INFORMATION FROM JIHA

2020.12.1

一般社団法人 日本医療福祉建築協会
〒108-0014 東京都港区芝 5-26-20 建築会館
TEL:03-3453-9904 FAX:03-3453-7573 https://www.jiha.jp

勉強会「医療の情報化と病院建築」 開催案内
来年 1 月の月例行事は、帝京大学医療情報システム研究センターの澤智博先生を迎え
て「医療の情報化と病院建築」と言うテーマで勉強会を行います。ひとくちに医療の情
報化と言っても、電子カルテからダビンチ、あるいは AI による診断など、その範囲は多
岐にわたるため、岡本和彦氏（東洋大学）とともに情報化の内容を整理した上で、現在
病院建築に起こっている変化と将来の展望をさぐります。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。
記
 日

時

２０２１年１月２８日（木）15:00-16:30

 配信方法

Web 配信(Zoom ウェビナーによるライブ配信)※見逃し配信はありません

 受付締切

２０２１年１月２１日（木）１５時迄

 定

なし

員

 参加資格

どなたでもご参加いただけます

 参加費用

JIHa 会員・会友：３,３００円（税込）
上記以外の方

：４,４００円（税込）

（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：1.5 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）記入事項：件名「勉強会「医療の情報化と病院建築」参加申込み」
①参加者名、②勤務先･部署、③電話番号、④参加者全員分の E-mail アドレス、⑤〒･
住所（返信先）を記載のこと。
3）申込人数：参加人数の上限はありません。
１申し込みで複数人での聴講は禁止とさせていただきます。１視聴につき必ず１人の
お申し込みをお願いします。なお、同一メールアドレスで複数人のお申し込みは出来
ません。
4）申込の確認：お申し込みいただいたものについて、3 営業日以内にメールで返信致し
ます。返信のない場合は E-mail 等にてお問い合わせ下さい。
日本医療福祉建築協会事務局
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一般社団法人 日本医療福祉建築協会

勉強会「感染症に対する設計と運用」開催のご案内【再掲】
～横浜市立市民病院と設計者による対談～
12 月の月例行事は、11 月に Web 見学会を開催しました「横浜市立市民病院」と設計者との対談
を勉強会形式にて開催いたします。Web での開催ですが、ライブ配信にて行いますので、見学会参
加者の質問なども受け付けます。感染症対策の最前線に立つスタッフと設計者からお話をうかがう
貴重な機会です。是非ご参加ください。
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ください。 受付を終了しました。
記

横浜市立市民病院

https://yokohama-shiminhosp.jp/index.html



日



開催方法：

Web配信（Zoomウェビナーによるライブ配信）※見逃し配信はありません



受付締切：

２０２０年１２月４日（金）１５時迄



定

なし



参加資格：

どなたでもご参加いただけます



参加費用：

JIHa会員・会友：３,３００円（税込）

時：

員：

２０２０年１２月１０日（木）１６：００～１８：００

上記以外の方：４,４００円（税込）


講

師：

石原

淳氏（横浜市立市民病院

病院長）

庄司 邦枝氏（同副病院長・看護部長）
立川 夏夫氏（同感染症内科 科長・感染管理室長）
神内

浩氏（同管理部長）

岡﨑 悦子氏（同感染管理室 副室長）
室殿 一哉氏（佐藤総合計画 執行役員）
吉田 一博氏（佐藤総合計画 チーフアーキテクト）
植木 康剛氏（佐藤総合計画 設計主任）
岡本 和彦氏（東洋大学 理工学部 准教授／JIHa前事業委員長）
（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：2.0 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（予定）

申込方法
1）申込方法：原則としてE-mailに限ります。office@jiha.jp宛にお申し込み下さい。
2）記入事項：件名「勉強会「感染症に対する設計と運用」参加申込み」
①参加者名、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。
3）申込人数：参加人数の上限はありません。
１申し込みで複数人での聴講は禁止とさせていただきます。１視聴につき必ず１人のお申し
込みをお願いします。なお、同一メールアドレスで複数人のお申し込みは出来ません。
4）申込の確認：お申し込みいただいたものについて、3 営業日以内に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下さい。
日本医療福祉建築協会事務局

2

E-mail：office@jiha.jp
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一般社団法人 日本医療福祉建築協会

報告会「米国の医療建築」開催のご案内【再掲】
-海外医療福祉建築研修 2019本協会では今年１月に恒例の海外医療福祉建築研修を米国のミネアポリス、サンディエゴ、ホノ
ルルを訪問地として実施しました。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を視察しました。ま
たサンディエゴではルイスカーン設計のソーク研究所、ホノルルでは一般病院、小児専門病院、
精神科病院、CCRC 等を視察しました。
このたび、本視察の報告会を下記により Web 配信にて開催します。これからの日本の救急医療施
設を考えるにあたって非常に参考となる内容となっております。医療関係者など会員以外の方もお
誘い合わせの上、ぜひご参加ください。（２頁目に申込方法を記載しております）
また、今回の参加費には報告書代（税込 4,400 円）が含まれておりますので、今後の資料として
もご活用ください。

受付を終了しました。

【主な視察先】
＜ミネアポリス＞University of Minnesota Medical Center East/West Bank Hospital, University
of Minnesota Masonic Children’s Hospital, University of Minnesota Health
Clinics and Surgery Center, Hennepin County Medical Center, Fairview
Southdale Hospital
＜サンディエゴ＞ソーク研究所,UCSD ガイセル図書館
＜ ホ ノ ル ル ＞ University of Hawaii School of Medicine/Cancer Center, Kahala-Nui Life Care
Center, Rehabilitation Hospital of the Pacific など
記
日

時：２０２０年１２月１１日 (金) 15:00～16:30 （90分）

開 催 方 法：Web配信（Zoomウェビナーによるライブ配信）※見逃し配信はありません
テ

ー

マ：北米型救急医療モデル(ER型救急)と米国三都市の建築

参 加 費 用：５,５００円（税込、報告書代4,400円を含む）
受 付 締 切：２０２０年１２月４日（金）１５時迄
参 加 資 格：どなたでもご参加いただけます
定

員：なし

講

師：竹宮 健司氏（東京都立大学教授／研修会コーディネーター）、
鳥山 亜紀氏（清水建設）、高島 真一氏（日建設計）、数藤 良太郎氏（日本設計）

配 布 資 料：海外医療福祉建築研修2019 研修報告書 （A4判･カラー）
プ ロ グ ラ ム：開会（15:00）-

閉会（16:30）

15:00-15:05
15:05-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:20

開会挨拶・視察の概要説明
（講師：竹宮
北米の医療制度・ER型診療
（講師：竹宮
ミネア ポリ スの病 院視 察につ いて（講師：竹宮
サンディエゴ建築視察について （講師：鳥山
ホノルルの病院視察について
（講師：高島

16:20-16:30

質疑応答等

健司氏）
健司氏）
健司氏）
亜紀氏）
真一氏、数藤 良太郎氏）

（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：1.5 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）
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一般社団法人 日本医療福祉建築協会

申込方法
1）申込方法：原則としてE-mailに限ります。office@jiha.jp宛にお申し込み下さい。
2）記入事項：件名「報告会「米国の医療建築」参加申込み」
①参加者名、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。
3）申込人数：参加人数の上限はありません。
１申し込みで複数人での聴講は禁止とさせていただきます。１視聴につき必ず１人のお申し
込みをお願いします。なお、同一メールアドレスで複数人のお申し込みは出来ません。
4）申込の確認：お申し込みいただいたものについて、3 営業日以内に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下さい。
5）参加費用の受領確認後、報告書を発送させていただきますので、期限内にお振込みください。
日本医療福祉建築協会事務局 E-mail：office@jiha.jp
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一般社団法人 日本医療福祉建築協会

寄贈書籍紹介
協会へ寄贈された書籍をご紹介します。
◇『ユニバーサルデザインの基礎と実践』
内

容：身体で感じることを、空間で再現する――。ユニバーサルデザインやバリアフ
リーの設計や計画に必要な考え方を学ぶ一冊。［基礎編］では、視覚、聴覚、触
覚などからの情報の受け取り方、その情報と実際の行動の関係性から、ひとが
どのように空間に出会い、その性質を理解し、そして利用するのかを理解。［実
践編］では、基本的な「人間と空間の出会い方」に基づいた「ユニバーサルデ
ザイン」の試みの具体事例の数々を、「プラスのデザイン」から「マイナスのデ
ザイン」という思想で紹介する。

編

著：（一社）日本福祉のまちづくり学会 身体と空間特別研究委員会、原 利明、
伊藤 納奈、太田 篤史、船場 ひさお、松田 雄二、矢野 喜正

発

行：鹿島出版会

http://kajima-publishing.co.jp/

発売日：2020 年 10 月 30 日
頁

数：168 頁

◇『ナイチンゲールの越境 1・建築

ナイチンゲール病棟はなぜ日本で流行らなかったのか』

内

容：歴史上初の「病院建築家」と言われるフローレンス・ナイチンゲール。著書
『病院覚え書き』では、新しく病院を建てる際の基本原理と、患者の視点から
とらえた、あるべき病院建築の形態を明示しました。
ナイチンゲールが提唱した病院建築とはどのようなものだったのか、西洋と日
本の例を紹介するとともに、ナイチンゲール病棟が日本の病院建築に与えた影
響を考察する、看護を「越境」した独創的（ユニーク）な本です！

著

者：長澤 泰、西村かおる、芳賀佐和子、辻野純徳、尹 世遠

発

行：株式会社 日本看護協会出版会

https://www.jnapc.co.jp/

発売日：2020 年 9 月 20 日
頁

数：142 頁
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～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連情報・～・～・～・～・～・～・～・～・～

月刊「近代建築」2020 年 11 月号
「特集 新しい医療情報システム」
月刊「近代建築」では筧淳夫氏（工学院大学教授）監修による論説と医療・福祉施設における話題作
32 作品を収録した全巻特集号「新しい医療情報システム」
（A4 変型判、306 頁、定価 2,350 円税込、送
料別途）が刊行されています。
建築・設備設計、病院経営・医療に携わる方々をはじめとする幅広い分野の方々に向けての特集とな
っておりますので、この機会にぜひご購読いただけますようご案内いたします。
巻 頭 文： 医療情報システムの推進／宇田 淳
座 談 会： 医療情報システムのさらなる活用に向けて／兵藤 敏美×佐藤 秀暢×筧 淳夫×宇田 淳
論
考： 病院・医療情報システムの発展と今後の展望／成清 哲也
論
考： 医療情報システムの行く先／黒田 知宏
論
考： これからの医療情報システムの方向性／岩津 聖二
論
考：「つながり」の実感をもたらすシステム／香取 幹
掲載作品：

●

独立行政法人 地域医療機能推進機構 登別病院 設計／大成建設一級建築士事務所
監理／大成建設工事監理一級建築士事務所 施工／大成建設



岩手医科大学附属病院 基本設計／日建設計 実施設計・監理／日建設計・清水
建設設計監理共同企業体 施工／清水建設・宮城建設共同企業体



医療法人社団 真仁会 五泉中央病院
施工／鹿島建設



医療法人 愛広会 新発田リハビリテーション病院 西棟
ラン 施工／本間組



医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 E 館
事務所 施工／清水建設



社会医療法人 熊谷総合病院



さいたま市立病院
定共同企業体



医療法人社団 千葉光徳会 千葉しすい病院
／熊谷組・上條建設共同企業体



医療法人社団 満葉会 くぼのやウィメンズホスピタル 設計・監理／藤木工務店
一級建築士事務所 インテリアデザイン／イリア 施工／藤木工務店



医療法人 緑栄会 三愛記念病院 基本設計／久米設計 実施設計／久米設計・清
水建設共同企業体 監理／久米設計 施工／清水・新日本共同企業体



東京都立府中療育センター 設計・監理／横河建築設計事務所
本・林・協栄建設共同企業体



横浜市立市民病院 設計・監理／佐藤総合計画 施工／診療棟：戸田・松尾・馬
淵建設共同企業体 管理棟：松尾・奈良建設共同企業体



医療法人 大樹会 ふれあい鎌倉ホスピタル
島・小俣建設共同企業体



社会福祉法人 聖テレジア会 聖ヨゼフ病院
建設



独立行政法人 地域医療機能推進機構 湯河原病院
／五洋建設

設計／KAJIMA DESIGN

監理／鹿島建設

設計・監理／クレイズプ

設計・監理／清水建設一級建築士

設計・監理／日揮一級建築士事務所

設計・監理／山下設計

6

施工／日揮

施工／鹿島・斎藤工業・松永建設 特
設計・監理／内藤建築事務所

施工

施工／戸田・日

設計・監理／類設計室
設計・監理／建築一家

施工／小
施工／馬淵

設計・監理／久米設計

施工
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基金拠出型医療法人眞仁会 北久里浜たくちクリニック 設計・監理／清水建設
一級建築士事務所 施工／清水建設・日成工事共同企業体



桑名市総合医療センター
改修・解体工事：平野組



市立伊勢総合病院 設計／安井建築設計事務所 監理／安井・南勢特定建設工事
監理業務共同企業体 施工／清水・吉川建設・伊藤工務店・山信工業・シンフォ
ニアエンジニアリング特定建設工事共同企業体



医療法人仁精会 三河病院
建設



京都⼤学医学部附属病院 中病棟 次世代医療・iPS 細胞治療研究センター（Ki ｰ
CONNECT） 設計／内藤建築事務所 監理／国立大学法人 京都大学 施工／清水
建設



社会医療法人社団 順心会 順心神戸病院
務店



雲南市立病院 設計・監理／梓設計・ナック建築事務所 設計共同体
建設・植田建設・梅木建設特別共同企業体



山口大学医学部附属病院 A 棟 設計／山口大学施設環境部、佐藤総合計画
／山口大学施設環境部施設整備課 施工／清水建設



むつみホスピタル



医療法人社団 宝樹みやの会 人工透析センター 宮野病院
一級建築士事務所+入江三宅設計事務所 施工／ヒカリ



社会医療法人 潤心会 熊本セントラル病院
施工／安藤ハザマ



独立行政法人国立病院機構 熊本再春医療センター
建築事務所 施工／戸田建設・溝江建設共同企業体

本館棟



日本赤十字社 長崎原爆病院

施工／大成建設



公益社団法人 宮崎市郡医師会 宮崎市郡医師会病院
工／戸田・大和・矢野特定建設工事共同企業体



社会医療法人 友愛会 友愛医療センター 設計・監理／伊藤喜三郎建築研究所
施工／西松・大米・金秀・太名嘉・東江・大成ホーム共同企業体



医療法人 タピック 沖縄リハビリテーションセンター病院 新館
日揮一級建築士事務所 施工／日揮



医療法人 恵陽会 加治木整形外科病院
工／前田組

設計・監理／日本設計

施工／新築工事：戸田建設

設計・監理／清水建設一級建築士事務所

設計・監理／昭和設計

設計・監理／日建設計

施工／清水

施工／竹中工
施工／鹿島
監理

施工／五洋建設
設計・監理／ヒカリ

設計・監理／安井建築設計事務所

設計・監理／日建設計

設計・監理／内藤

設計・監理／久米設計

施

設計・監理／

設計・監理／伊藤喜三郎建築研究所

施

事： 患者・病院・ヘリコプター運航者にとって安全・安心なヘリポートをつくるために／エアロ
ファシリティー
鉛を全く使わずに X 線を確実に遮蔽する石膏ボード／技研興業
建築空間の形成、成長・変化する医療機能の持続性に対応するパネルシステム／オカムラ

購読方法： 月刊「近代建築」ＨＰ 上のご注文フォームまたはファックスにてお申し込みください。
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/kindaikenchiku.co.jp/cgi-bin/order/index.html
株式会社 近代建築社 〒101-0031 東京都千代田区東神田 2－10－17 東神田ＩＮビル６階
TEL 03-3864-7741／FAX 03-3864-1722
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一般社団法人 日本医療福祉建築協会

～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連情報・～・～・～・～・～・～・～・～・
公益財団法人 日本医療機能評価機構主催

2020 年度「第 2 回 施設・環境・設備安全セミナー」のご案内
今回のセミナーは、2020 年度に収集した「物的環境に関するインシデント・アクシデント事例」
の中から特に会員病院間で共有したい事例を取り上げ、6 事例（予定）を発表します。
それぞれの質疑応答の時間では、パネリストや参加者を交えて対策や経験の共有を行います。皆
様の病院の施設環境の改善の参考に役立てられる内容となっておりますので、ぜひご参加ください。

記
日
時：２０２１年１月９日（土） 10：30～12：30
開 催 方 法：Zoom を使用したオンラインセミナー（シンポジウム）
参
加
費：無料
申 込 期 間：１１月１１日（水）～１２月１６日（水）
主
催：公益財団法人 日本医療機能評価機構
参 加 対 象 者：医療安全管理者、事務職、各部門のリスクマネージャー、感染管理者、その他施設
管理・設備に関わっている方など
定
員：450名
必 要 な 準 備：・インターネットに常時接続可能なパソコンなどの端末
・当日使用するパソコンなどへのZoomアプリのインストール
・１申込につき、１つのメールアドレス
※Zoomの仕様上、登録のメールアドレスが重複すると、お申し込みができません。
院内・社内で共有アドレスを使用している場合は特にご留意ください。
司会・パネリスト：施設・環境・設備安全部会 部会員（筧 淳夫氏ほか）
プ ロ グ ラ ム：開会（10:30）- 閉会（12:30）
10:30-10:35
10:35-10:55
10:55-11:30
11:30-11:40
11:40-12:15
12:15-12:25
12:25-12:30

事務局からのご案内（操作説明）
開会挨拶・イントロダクション
事例発表・質疑応答（3事例）
（休憩）
事例発表・質疑応答（3事例）
総括・閉会挨拶
事後アンケートについての説明

お申込み方法：下記申込用URLよりお申込み
https://www.psp-jq.jcqhc.or.jp/post/seminar/7314
お 問 合 せ 先：公益財団法人 日本医療機能評価機構 教育研修事業部 永山
TEL：03-5217-2326（直通）／ E-Mail：p0031_info_psp_office@jcqhc.or.jp
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