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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 Zoom ウェビナーを利用した Web 配信（ライブ）にて開催いたします。
「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・高齢者居住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、ぜひご参加くだ
さい。プログラムは３頁をご覧ください。
Web 配信による本講座の特徴
○遠方の方でも受講がしやすい：旅費が不要で受講費のみで受講が可能です。
○講師と参加者の双方向性の確保：チャットにて講義中や終了後に質問を受け付けます。
○後日見逃し配信：指定された日にオンデマンドで当日の講義内容を視聴できます。
○Ａ会員（法人会員）向け割引：複数人での参加に適した受講費（テキスト込）を設定しています。
記
会

期 福祉：２０２０年９月１６日(水)
病院：２０２０年９月１７日(木）
・９月１８日(金)

会

場 Web 配信（ライブ）

配信環境 Zoom ウェビナー
※スマートフォン、タブレットで視聴の場合、Zoom アプリのインストールが必要です。
定

員 200 名

申込締切 ２０２０年９月１０日（木）17:00 迄
受 講 費 福祉建築(１日): 一般 22,000 円、JIHa 会員 11,000 円
（税込）
（Ａ会員の追加受講者 1 名につき 7,700 円）
病院建築(２日): 一般 45,100 円、JIHa 会員 23,100 円
（Ａ会員の追加受講者 1 名につき 16,170 円）
※複数の受講者がいる場合、2 人目からは追加受講者価格となります。その場合、申込
人数分のアカウントを発行し、テキストも人数分お送りします。
※テキストのみ購入希望については、講座終了後に残部がある場合にのみ福祉・病院講
座ともに 3,300 円（税込・送料込）にて購入が可能です。
※学生向けの料金設定もございます。教育機関に所属の B 会員（個人会員）からのお申
し出により所属学生の方に特別価格で受講して頂けます。詳細は事務局にお問い合わ
せください。（社会人学生を除く）
申し込み １）下記 URL よりお申し込み下さい。
(https://www.jiha.jp/training/buildingbasiccourse/)
２）申込み順に、受講費を記載した受付票をメールにてお送りします。（3 営業日以内）
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、参加に関するご案内（参加手順）をメールにてお送りします。
なお、領収書及びテキストは開催の 1 週間前までに郵送にてお送りします。
見逃し配信

講座終了後、オンデマンド配信を行います。（9 月 25 日（金）・1 日のみ）
講義ごとに聴講していただけますので、ネットワークの不調、離席などで聴講できなか
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った部分を補完いただく機会としてご利用ください。なお、オンデマンド配信の聴講は
建築 CPD、医業経営コンサルタント協会の登録の対象とはなりませんので、ご注意くだ
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４頁をご覧下さい。
※本講座に関するお問い合わせは、メールにて事務局（office@jiha.jp）宛にお願いいたします。

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

E-MAIL: office@jiha.jp
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福祉建築基礎講座 2020 プログラム
９月１６日(水)
生きる力を引き出す環境
三浦 研
10:00～11:00 人の行動や心理、関係性の視点から高齢者施設の計画、設

（京都大学大学院 工学研究科 教授）

計上のポイント、留意点について解説します。

高齢者施設の制度と法規
11:10～12:10

相本 正浩

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
（ゆう建築設計 専務取締役）
扱い事例を解説します。

高齢者施設の計画
13:10～14:50

山口 健太郎

ユニット型施設の基本計画に加えて、職員の労働環境、改
（近畿大学 建築学部 教授）
修・転用事例などについて解説します。

福祉のデザイン
15:00～16:30

宇野 亨

将来の姿を見据えた福祉施設のデザイン手法を医療福祉 （シーラカンス CAn パートナー
大同大学 工学部 教授 ）
建築賞受賞作品を交えて解説します。
（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：5.5 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

病院建築基礎講座 2020 プログラム
９月１７日(木)
10:30～12:00

全体計画

筧

病院建築の構成と計画のポイントについて解説します。

病院の施設基準
13:00～14:00

加藤岡 潤一

医療施策の動向や施設基準の留意点に加え、施設整備に適
（久米設計 医療福祉設計部）
応できる主な補助金などについて解説します。

病院建築・マネジメントのこれから
14:10～15:10

盛田 潤

営業・コンサルから見た将来像、改修やコンバージョンも
（大成建設 医療施設計画部・営業部長）
含めて解説します。

病院のデザイン
15:20～16:50

淳夫

（工学院大学 建築学部 教授）

渡延 公

将来の姿を見据えた病院建築のデザイン手法について解
（石本建築事務所）
説します。

９月１８日(金)
外来・救急の計画
岡本 和彦
9:30～10:30 今後の外来・救急でやるべきこと、やめるべきことは何か

（東洋大学 理工学部 建築学科 准教授）

について解説します。

診療部の計画
10:40～12:10

小菅 瑠香

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
（帝塚山大学 現代生活学部 准教授）
求められる要件について解説します。

供給部の計画
13:10～14:40

石橋 達勇

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
（北海学園大学 工学部 建築学科 教授）
え方を解説します。

病棟の計画
14:50～16:30

渡辺 玲奈

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
（竹中工務店 医療福祉・教育本部 課長）
ついて解説します。
（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
＊敬称略、タイトル・講師は変更されることがあります

主
会

催
場

一般社団法人 日本医療福祉建築協会
WEB 配信（Zoom ウェビナー）
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「会友」制度について
運営委員会 委員長

小 林

健 一

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、２０１２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
９月１６日～１８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。

２０２０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）
※今年度に限り、２０２１年度の末日まで資格の有効期間を延長します。
＜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、翌４月、７月に郵送。
・ニュースレター「INFORMATION FROM JIHA」（最新情報等を掲載）を１０月から２０２２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。（本年は開催がございません。）
・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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～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連情報・～・～・～・～・～・～・～・～・～・
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日本医療・病院管理学会主催

第 58 回日本医療・病院管理学会学術総会 開催案内
第58回学術総会は「データサイエンスで切り拓く医療・病院管理学の未来」というテーマのもと、
データの活用についてデータサイエンスという視点から議論を深めていきます。また、緊急企画と
して「新型コロナウイルス対応」に関するセッションも企画しております。
今般本学会学術総会初となるWEB開催にあたり、会期を当初予定の2日間から3日間に延長すると
ともに、より多くの方にご参加いただけるよう、参加費を抑えて開催いたします。
皆様からのご参加をお待ちしております。
会

期 ２０２０年１０月２日 (金) ～１０月４日（日）

会

場

参 加 費

WEB開催
5,000円 ＊会員、非会員にかかわらず一律

参加登録期間 ２０２０年７月１日（水）～９月２４日（木）
主

催 一般社団法人 日本医療・病院管理学会
第58回日本医療・病院管理学会学術総会 学術総会長 鮎澤 純子
（九州大学大学院医学研究院 医療経営・管理学講座 准教授）

プログラム
会長講演：

データサイエンスで切り拓く医療・病院管理学の未来
第 58 回日本医療・病院管理学会学術総会 学術総会長 鮎澤 純子氏

特別講演：

これからの日本の医療、これからの世界の医療
日本医師会名誉会長／元世界医師会会長 横倉 義武氏

基調講演：

ヘルスデータと医療
九州大学大学院医学系学府 医療経営管理学専攻 専攻長 鴨打 正浩氏

教育講演： 1.データサイエンスとは何か？
東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター 教授 井元

清哉氏

2.健診・健康保険・介護保険データの利用と医療政策
九州大学大学院医学研究院 医療経営管理学講座 教授 馬場園
企画セッション：

明氏

1.医療情報を活用したこれからの医療
2.COVID-19 をめぐって
3.遠隔医療・遠隔教育の展望
※上記の他、指定シンポジウム・公募シンポジウムを予定しております。

申込方法

以下の WEB サイトよりお申し込みください。
http://www.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/jsha58/registration/

問合せ先

第 58 回日本医療・病院管理学会学術総会運営事務局
TEL: 092-642-6960 FAX: 092-642-6961 E-mail: jsha58@med.kyushu-u.ac.jp
学術総会 HP: http://www.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/jsha58/
（プログラムの詳細等は HP にて順次更新しております。）
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～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連情報・～・～・～・～・～・～・～・～・～・
一般社団法人

日本医療経営実践協会主催

第 9 回 全国医療経営士実践研究大会 東京大会
「医療経営士の時代 新たなる経営改革と地域社会貢献への挑戦―
―コロナ後に問われる"突破力"と"創造力"」開催案内
今年の大会は新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ－１９）感染拡大の影響を鑑み、六本木アカデミ
ーヒルズでの現地開催とＷＥＢ配信を併用するハイブリッド形式にて開催いたします。
会

期 ２０２０年１０月３日 (土) ・１０月４日（日）

会

場

参 加 費
主

六本木アカデミーヒルズ（東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー49階）
および WEB開催
日本医療経営実践協会会員：9,000円、日本医療経営実践協会会員外：14,000円
＊介護福祉経営士は会員価格を適用

催 一般社団法人 日本医療経営実践協会

プログラム
■１０月３日（土） 10:00～18:00
10:00～

開会式・表彰式

10:45～

創立10周年記念講演：「わが国はどこに向かうのか（ポストコロナ時代を考える）」
藤原 正彦氏（数学者／お茶の水女子大学名誉教授）

12:45～

基 調 講 演 1：「2025年に向けた地域医療構想の実現と展望」
吉田
学氏（厚生労働省医政局長）

13:15～

基 調 講 演 2：「新たな医療提供体制の構築とこれからの病床機能」
相澤 孝夫氏（一般社団法人日本病院会会長）

14:00～

全国医療経営士

17:00～

特 別 座 談 会：「医療経営士の時代！ 新たなる経営改革と地域社会貢献への挑戦
―コロナ後に問われる"突破力"と"創造力"」
川渕 孝一氏（東京医科歯科大学大学院医療経済学分野教授）
大友 克之氏（朝日大学学長）
末吉
敦氏（医療法人徳洲会宇治徳洲会病院院長）
中村 彰吾氏（公益社団法人医療病院管理研究協会理事）
福神 雄介氏（アルフレッサ株式会社取締役社長）

■１０月４日（日）

地域支部代表者講演

9:00～17:25

9 : 0 0 ～ 第2回(2019年度)「医療経営に関する研究助成」最終報告会
真野 俊樹氏
（中央大学ビジネススクール・大学院戦略経営研究科教授）
10:20～

第 2回 懸 賞 論 文「日本医療経営実践賞」表彰式・講演・ディスカッション

1 3:00～

医療経営士による演題発表
吉長 成恭氏（広島経済大学特別客員教授）

1 6:00～

特 別 講 演：「日本の頭脳が示す これからの医療・福祉 ―データサイエンスで
変わる未来の医療」
宮田 裕章氏（慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授）
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申込方法

以下の WEB サイトよりお申し込みください。
http://www.jmmpa.jp/seminar/zenkokutaikai/9/9_5.html

問合せ先

一般社団法人日本医療経営実践協会 大会運営事務局
TEL: 03-3553-2906 HP: http://www.jmmpa.jp/
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～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連情報・～・～・～・～・～・～・～・～・～・
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日本医療機器学会主催

「2020 年度第 13 回 MDIC 認定セミナー（e ラーニング）
」開催案内
医療スタッフ・製造販売業者等に役立つ MDIC（Medical Device Information Communicator：
医療機器情報コミュニケータ）認定制度について、本年も認定セミナーを開催します。
受講期間

２０２０年９月１６日 (水) ～１１月１６日（月）

※eラーニング

受講対象者 医療機関での医療機器利用者（医師、看護師、臨床工学技士など）、医療安全管理者、
医療機器・資材・設備や調達管理関連事務スタッフ、教育・研究機関、製造販売業者
等で医療機器の開発・製造・販売・保守・使用・評価のいずれかに係わっている方な
ど実務経験の有無については問いません。
受講科目
受
主

「医療概論」「臨床医学」「臨床工学」「医療情報」の4科目

講 料 1人 24,000円（税込）：ｅラーニングは期間内、何度でも受講できます。
＊4科目のテキスト代及びスライドレジメ集を含みます
催 一般社団法人 日本医療機器学会

申込方法

以下の WEB サイトよりお申し込みください。
http://www.jsmi.gr.jp/seminar/dai13kai_ninteiseminar/

再受講について 再受講の方は別途でのお申し込みとなります。
再受講の方向けURL:http://www.jsmi.gr.jp/seminar/dai13kai-ninnteisemina-sai/
問合せ先

一般社団法人日本医療機器学会 MDIC 認定セミナー事務局
TEL: 03-3813-1062 FAX: 03-3814-3837 E-mail: mdic@jsmi.gr.jp
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一般社団法人 日本医療福祉建築協会

～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連情報・～・～・～・～・～・～・～・～・～・
林野庁

「過剰木材在庫緊急対策事業」のご案内
林野庁より、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた輸出の停滞等による丸太・木材製品の
在庫量増加等の影響が生じていることを受け、公共施設（構造材、内装材）や公共の場に設置さ
れる外構部等における木材の活用を支援する事業のご案内です。
木造化だけでなく内装の木質化や外構（木塀やデッキなど）への活用も可能ですので、ご活用
ください。
事業内容

通常⽊材が使われない外構部や公共施設等における⽊材の活⽤を通じて輸出の停滞
により行き場のなくなった輸出向け原木を有効活用するための取組を支援します。
また、木材利用を促進するための普及活動を支援します。

対 象 施 設 ・公共建築物等木材利用促進法に基づく公共施設（学校、保育園、病院、老人ホーム
駅、庁舎等
・災害対策基本法に基づく指定公共機関の施設
・公共の用に供する場に設置される外構（公園等の堀や柵、デッキ、遊具等）
支援水準

工務店等の施工者が木材を活用する際の経費について、以下の水準で支援
・構 造 材 床 面 積１平方メートル当たり 39,000円以内
・内装材内装面積１平方メートル当たり 12,000円以内
・外 鋼 材 延 長１メートル当たり
17,500円以内 等

公募要領他 申請書類を含む詳細は以下の WEB サイトよりご確認ください。
https://mokuzai-zaiko.jp/
問合せ先

一般社団法人全国木材組合連合会
TEL: 03-6550-8540 FAX: 03-6550-8541 E-mail: info@mokuzai-zaiko.jp
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