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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、昨年に続き本年も 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、主として初学者を対象に、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 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、４頁をご覧ください。 

 

 

 

 

記 

会  期 病院：２０２１年７月１２日(月)・１３日（火） 

     福祉：２０２１年７月１９日(月） 

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 病院：７月６日（火）／福祉：７月１２日（月）いずれも 17:00 迄 

受 講 費 病院建築(２日): 一般 45,100 円、JIHa 会員 23,100 円 

（税込）    （Ａ会員の追加受講者 1 名につき 16,170 円） 

     福祉建築(１日): 一般 22,000 円、JIHa 会員 11,000 円 

（Ａ会員の追加受講者 1 名につき 7,700 円） 

     ※2019 年度課題研究報告書『医療施設の整備プロセスの諸課題に関する研究』（A4 判冊

子 93 頁、4,400 円・税込）とセットでのお申し込みも承ります。 

     ※Ａ会員で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（PDF）も人数分配布します。 

     ※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、領収書は別

途郵送にてお送りします。 

       なお、テキストは今年度より電子データ（PDF）での配布となります。 

 

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。



INFORMATION  FROM  JIHA  2021.5.1                  一般社団法人 日本医療福祉建築協会 

2 

見逃し配信 講座終了後、見逃し配信を行います。（7月 21 日（水）～27 日（火）・７日間） 

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

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。 

 

 

※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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病院建築基礎講座 2021 プログラム 

7 月 12 日(月)  

9:30～11:00 
全体計画 
病院建築の構成と計画のポイントに

ついて解説します。 

筧 淳夫 （工学院大学 建築学部 教授） 

11:10～12:10 

病院の施設基準 
医療施策の動向や施設基準の留意点

に加え、施設整備に適応できる主な

補助金などについて解説します。 

鳥山 亜紀 （清水建設 設計本部 プリンシパル） 

13:10～14:30 
病院のデザイン 
将来の姿を見据えた病院建築のデザ

イン手法について解説します。 

伊藤 元晴 
（日本設計 執行役員フェロー 

ライフサイエンスプロジェクト部長） 

14:40～16:30 

感染管理 
病院の建て替え・改修における感染

対策上の留意点について解説しま

す。 

郡 明宏 
（鹿島建設 建築設計本部 建築設計統括

グループ 専任マネージャー） 

「全体計画」では配布テキストとは別に 2019 年度課題研究報告書『医療施設の整備プロセスの諸課題に関する研究』（頒

価 4,400 円）の内容を一部取り上げます。受講申込の際にぜひ併せてお申し込みください。 

7 月 13 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 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

件について解説します。 

小菅 瑠香 （帝塚山大学 現代生活学部 准教授） 

13:10～14:40 

供給部の計画 
物流支援ロボット、経営管理 

物品管理の実務に即した建築・設備

の考え方を解説します。 

石橋 達勇 （北海学園大学 工学部 教授） 

14:50～16:30 

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解説しま

す。 

渡辺 玲奈 （竹中工務店 医療福祉・教育本部 課長）

（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 

＊敬称略、タイトル・講師は変更されることがあります 
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福祉建築基礎講座 2021 プログラム 
7 月 19 日(月) 

9:30～11:00 
高齢者施設の計画 
高齢者施設の構成と計画・設計のポ

イントについて解説します。 

石井 敏 （東北工業大学 建築学部 教授） 

11:10～12:10 

障害者施設の計画 
障害者の居住環境や生活環境の計

画・設計のポイントについて解説し

ます。 

松田 雄二 
（東京大学大学院 工学系研究科 

准教授） 

13:10～14:40 

子ども施設の計画 
保育所・幼稚園・認定こども園の保

育の現場と計画・設計について解説

します。 

仲 綾子 
（東洋大学 ライフデザイン学部 

准教授） 

14:50～16:30 

福祉のデザイン 
地域との共生を目指した障害者・子

ども・高齢者施設の事例を解説しま

す。 

二井 清治 

二井 るり子  

（二井清治建築研究所 所長） 

（二井清治建築研究所 副所長） 

（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：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 

＊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 WEB 配信（ライブ） 
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医療福祉建築賞 2019 受賞作品動画配信のご案内 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、本年も医療福祉建築賞 2019 表彰式の開催を見送

ることとなりましたので、標記受賞作品の選考報告を兼ねた作品紹介の動画配信を定期総会終了後

に行います。 

 下記の通り配信いたしますので是非皆様ご覧ください。 

 なお、こちらの動画は後日、協会ホームページにアップロードします。 

 

○日時：２０２１年５月２１日(金) １５：１５～（約３５分間） 

○次第：１．医療福祉建築賞について 

    ２．医療福祉建築賞 2019 受賞作品紹介および選考報告 

 （医療福祉建築賞から先に都道府県コード順） 

     石巻赤十字病院 

     かがやきロッヂ 

     TSURUMI こどもホスピス 

     兵庫県立こども病院 

     あぶくま更生園【準賞】 

    ３．総評 

○場所：ＷＥＢ（配信方法：Zoom ウェビナー・事前登録不要） 

※上記時間になりましたら下記 URL よりご参加ください。 

 https://us02web.zoom.us/j/82593584044  

※氏名、ご所属、メールアドレスを入力してご参加ください。 

※Zoom クライアントをお持ちの方は、下記ミーティング ID 及びパスコードでご参加いた

だけます。 

・ミーティング ID: 825 9358 4044 

・パスコード: 不要 
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病院事業者向け建築講座 ～施設整備をお考えの方に～ 開催案内【再掲】 

病院建築の更新は、これまでの医療の提供体制・業務内容・財務状況を見直し、自院ならではの付加

価値を生み出し、地域に選ばれる病院へと生まれ変わるための絶好の機会です。 

このたび下記のように、施設整備を計画中である病院の管理者・施設整備ご担当者等を対象として、

「病院事業者向け建築講座 ～施設整備をお考えの方に～」を開催します。今年度は、これからの急性

期病院に求められるもの、診療部の運用と計画、病棟の運用と計画、建て替え・計画にあたって理解し

ておくべき法規、病院経営と建築計画、をテーマとして採り上げます。施設整備・計画にあたって重要

な事項を、コンパクトにまとめて講義する内容となっています。 

お誘い合せの上、是非ご参加下さい。 

記 

会  期 ２０２１年６月５日（土曜日） 

会  場 WEB（ライブ）配信 

配信環境 Zoom ウェビナー ※PC（ブラウザでの視聴も可能）／スマートフォン／タブレット 

受 講 費 JIHA 会員 11,000 円 一般 22,000 円（税込）※2019 年度課題研究報告書(4,400 円)は別途 

対  象 病院に勤務する方、及びその方と帯同する建築関係者に限ります。 

     勤務先確認書類のご提出をお願いする場合があります。 

※建築関係者の方の単独でのご参加はお断りします。 

申し込み １）受講申込書にご記入の上、E-Mail にて下記宛お申し込み下さい。 

       ホームページ https://www.jiha.jp から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申込代表者の E-Mail アドレスに返信致します。 

     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下さい。 

     ４）入金確認後、領収書をお送りします。 

     ５）Zoom 接続用 URL および資料は、受講者の E-Mail アドレスにお送りします。 

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 

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

 病院事業者向け建築講座 ～施設整備をお考えの方に～ 受講申込書 

参加種別：  JIHA 会員 ・ 一 般 (○を付してください)    日付：    年  月  日 

報告書購入： 購入する（   冊） ・購入しない(○を付して、冊数を記入してください)  

法 人 名  

所 在 地  〒 

担 当 者  部   署  

電   話  E-Mail  

受 講 者 名／E-Mail アドレス 受 講 者 名／E-Mail アドレス 
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病院事業者向け建築講座 ～施設整備をお考えの方に～ 

プログラム 

2021 年 6 月 5 日(土曜日)  9：00 開場 

9:30～11:00 
これからの急性期病院にもと

められるもの 
筧 淳夫 （工学院大学 建築学部 教授） 

 医療を取り巻く環境の変化に基づく、施設整備費の考えた方、施設環境の質の評価、安全管理、マネジメ

ントなど、いま求められる急性期病院の施設環境整備のポイントを解説します。 

 なお本講義では配布テキストとは別に 2019 年度課題研究報告書『医療施設の整備プロセスの諸課題に関す

る研究』（頒価 4,400 円）の内容を一部取り上げます。受講申込の際にぜひ併せてお申し込みください。

11:10～12:10 

診療部の運用と計画 

～外来・検査・救急・通院治

療・手術～ 

小菅 瑠香 （帝塚山大学 現代生活学部 准教授）

 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を整理し、今後の外来、救急、

通院治療に求められる運用と建築計画のポイントを解説します。 

13:10～14:10 

病棟の運用と計画 

～病棟・ICU(HCU・CCU)・感染

症病室～ 

竹宮 健司 （東京都立大学 都市環境学部 教授）

 在院日数の短縮、入院患者の重症化の背景と共に、病室の個室化、プライバシーの確保、看護単位、看護

拠点、設備など各種病室、病棟計画にポイントを解説します。 

14:20～15:20 
建て替え・計画にあたって理

解しておくべき法規 
郡 明宏 

（鹿島建設 建築設計本部 建築設計

統括グループ 専任マネージャー） 

 医療法等による施設基準、診療報酬上の基準、補助金などによる基準から具体的な医療施設関係各種施設・

設備補助金に係る事業計画に至るまで、建て替え・計画にあたって理解しておくべき法規について、解説

します。 

15:30～16:30 病院経営と建築計画 中山 茂樹 （千葉大学 名誉教授） 

 地域医療構想をはじめ三位一体改革が求められています。これは病院の経営方針を決定づけるものにもな

っています。病院建築が医療サービスの場としてあるだけでなく、経営に貢献するものとしてのあるべき

姿について考えたいと思います。 

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） 

＊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 WEB 配信（ライブ）  
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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。 
 

◇『建築家と共創する病院づくり』 

 

内 容：可変性×永続性×環境親和。地域や医療者の想いを実現したエポックメイキング

病院はいかにして生まれたのか。数々の建築賞に輝く先進病院の新築・移転・建

替え事例を掲載。https://www.jmpshop.jp/products/detail/2119  

著 者：近藤 彰宏／大守 昌利 

    株式会社 日建設計 クライアント・リレーション＆マネジメント部門 

    プロジェクトマネジメント部 ゼネラルマネージャー アーキテクト 

発 行：日本医療企画 http://www.jmp.co.jp/ 

発売日：2021 年 3 月 31 日 

頁 数：A5 判 290 頁 

「会友」制度について 

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思います。 

そこで、平成 24 年に病院事業者を対象とした「会友」制度を発足させました。前頁の「病

院事業者向け建築講座～施設整備をお考えの方に～」を受講された病院事業者は、「会友」と

して、その年度内は会員と同様の特典を受けられることとします。当協会の活動にご参加い

ただき、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、お知り合いの病院事業者

者の方々に当制度をお知らせ頂ければ幸いです。 

詳細は当協会のホームページ(https://www.jiha.jp/admission/ )下部をご覧ください。 

運営委員会 委員長 小林 健一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATION  FROM  JIHA  2021.5.1                  一般社団法人 日本医療福祉建築協会 

9 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連情報・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

2021 年度第 1 回施設・環境・設備安全セミナーご案内 

 日本医療機能評価機構の認定を取得した病院により構成されている「認定病院患者安全推進協議

会」の施設・環境・設備安全部会では、医療スタッフに与える影響にも配慮した作業環境を構築す

ることで、より高い患者の安全性に繋がると考え、事例収集やセミナーの開催を行っています。 

 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、４事例発表していただきます。 

全体協議の時間では、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。 

 

 詳細は次ページ以降をご覧ください。 



2021年６月４日 金 17:30 18:30 参加無料

オンラインセミナー（定員450名／Zoomウェビナー使用）

開会挨拶 筧 淳夫（工学院大学 建築学部 建築デザイン学科 教授／部会⾧）

閉会挨拶 筧 淳夫

事例発表・質疑応答
座⾧: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／部会員）

質疑応答進行:小菅 瑠香（帝塚山大学 現代生活学部 居住空間デザイン学科 准教授／部会員）

事例発表:①酸素ボンベの不適切な使用によるストレッチャー破損（並木病院）
②エレベーター内での転倒（鳥取赤十字病院）
③案内板の落下（磐田市立総合病院）
④エスカレーターからの転倒・転落による脳挫傷

（東京慈恵会医科大学附属病院）

申込方法

協議会ホームページよりお申し込みください。
https://www.psp-jq.jcqhc.or.jp/post/seminar/8007
申込受付期間：4月21日（水）～5月23日（日）まで
1施設何名でもご参加いただけます。ぜひ多職種でご参加ください。
申込についての詳細は裏面をご確認ください。

認定病院患者安全推進協議会 施設・環境・設備安全部会では、医療スタッフに与える影響に
も配慮した作業環境を構築することで、より高い患者の安全性に繋がると考え、事例収集やセミ
ナーの開催を行っています。
本セミナーでは、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、
日常で使用する物品の保守点検や患者の療養環境に関わる施設・設備など、特に共有したい
身近な事例を取り上げ、発表していただきます。
質疑応答では、発表者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
改善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。

インシデントの原因…。
施設・設備にあった!

第1回施設・環境・設備安全セミナー

Check!

考えよう!

プログラム



※２～４のタイミングでメールが届かなかった場合は、迷惑メールフォルダをご確認のうえ、事務局
までご連絡ください。セミナー当日は対応できかねますので、必ず事前にご確認ください。

【必要なご準備】
✔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
✔申込者ごとに別のメールアドレスを用意する（同じメールアドレスで複数回登録があるとエラーとなり、

申込が無効となります）
【注意事項】
①インターネット回線速度の確認及び、パソコンの動作検証は、受講者の皆様にて行ってください。
②インターネット接続の通信状態やパソコンの不具合により、本セミナーに参加できない場合や受講に不具合が
生じた場合、一切責任は負いません。

【禁止事項】
①セミナーの録音・録画・スクリーンショットは固く禁止いたします。
②チャット等での誹謗中傷、参加者の情報公開は固く禁止いたします。
③必ず申込時に登録したお名前でご参加ください（入室時にお名前が違っていた場合は、「名前の変更」をお願
いいたします）。

【受講証明書について】
受講証明書は下記の3点をすべて満たした方に発行します。
①本セミナーへのお申し込みがある
②セミナー開始から終了まで参加した記録がある（開始から10分以上の遅刻または途中退席があった方、他の参
加者の画面で視聴したためにご自身の記録が残らなかった方には発行していません）

③事後アンケートへの回答がある
【複数聴講】
セミナーの模様をプロジェクターで投影するなどして複数名で視聴しても問題ありません。ただし、視聴対象者は
同じ施設に所属する職員に限定してください。
【開催後】
セミナー終了後、協議会ホームページにて期間限定で見逃し配信を行います。（会員病院のみ視聴可能／ご視聴い
ただいても受講証明書は発行できません）

お申し込み

•協議会ホームページ（https://www.psp-jq.jcqhc.or.jp/）よりお申し込みください。

•院内で複数の方がお申し込みなさる場合、申込ごとに別のメールアドレスをご登録ください。
※院内で共有のメールアドレスを使用している場合は特にご留意ください。

〈お申し込
み完了後〉

•直後に申込時にご登録いただいたメールアドレス宛に自動返信メールが届きます。

〈セミナー
1週間前〉

•セミナー当日のZoom入室方法のご案内を、メールでお送りいたします。
6日前になっても届いていない場合は、事務局までお問い合わせください。

〈セミナー
前日〉

•セミナー当日の講演資料ダウンロードURLを、メールでお送りいたします。

当日

Zoomに接続してセミナーにご参加ください。

セミナー当日、Zoom入室方法などのお問い合わせは受け付けておりません。

※Zoomの設定方法は、本セミナー案内ページに掲載している説明資料をご確認ください。


