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病院建築基礎講座／福祉建築基礎講座 開催案内 

 恒例の標記講座を、本年は下記により開催します。「建築基礎講座」は、主として初心者を対象

に、基礎的な知識を平易に解説することをコンセプトとして、病院、福祉施設・高齢者住宅などの

最新情報や今日的話題を体系的に盛り込んだ講義内容です。設計事務所等の新人研修をはじめ、こ

れから医療福祉建築を手がけられる設計者や、新築・増改築をお考えの施設関係者などにも広くご

利用頂けますので、お誘い合せの上、ご参加下さい。 

 ※病院開設者の方を対象とした会友制度がございます。詳細は３頁をご覧下さい。 

記 

会  期 病院：２０１９年７月８日(月)・７月９日(火) 

     福祉：２０１９年７月１０日(水） 

会  場 建築会館ホール（東京都港区芝 5-26-20） 

定  員 １７５名（定員になり次第しめきります） 

受 講 費 病院建築(２日): 一般 44,280 円、JIHa 会員 22,680 円 

（税込） 福祉建築(１日): 一般 21,600 円、JIHa 会員 10,800 円 

申し込み １）受講申込書にご記入の上、FAX または E-mail にて下記宛 

お申し込みください。（web でもお申し込みできます） 

     ２）申込み順に、受講費を記載した受付票を返信致します。 

     ３）受付票が届き次第、受講費をご確認の上、指定口座に 

お振り込みください。 

     ４）入金確認後、領収書と受講証をお送りします。 

       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 

TEL: (03)3453-9904  FAX: (03)3453-7573  E-MAIL: office@jiha.jp 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

病院建築基礎講座／福祉建築基礎講座 受講申込書 

一 般 ・ JIHa 会員       (○を付してください)       日付：    年  月  日 

法 人 名  

所 在 地  〒 

担 当 者  部   署  

電   話  Ｆ Ａ Ｘ  

 

受 講 者 名 受講内容(○を付してください) 

 病院のみ・福祉のみ・病院＋福祉 

 病院のみ・福祉のみ・病院＋福祉 

 病院のみ・福祉のみ・病院＋福祉 

 病院のみ・福祉のみ・病院＋福祉 
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病院建築基礎講座 2019 プログラム 

７月８日(月)  

10:00～11:30 
全体計画 
病院建築の構成と計画のポイントについて 

小菅 瑠香 
（帝塚山大学 現代生活学部 准教授） 

12:30～13:30 
病院の施設基準 
医療施策の動向や施設基準の留意点、施設整備に適応でき

る補助金など 

鳥山 亜紀 
（清水建設 設計本部 プロポーザルソリ

ューション推進室 プリンシパル・プラン

ナー） 

13:40～15:20 
病棟の計画 
病棟計画の種類や看護マネジメントと合わせた計画等に

ついて 

渡辺 玲奈 
（竹中工務店 医療福祉・教育本部 課長）

15:30～16:30 
病院の設備 
安全で快適な設備機能とは？計画から運用管理に至る最

新動向 

伊藤 昭 
（日建設計 エンジニアリング部門 

設備設計グループ アソシエイト） 

７月９日(火)  

9:30～10:30 
外来・救急の計画 
今後の外来・救急でやるべきこと、やめるべきことは何か

岡本 和彦 

（東洋大学 理工学部 建築学科 准教授）

10:40～12:10 
診療部の計画 
診療活動の中心となる検査部・手術部などの役割と建築に

求められる要件 

小林 健一 

（国立保健医療科学院 医療・福祉サービ

ス研究部 上席主任研究官） 

13:10～14:40 
供給部の計画 
経営的観点も含め物品管理の実務に即した建築・設備の考

え方 

石橋 達勇 

（北海学園大学 工学部 建築学科 教授）

14:50～16:20 
病院のデザイン 
将来の姿を見据えた病院建築のデザイン手法 

松村 正人 

（大成建設 本社設計本部 本部長） 

（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：10.5 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 

福祉建築基礎講座 2019 プログラム 
７月１０日(水) 

9:30～11:10 
高齢者施設の計画 
入居者・職員の視点から住まいおよび職場の環境について

山口 健太郎 

（近畿大学 建築学部 教授） 

11:20～12:20 
高齢者施設の制度と法規 
高齢者の施設計画に関わる法律の概要と関係法令の取り

扱い事例 

相本 正浩 

（ゆう建築設計 専務取締役） 

13:20～14:20 
福祉施設のオーバービュー 
社会の変化と福祉施設空間のこれまでとこれからについ

て 

大原 一興 

（横浜国立大学大学院 都市イノベーシ

ョン研究院 教授） 

14:30～16:10 
福祉のデザイン 
最新事例を通してのこれからの福祉施設のあり方とその

デザイン 

西川 英治 

（五井建築研究所 代表取締役） 

（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：5.0 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 

＊敬称略、タイトル・講師は変更されることがあります 

主 催 一般社団法人 日本医療福祉建築協会 

会 場 建築会館ホール（東京都港区芝 5-26-20） 
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「会友」制度について 

運営委員会 委員長  筧 淳 夫 
 
平素より、当協会の活動にご協力頂きありがとうございます。 

当協会は、医療福祉施設の質の向上を目的として活動をしております。優れた医療福祉施設

は、建築としての質が高いことに加えて、使う側にとって快適でなければなりません。作る

側と使う側が一体となって優れた施設が生まれるものと考えています。 

そこで、平成２４年に病院開設者を対象とした「会友」制度を発足させました。本年度は

７月８日～１０日に開催する「病院／福祉建築基礎講座」を受講の病院開設者を対象として、

年度内は会員とほぼ同様の特典を受けられる「会友」をご案内致します。 

当協会の事業活動を通して病院建築に係る様々な知見を広く共有して頂ければと思いま

す。 

会員の皆様におかれましては、趣旨についてご理解頂くと共に、お知り合いの病院開設者

の方々に当制度をお知らせ頂ければ幸いです。 

尚、詳細は下記をご覧ください。 

 

 

２０１９年度会友について 

＜資格の取得とその範囲＞ 

「病院建築基礎講座」「福祉建築基礎講座」を受講された病院開設者の方で、１法人１名の

方が会友として登録されます。会費は不要です。 

＜資格の有効期間＞ 

上記講座を受講した年度の末日までとします。但し資格は１法人につき一度のみとし、次年

度以降に同講座を受講した際の再登録は認められません。（当協会の年度は、４月１日～翌

年３月３１日です） 

＜会友特典＞ 

当協会の会員とほぼ同様の以下の特典が受けられます。 

・会誌「医療福祉建築」(最新施設等を掲載)を１０月、１月に郵送。 

・ニュースレター「INFORMATION FROM JIHA」（最新情報等を掲載）を８月から翌年３月まで

毎月配信。 

・月例行事(施設見学会、事例研究会等)への参加資格。定員制限がある場合は抽選となりま

す。 

・海外視察への参加資格。 

・フォーラムの受講費が会員同等の割引。 

・当協会発行の出版物で会員価格が設定されている出版物は会員割引が適用されます。 
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 寄贈書籍紹介 

協会へ寄贈された書籍をご紹介します。 
 

・HEALTHCARE ARCHITECTURE AS INFRASTRUCTURE Open Building in Practice 

 

内 容：現代建築の重要な概念「オープンビルディング」の提唱者であるニコラス・

ジョン・ハブラーケンの弟子によって編集された、病院建築への応用につい

ての英語書籍。各国の病院の長寿命化事例 10 章のうち、本協会の 2015 年課

題研究報告書「病院建築の成長と変化に関する研究報告書」（協会 HP で購入

可）の要約に 1章が費やされている。 

著 者：STEPHEN H. KENDALL 

発 行：ROUTLEDGE(amazon.co.jp で購入可) 

発売日：2018 年 12 月 7 日 

頁 数：226 頁 


