築設計事務所

日本設計

久米設計

山田剛＋北吉貴行

石井敏

161（2008 年 10 月号）特集：地域 ･在宅で生活するということ
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低炭素社会に向けた病院建築の環境配慮設計

病院の環境活動と第三者評価

都立病院の環境負荷低減活動について

西部医療センター中央病院（仮称）

くにやす苑

桜ハウス玉川

平安郷

共立蒲原総合病院

仙北市立田沢湖病院

新潟市民病院

公立阿伎留医療センター

児童養護施設あおぞら

カナダの高齢者施設／高齢者住宅

医療福祉建築賞 2008 選考報告

医療福祉用語の基礎知識度

手術部計画の今日の課題

現代手術部の設備，構造，機能の問題点とその解決策

日帰り手術と日帰り麻酔

救命救急をめぐる最近の話題

手術室を支える部門としての ICU

今後のがん治療における陽子線治療の役割

杏林大学医学部付属病院

埼玉医科大学国際医療センター

南東北医療クリニック・TMM ビル／南東北がん陽子線治療センター

どうみょうじ高殿苑

小規模多機能ホームあぷり

うむやすみゃあす・ん診療所

病院の部門別面積に関する研究

JIHa ユースクラブ 2008 報告

医療施設の実物大振動実験結果

医療福祉用語の基礎知識度

地域へ帰るための精神科救急・急性期医療

～条件が整えば退院可能～の条件とは

精神科救急病棟が持つべき機能について

施設から在宅へ，ACT の試み

都心の小規模精神科救急病院の運営から見えたもの

医療観察法制度の現状と課題

岡山県精神科医療センター

のぞえ総合診療病院

横浜カメリアホスピタル

しのだの森ホスピタル

高齢者施設における建物整備と法人経営

村上周三

篠塚功＋小林克也

谷田治

長谷川幸一＋村田政人

関戸敏訓

田代育夫

河井敏明

菊田晃

村松宏

伊藤喜三郎建築研究所

久米設計

二井清治建築研究所

井上由起子

河口豊

小林健一

中山茂樹

堀田哲夫

武田純三

有賀徹

米山多美子

不破信和

竹中工務店；齋藤英昭

伊藤喜三郎建築研究所＋鹿島建設＋竹中工務店＋高砂熱学工業＋東光電気工事設計共同体；小山勇

安藤建設一級建築士事務所

永野建築設計事務所

PPI 計画・設計研究所

後藤哲夫建築事務所

川島浩孝＋藤田衛＋高橋創＋小菅瑠香＋松田雄二

小林健一

筧淳夫＋佐藤栄児

竹宮健司

平田豊明

武田牧子

松原三郎

西尾雅明

澤温

吉川和男

日建設計・倉森建築設計事務所　設計共同体

環・設計工房

大成建設

共同建築設計事務所

生田京子＋井上由起子

163（2009 年 4 月号）特集：医療福祉建築における環境共生

164（2009 年 7 月号）特集：急性期病院これからの診療部門

165（2009 年 10 月号）特集：こころのケアの今とこれから
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地域密着型施設における在宅支援機能と居住機能の複合連携に関する調査研究

上海・医療福祉建築　東アジアシンポジウム 2009 報告

ユニット型高齢者施設の空間整備の状況

医療福祉用語の基礎知識

166（2010 年 1 月号）特集：行為から考える医療福祉建築

行為から考える医療福祉建築の環境

行為別にみた療養・生活空間

食べる

排泄する

入浴する

寝る

歩く

座る

くつろぐ／やすらぐ

眺める

集まる

ひとりになる

待つ

働く

あそぶ

飾る／しつらえる

生む／生まれる

看取る

食が変える療養生活

患者の視点から見た排せつ環境

入浴が変える施設生活

愛和病院

ケアタウンたちばな

医療福祉建築フォーラム報告

医療福祉用語の基礎知識

167（2010 年 4 月号）特集：こどもの福祉

本特集の視点

こども家庭福祉の新展開

地域子育て支援施設　あそぼうよ

認定こども園　こどものもり

児童館　さくら橋コミュニティーセンター

こども福祉施設の小規模化による影響

地域で豊かな放課後を保障するために放課後施策にもとめられるもの

児童養護施設におけるグループホームの地域展開とその課題

地域子育て支援施設　てくてく

至誠大地の家

青葉ヒルズ

沖縄小児保健センター

医療福祉建築賞 2009 選考報告

「病院の部門別面積の新たなとらえ方に向けて」勉強会報告

大原一興

国際委員会

石井敏

鈴木義弘

川口孝泰

高橋絵美

山脇博紀

石橋達勇

岡本和彦

松田雄二

境野健太郎

倉持智弘

橘弘志

河合慎介

鳥山亜紀

高橋創

水村容子

仲綾子

富永斉美

山田あすか

孔相権

金谷節子

鈴木昭子

荻野光彦

仙田満＋環境デザイン研究所；大成建設一級建築士事務所

佐藤総合計画

吉田一博＋川村和巳＋佐藤智英

石井敏

伊籐華子

柏女霊峰

桐原陽子

若盛正城

小原木尚子

山田あすか

松本歩子＋中山徹

石垣文

長建設計事務所／長岡造形大学山下研究室

竹中工務店

野生司環境設計

フナサキサチコケンチクセッケイジムショ・細矢仁建築設計事務所　設計共同体

中山茂樹

宇垣俊孝
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医療福祉用語の基礎知識度

座談会／成長と変化に耐えうる計画とは

名古屋第一赤十字病院

谷山病院

独協医科大学病院

松山リハビリテーション病院

北光クリニックモール

はぎの里

だいたい村

英国医療福祉施設のデザインの現況

小規模高齢者施設における防火対策と耐震対策に関する研究事業報告

公益法人制度改革報告

医療福祉用語の基礎知識度

特別寄稿／未来の安全な ICU をデザインする

下呂市立金山病院のローコスト・高価値の病院建築の試み

朝倉医師会病院の事例

東京都立多摩総合医療センター・東京都立小児総合医療センターの事例

町立三春病院の事例

医療施設の建築単価の現状

朝倉医師会病院

東京都立多摩総合医療センター・東京都立小児総合医療センター

日本赤十字社医療センター

大学病院における面積の特質に関する調査報告

伊藤誠先生を悼む

医療福祉用語の基礎知識

小林健一

河口豊＋山下哲郎＋郡明宏

久米設計

日建設計＋堂園設計

大林組

鹿島建設

間組

永野建築設計事務所

大井幸次・橋本房江・町田寛之＋大久手計画工房＋風建築工房

長澤泰

西野達也＋石井敏＋井上由起子

河口豊

竹宮健司

ポール・バーチ

伊関友伸

友清貴和

五代正哉＋中田康将

遠藤誠作

土屋敬三

山下設計

日建設計（設計協力：清水建設）

久米設計

中山茂樹

河口豊

鈴木義弘

168（2010 年 7 月号）特集：医療福祉建築における成長と変化再考

169（2010 年 10 月号）特集：医療建築のコストに向き合う


