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新小牧市民病院見学会

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
http://www.komakihp.gr.jp/about/new-building.html

新小牧市民病院


日



所 在 地 愛知県小牧市常普請 1-20



設



デ ― タ

時
計

２０１９年３月１５日(金) 14:30-17:00
梓設計
新病棟：522 床/地上 9 階/ S 造（免震構造）/延 39,521 ㎡/2019 年 1 月竣工
サービス棟：地上 4 階/RC 造（耐震構造）/延 4,988 ㎡



特

徴

尾張北部医療圏における質の高い医療の提供と、地域に開かれた信頼される病院の
実現を基本方針として施設整備を行った。限られた敷地内での移転建替、厳しい高
さ規制をクリアするため、病院機能を「診療（新病院棟）」と「管理（サービス棟）」
の２棟構成とし、既存を含む全建物を渡廊下で接続する事で有機的な運用を可能に
している。外来は３層吹抜けの「外来コリドー」を中心に、患者の移動負担が少な
い構成とし、両翼を拡げた形の病棟は全てのベッドに自然光を導く個室感の高い病
室により、豊かな療養環境と密度の濃い治療環境の両立を目指した。



交

通

名鉄「小牧」駅下車 小牧市民病院前小木経由岩倉駅行バス[小牧市民病院前]下車
名鉄「小牧」駅下車 小牧市役所経由岩倉駅行バス[小牧市民病院北]より徒歩 3 分



定



参 加 費

員

５０名（JIHa 会員に限る）
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：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。
2）申込期間：２月６日（水）10：00～２月８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「新小牧市民病院 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、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
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木を活かす建築推進協議会

「中大規模木造建築物普及シンポジウム」開催案内
今回、国土交通省、林野庁の補助事業により、今後の中大規模木造建築物の普及に向けて、木造
建築物特有の課題や関連テーマの講演、また建設事例等を発表頂くシンポジウムを開催いたします。
現在、木造建築物に携わられている方、医療・福祉関係者で木造に興味をお持ちの方、今後、中
大規模木造建築物への取り組みをお考えの方々にとって有意義な機会になると思います。
日

時

２０１９年２月２６日 (火) 10:30～16:00（※10:00受付開始）

会

場

「都道府県会館101大会議室」

都道府県会館１階

参 加 費 無料
主

催

一般社団法人

定

員

１５０名

講

義

第１部

木を活かす建築推進協議会

10:30～12:10

基調講演：『福祉施設の耐火木造の現状と課題』
講師：佐藤考一（金沢工業大学建築学部 教授）
事例発表：
①ユニット型特別養護老人ホーム「幸の郷」／『耐火木造軸組工法』
講師：大井幸次（大久手計画工房）
②住宅型有料老人ホーム「あっとホーム鎌倉山」／『耐火木造枠組壁工法』
講師：沖浦博（三井ホーム(株)）
第２部

13:00～16:00

事例発表：
①THE WOOD／『鉄骨造＋木造軸組工法による６階建て複合ビル』
講師：腰越耕太（(株)腰越耕太建築設計事務所 代表取締役）
②朝日村役場 新庁舎(地域材でつくる木造庁舎)
／『先人から大切に受け継がれた木材を次世代につなぐ』
講師：松橋寿明（(株)宮本忠長建築設計事務所 設計長）
③はるのガーデン（サービス付き高齢者向け住宅）
／『RC造+木造(CLTﾊﾟﾈﾙ工法+在来軸組工法)の混構造による木造耐火建築物』
講師：高橋麻矢（高橋設計）
④松尾建設株式会社本店ビル／『国内初のCLT2時間耐火構造床』
講師：田中英明（松尾建設(株)工事原価本部 技術企画部 統括）
⑤国際基督教大学 新体育施設
／『用途に対応したLVL折板/汎用材アーチ/樹状アーチの３種類の大空間』
講師：永松航介（前田建設工業(株)ソリューション推進設計部 チーム長）
⑥北房こども園（北房地域新教育環境整備事業）
／『岡山県真庭市北房こども園新築工事』
講師：川端次男（岡山県真庭市役所 建設部都市住宅課 建築営繕室 室長）
⑦北川村温泉 ゆずの宿
／『CLTﾊﾟﾈﾙ広報による長ｽﾊﾟﾝ構造を、ｳｫｰﾙｶﾞｰﾀﾞｰにて実現した温泉宿泊施設』
講師：池田尚史（(株)倉橋建築計画事務所 設計部 主幹）
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お申込方法

ホームページ（https://run-produce.jp/mokuzou/）または FAX 用紙にて
（http://www.jiha.jp/wpweb/wp-content/uploads/2019/02/mokukatsu.pdf）にご記入
の上、FAX:03-6661-7262 へお申込み下さい。

お問合せ

一般社団法人 木を活かす建築推進協議会
TEL:03-3560-2882

3

ＩNFORMATION

FROM

JIHA

2019.2.1

一般社団法人 日本医療福祉建築協会

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

一般財団法人

日本医療福祉設備協会

海外施設研修報告会

－オーストラリアの医療施設と IFHE 国際会議 2018－ 開催案内
2018年度の海外視察研修では、メルボルンとブリスベン（オーストラリア）を訪問しました。
これらについて、参加者24名による報告書が完成していますが、豊富なスライド写真を用いた報
告会を、下記の通り開催いたします。
記
日

時

２０１９年３月１日 (金) 14:00－17:00

会

場

イトーキ東京イノヴェーションセンター
〒104-0031

東京都中央区京橋3-7-1

相互館１１０タワー（2階）

(https://www.synqa.jp/access/)
会

費

１，０００円（資料として報告書をお渡しします）※当日受付にてお支払い

定

員

７０名

申込期間

※事前申込制、先着順（どなたでもご参加いただけます）

２月７日（木）～２月２２日（金）

プログラム
14:00-14:15 オーストラリアの医療とIFHE会議
14:15-14:25

The Royal Melbourne Hospital

14:25-14:35 The Royal Children's Hospital
14:35-14:45 Monash Hospital
14:45-14:55 Dementia Learning Centre
14:55-15:05 Lady Cilento Children’s Hospital
15:05-15:15 Royal Brisbane & Women's Hospital
－休 憩－
15:30-15:40 医療システム
15:40-15:50 家具、備品
15:50-16:00 内装
16:00-16:10 照明
16:10-16:20

エネルギー・環境

16:20-16:30 建築レビュー
16:30-17:00 質疑
お申込方法

HP（http://heaj.org/study/info.html）よりお申し込み下さい。
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