
■ミネソタ大学病院
ミネソタ大学はミシシッピ川を挟んで東西２つのキャンパスに分
かれている．東西にある救急部門と小児専門病院，外来手術
センターを視察する予定．

①University of Minnesota Medical Center West Bank 

Hospital
西岸キャンパスの救急部は，精神科救急にも対応．
②University of Minnesota Masonic Children's Hospital
高度急性期小児医療・新生児集中治療・臓器移植等の幅広い
小児医療を提供する小児専門病院である．ミネソタで唯一の
小児精神科病棟がある．

③University of Minnesota Health Clinics and Surgery Center
外来手術センターには、大学病院が運営する診療所と独立し
た診療所があり，診療時間が延長されている．

④University of Minnesota Medical Center East Bank 

Hospital
イーストバンク病院の救急部は，レベルⅡの外傷センターに認
定されており，現在，救急部を含む7,000平方フィートの２階建
ての増築が行われている．

■ミネアポリス周辺病院の救急部
⑤Hennepin County Medical Center
ヘネピン郡立病院．救急部は，1989年にミネソタで最初の外傷
センターとして認定．年間9万人以上の来院患者がある．小児
外傷センターとしての認定も受けている．

⑥Fairview Southdale Hospital
非営利団体の運営する総合病院．救急部は，レベルⅢの外傷
センターに認定され，脳卒中患者への迅速なリモートアクセス
（テレストローク）にも取り組んでいる．

本年度の海外視察は，米国の救急医療施設とハワイの医療施設を中心に視察します．近年，日本の救急医療分
野で注目を集めている「北米型救急医療モデル（ER型救急）」を学ぶため，ミネソタ大学病院救急医学部・准教授の

日比野誠恵先生による現地での講演会と同大学病院救急部およびミネアポリス周辺の救急医療施設の視察を企
画しています．これからの日本の救急医療施設を考えるための貴重な機会になると考えています．ホノルルでは，
医療施設の運営に造詣の深いアンディT.二宮氏による講演会とホノルルの一般病院，女性専門病院，
高齢者施設，CCRC等を視察を企画しています．また，サンディエゴにあるルイスカーン設計のソーク研究所，ミネア
ポリスの都市建築の視察も予定しています．
皆様のご参加をお待ちしております．

第32回 海外医療福祉建築研修
旅行期間：2020年1月13日（月）〜1月24日（金）12日間

コーディネーター：竹宮健司（JIHa理事・首都大学東京教授）

一般社団法人日本医療福祉建築協会 2019年度企画

旅行企画・実施：

■ホノルル
⑦Kahala-Nui Life Care Center

CCRC，高齢者向け住宅に認知症対応ケア施設を併設．
⑧Pali Momi Medical Center/Women’s  Center
女性センターを併設する総合病院．

⑨Rehabilitation Hospital of the Pacific
ハワイで唯一の急性期リハビリテーション病院．

⑩University of Hawaii School of Medicine
教育研究複合施設は，高い環境性能を持つ（LEEDの認証）．

⑪Kapiolani Medical Center for Women and Children
5階建て延床面積20万平方フィートの施設には，70室の個室を
もつNICU，PICUには14の個室がある．女性向けの研修セン
ターがあり,ハイリスク出産を支援する専門チームがある．

⑫Queen’s Medical Center-West
各種専門外来から予防医療まで，地域医療を提供す
る総合病院

⑬Sutter Health Kahi Mohala Behavioral Health Center
精神疾患患者の回復のためのリラックスした美しい療養環境
を提供．

⑭Ka Makana Alii Urgent Care Center
1.6万平方フィートの診療所は、大型ショッピングセンター内に
ある．プライマリーケア，緊急ケアを行っている．

■サンディエゴ
◎Salk Institute for Biological Studies

1963年にジョナス・ソークによって創設された生物医学系の研
究所．（設計：ルイス・カーン）

◎UCSD Geisel Library
カリフォルニア大学図書館（設計：ウィリアムペレイラ）



※写真について掲載している写真は、撮影時のアングル・天候など諸条件により、実際にご覧になる景観とは異なる場合があります。また「イメージ」と付記されている写真は、
旅行日程とは関係ない旅行目的のイメージ、旅情等を表現したものです。

ご旅行条件（要約）

【受注型企画旅行契約〕
・この旅行は日通旅行株式会社団体営業部（東京都千代田区大手町1-6-1、観光
庁長官登録旅行業第1937号）（以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行
であり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行
契約」といいます。)を締結することになります。
・ 旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡しする受注型企
画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及び当社の旅行業約款（受注型企画旅
行契約の部）によります。
【旅行のお申し込み・契約成立の時期】
・当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいた
だきます。申込金38,000円（お１人様につき）
・申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。
・お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受理をもって成
立するものといたします
・【旅行代金のお支払い】
・残金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前に
お支払いいただきます。
【旅行代金に含まれるもの】
・旅行日程に明示した利用交通機関の運賃・料金、観光料金（バス料金、ガイド料
金、入場料）、旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料（バス・トイレ
付き、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。）、旅行日程に明示した食事の
料金及び税・サービス料、手荷物運搬料金（原則としてお１人様１個。ただし利用
航空会社の規定重量、容積、個数の範囲内）、団体行動に必要な心付、見本市
入場料、通訳料
【旅行代金に含まれないもの】
・旅券印紙代証紙代（11,000円～16,000円）、査証料、予防接種料金、傷害疾病保
険料
・渡航手続取扱料金（お客様ご自身が作成、申請された場合は不要です。）

1）出入国記録書その他を当社で作成したとき／4,000円（税別）
2）旅券申請書を当社で作成したとき／3,500円（税別）
3)査証申請書類を当社で作成し査証を取得したとき（１ヵ国につき）／6,000円
（税別）
・超過手荷物料金、飲み物代、クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メ
イド等に対する心付。追加飲食代その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税
金・サービス料、日本国内における自宅から発着空港（または集合・解散場所）
までの交通・宿泊費、希望者のみ参加するオプショナルツアーの旅行代金、日
本国内の空港施設使用料、旅行日程中の空港税、国際観光旅客税、運送機関
の課す燃油付加運賃・料金、お客様の傷害・疾病に対する医療費
【旅行契約内容・代金の変更】
・当社は旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあります。詳しくは
「条件書」によります。

【取消料】
・お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約の解除することができます。
当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取消の場合も下記取
消料をいただきます。

・特定日（ピーク時）＝4/27～5/6,7/20～8/31、12/20～1/7に開始する旅行
【当社の責任】
・当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えた時は損害を賠償いたしま
す。
・お荷物に関する賠償限度額は当社の故意または重大な過失による場合を除き
お一人様15万円までとし、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に申し
出された場合に限ります。
・その他は「条件書」によります。
【特別補償】
・当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中、急激かつ偶然な外来の
事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について補償金及び
見舞金を支払います。詳しくは「条件書」によります。
【旅程保証】
・旅行日程に重要な変更が行なわれた場合には、当社はその変更の内容に応じ
て変更補償金を支払います。詳しくは「条件書」によります。
【お客様の責任】
・当社はお客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社
が損害を被った時はお客様から損害の賠償を申し受けます。
【クレジットカード利用の通信契約】
・当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」といいます。）よ
り、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること（以下「通信契約」と
いいます。）を条件に電話その他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける
場合があります。その場合、会員は「出発日」「旅行名」に加えて「カード名」「カー
ド番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
・通信契約による旅行契約は、電話によるお申し込みの場合、当社が受諾した時
に成立し、その他の通信手段によるお申し込みの場合は、当社が契約の締結を
承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。

・通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金
等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者
の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
【最少催行人員】
・20名。これに満たない場合、旅行の実施を中止することがあます。ただし、この
場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に通
知いたします。
【最終日程表の交付時期】
・ 確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程表は旅行開
始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の7日前以降にお申し込み
いただいた場合には旅行開始日当日に交付することがあります。なお、期日前
であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。
【個人情報の取り扱いについて】
・当社は、旅行申し込みの際にお申込書にご記入いただきましたお客様の個人情
報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様が
お申し込みいただいた旅行の手配において必要な範囲内で運送・宿泊機関等及
び手配代行者に提供させていただきます。
【旅行条件・旅行代金の基準日】
この旅行条件は、右記の日付を基準としています。 2019年6月１日

旅行企画：実施

観光庁長官登録旅行業第1937号 東京都大手町1-6-1

解除時期 取消料

お申し込み後～旅行開始日の前日から起算してさ
かのぼって31日目

38,000円

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30~3日目

旅行代金の 20％

旅行開始日の前々日、前日、当日の解除 旅行代金の 50％

旅行開始後の解除又無連絡不参加 旅行代金の100％

日通旅行 (株 )
団 体 営 業 部

外務省の「海外安全情報」について：渡航先（国又は地域）によっては、「外務省海外安全情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合が
あります。「外務省海外安全ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/」でご確認ください。渡航先（国又は地域）の衛生状況については「厚生労
働省検疫感染症情報ホームページ：https://www.forth.go.jp/index.html」でご確認ください。

研修概要

旅行期間 2020年1月13日（月）～1月24日（金） 12日間

旅行代金

683,000円（お1人様あたり／2名１室ツイン利用）
※羽田空港施設使用料2,610円、国際観光旅客税1,000円、燃油サーチャージ（目安：28,000円/2019年7月12日現
在）、現地空港税（目安7,700円/2019年7月12日現在）は旅行代金に含まれておりません。出発の約1ヶ月前に
金額を確定し、お知らせいたしますので、旅行残金とともにお支払いください。

※サンディエゴ-ホノルル間は航空会社預け手荷物が1個目から有料のため、1個目：US$30/2個目：US$40を
現地でクレジットカードでお支払いが必要となります。詳しくは事前研修会にてご案内いたします。

食事 朝食9回、昼食2回、夕食2回（機内食除く）

添乗員 1名同行いたします。

１人部屋追加代金 116,150円（10泊分）

最少催行人員 20名

利用予定航空会社 デルタ航空（DL)・ハワイアン航空（HA）

利用予定ホテル
ミネアポリス：ヒルトンガーデンインミネアポリスダウンタウン
サンディエゴ：ベストウェスタンプラスベイサイドイン
ホ ノ ル ル：オハナ・ワイキキ・イーストBYアウトリガー（バスタブなし）

ビジネスクラスの手配も承ります。ご希望の方はお問い合わせください。

※ご参加者の人数が最少催行人員を下回った場合、ご旅行代金が変動する場合があります。その際は申込締め切り後、お申し込みの
皆様へ改めてご連絡いたします。

ヒルトンガーデンイン・ミネアポリスダウンタウン

ベストウェスタンプラスベイサイドイン オハナ・ワイキキ・イーストBYアウトリガー

https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.forth.go.jp/index.html


時間帯の目安／早朝＝04：01－06：00 朝＝06：01－08：00 午前＝08：01－12：00 午後＝12：01－18：00 （昼＝12：01－14：00 夕刻＝16：01－18：00） 夜＝18：01－23：00
深夜＝23：01－04：00 食事マークの説明／○＝食事あり ×＝食事なし 機＝機内食

行 程 表

日程 発着都市
現地

時間

交通

機関
内容 食事 宿泊地

１

2020年

1月13日

（月）

羽田（東京）

ミネアポリス

発

着

15：25

12：35

DL120

（予定）

空路、直行便にてミネアポリスへ

到着後、専用車にてホテルへ
昼：機

夕：×
ミネアポリス

２
1月14日

（火）

ミネアポリス 午前

午後

【講演会】日比野誠恵先生

【病院視察①】University of Minnesota Medical Center 

West Bank Hospital

【病院視察②】University of Minnesota 

Masonic Children's Hospital

【病院視察③】University of Minnesota 

Health Clinics and Surgery Center

【病院視察④】University of Minnesota 

Medical Center East Bank Hospital

【病院視察⑤】Hennepin County Medical Center

【病院視察⑥】Fairview Southdale Hospital

【建築視察】ウォーカーアートセンター

【建築視察】ミネアポリス美術館

※上記視察先を3グループ（予定）に分かれて訪問します。

朝：○

昼：○

夕：×

ミネアポリス

３
1月15日

（水）

ミネアポリス 午前

午後

専用車 朝：○

昼：×

夕：×

ミネアポリス

４
1月16日

（木）

ミネアポリス 午前

午後

専用車

朝：○

昼：×

夕：○

ミネアポリス

５
1月17日

（金）

ミネアポリス

サンディエゴ

発

着

9：15

11：05

DL1687

（予定）

空路、直行便にてサンディエゴへ

到着後、専用車にて建築施設視察

【建築視察】ソーク研究所、UCSDガイセル図書館

朝：×

昼：×

夕：×

サンディエゴ

６
1月18日

（土）

サンディエゴ 終日 自主見学 朝：○

昼：×

夕：×

サンディエゴ

７
1月19日

（日）

サンディエゴ

ホノルル

発

着

9：45

12：50

HA015

（予定）

空路、直行便にてホノルルへ

到着後、専用車にてホテルへ

朝：○

昼：×

夕：×

ホノルル

８
1月20日

（月）

ホノルル 午前

午後 専用車

【講演会】アンディ T.二宮氏

【病院視察⑦】Kahala-Nui Life Care Center

【病院視察⑧】Pali Momi Medical Center/

Women’s Center

朝：○

昼：○

夕：×

ホノルル

９
1月21日

（火）

ホノルル 午前

午後

専用車 【病院視察⑨】Rehabilitation Hospital of the Pacific

【病院視察⑩】University of Hawaii School of Medicine

【病院視察⑪】Kapiolani Medical Center for

Women and Children

朝：○

昼：×

夕：×

ホノルル

１０
1月22日

（水）

ホノルル 午前

午後

専用車 【病院視察⑫】Queen’s Medical Center-West

【病院視察⑬】Sutter Health Kahi Mohala

Behavioral Health Center

【病院視察⑭】Ka Makana Alii Urgent Care Center

朝：○

昼：×

夕：○

ホノルル

１１
1月23日

（木）

ホノルル 発 10：45 DL181

（予定）

空路、直行便にて帰国の途へ 朝：○

昼：×

夕：機

機内

１２
1月24日

（金）

成田（東京） 着 15：35
朝：機

※上記の日程内容、視察先、視察の順番は交通機関、現地事情等により変更となる場合もございます。また、訪問先の都合により、視察や見学が制限さ
れたり不可となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。


