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島田市立総合医療センター Web 見学会 開催案内
10 月の月例行事は、今年 5 月に新病院を開設された標記の病院の Web 見学会を開催いたします。視
聴ご希望の方は、下記の申込方法の通りお申し込みください。
□Web（録画）見学会について
部門ごとに映像と写真を用いて主要な部分を説明します。
見学箇所：外来、病棟、手術室、救急、アート、SHIMADA プラザ、センターストリートほか

記
島田市立総合医療センター

https://www.shimada-hp.shizuoka.jp/



日



所 在 地

静岡県島田市野田 1200-5



設

内藤建築事務所（動画撮影・編集、設計説明）



デ ー タ

時

計

２０２１年１０月２６日(火) 15:00-16:30（予定）

４４５床（一般 435 床/結核 4 床/感染症 6 床）/地上 8 階/【新病院棟】S 造（免震
構造）/34,415.12 ㎡【リニアック棟】SC 造/562.40 ㎡/2021 年 5 月開院



特



配信方法

Web 配信（Zoom ウェビナーによる録画配信）※見逃し配信はありません。



受付締切

１０月１９日（火）１５時迄



定

無し（JIHa 会員・会友、日本医業経営コンサルタント協会会員に限る）



参 加 費 ３,３００円（税込）

徴

員

駐車場への現地建替で狭小敷地なため、1 フロア 3 看護単位としコンパクトで機能
的な「高品質・ローコスト病院」を実現しました。外来はセンターストリートを中
心とした構成とし、救急ホットライン（ヘリ・重症個室・OP・医局・救急を直結）
の整備など「患者様にやさしく、迅速な医療の提供が可能な病院」を目指しました。
また、将来の医療需要の変化に対応できる「可変型医療拠点」を実現しました。多
用途への可変が可能なシステム「コンバーチブル・システム」を採用することで、
用途変更に伴う改修工事等のコストを削減するとともに長寿命化を実現します。

（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「島田市立総合医療センター 見学会参加申込み」
①参加者名（法人会員は複数並記可）、②勤務先･部署、③電話番号、④E-mail アドレス、⑤〒･
住所（返信先）⑥日本医業経営コンサルタント協会会員の場合は会員番号を記載のこと。
3）申込人数：法人会員、会友、日本医業経営コンサルタント協会会員の参加人数の上限はありませ
ん。個人会員は本人のみとし、代理出席はできません。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）。
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 E-mail：office@jiha.jp
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医療福祉建築フォーラム 2021 開催案内【再掲】
本協会では毎年、医療福祉建築に関する研究・計画・設計者と他分野の方々が、ともに学び、考
える場として、医療福祉建築フォーラムを２日にわたり開催しています。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。
本年度は、コロナ禍で浮き彫りになった医療福祉施設の課題を整理しつつ、今まで培ってきた知
見とノウハウを活用したコロナ対応病棟の施設づくりについて考えます。また、医療施設の再編問
題や、医療現場におけるテクノロジーの革命的な変化など未来の姿を展望し、来たるべき医療福祉
建築像を想像する講演などを企画しております｡
皆様お誘い合わせの上、ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。プログラムは２頁をご
覧ください。
Web 配信による本フォーラムの特徴
○遠方の方でも参加がしやすい：旅費が不要で参加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：Q&A にて講演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演内容を視聴できます。
○Ａ会員（法人会員）向け割引：2 名以上で参加の場合の特別価格（テキスト込）を設定しています。
記
会

期

２０２１年９月１３日(月)・１４日（火）

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

200 名

員

申込締切

９月６日（月）17:00 迄

参 加 費

一般 45,100 円、
JIHa 会員 23,100 円(税込)(Ａ会員の追加参加者 1 名につき 16,170 円)
※Ａ会員で複数の参加者がいる場合、2 人目からは追加参加者価格となります。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。

申し込み

１）下記 URL よりお申し込み下さい。
(https://www.jiha.jp/training/architectureforum/)
２）申込み順に、参加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、参加費をご確認の上、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、資料集は今年度より電子データ（PDF）での配布となります。

見逃し配信

フォーラム終了後、見逃し配信を行います。（９月 17 日（金）～24 日（金）・８日間）
プログラム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、見逃し配信の聴講は
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。
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医療福祉建築フォーラム 2021 プログラム
会期：2021 年９月 13 日(月)・14 日(火)
第1日

９月 13 日（月）9：00 開場

9:30-9:35

会長あいさつ

中山

茂樹（一般社団法人 日本医療福祉建築協会 会長）

対談：歴史を通してみる感染症と日本の病院建築
9:35-11:00

長澤 泰（東京大学 名誉教授）
尹 世遠（鹿島建設 営業本部 医療福祉推進部 副部長）

11:10-12:10

講演： 介護事業所における COVID-19 の対策
香取 幹（やさしい手 代表取締役社長）
対談：「病院設備と感染対策」

13:10-14:40

堀 賢 (順天堂大学大学院 医学研究科感染制御科学 教授)
田辺 新一（早稲田大学理工学術院創造理工学部 教授）
進行

中山 茂樹（一般社団法人 日本医療福祉建築協会 会長）

シンポジウム：コロナ病棟を設計して
河崎 邦生（内藤建築事務所）
14:50-16:30

室殿 一哉（佐藤総合計画）
湯淺 篤哉（大林組）
進行

第2日

岡本 和彦(東洋大学 理工学部 教授)

９月 14 日（火）9：00 開場
講演：令和２年度老健事業報告

9:30-10:30

「地域の高齢者介護施設を中核とした整備に関する調査研究」
石井敏（東北工業大学 建築学部 教授）
山口健太郎（近畿大学 建築学部 教授）

10:40-12:10

13:10-14:10

講演：情報通信技術が変える医療
黒田 知宏（京都大学医学部附属病院 医療情報企画部 教授）
講演：医療・介護の場で活躍するロボットの未来
本田 幸夫（東京大学大学院工学系研究科人工物工学研究センター特任研究員）
講演：新型コロナで医療が変わる～三位一体改革と 424 病院リストの行方～

14:20-15:20

武藤 正樹（日本医療伝道会衣笠病院グループ相談役／
よこすか地域包括ケア推進センター長）
対談：事業者と設計者の協働

15:30-16:30

その後

橋本 康子（千里リハビリテーション病院 理事長）
川島 浩孝（共同建築設計事務所 取締役副社長）
(敬称略)
（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：11.0 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）
＊敬称略、タイトル・講師は変更されることがあります

※本フォーラムに関するお問合せは、メールにて事務局（office(at)jiha.jp）宛にお願いします。
(at)は@に置き換えてください。

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
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公益財団法人 日本財団

主催

「みらいの福祉施設建築プロジェクト 2021」開催案内【再掲】
建築が変わり、福祉が変わり、まちが変わる。福祉施設が、地域に開かれた魅力ある場所となり、
地域でより愛され、多様な人たちとともに地域と福祉のみらいをつくっていく。「日本財団 みら
いの福祉施設建築プロジェクト2021」は、建築デザインを重要な要素として位置づけ、福祉施設の
さらなるアップデートとこれからの地域社会づくりをサポートするための新しい助成プログラム
です。事業実施団体と設計者の協働による建築デザイン提案を含む建築関連事業プランを募集しま
す。
募 集 期 間

２０２１年６月１４日 (月) 11：00～２０２１年１０月１５日（金）17：00

助 成 決 定

２０２２年３月（予定）

対 象 団 体

一般財団法人・一般社団法人・公益財団法人・公益社団法人・社会福祉法人・
特定非営利活動法人・医療法人

対 象 事 業

福祉事業を行う施設や事業所の建築関連事業（新築／増築／改修／改造／外構工事）

助

１事業の上限 ３億円
最大補助率 100％

成

額

申 請 条 件

①事業実施団体と設計者が協働すること
②本プロジェクトの趣旨に沿ったものであること
③募集要項の記載内容を遵守すること

申 請 方 法

本プロジェクト公式サイト(https://fukushi-kenchiku.jp/)で募集要項をダウンロ
ードし、詳細を確認のうえ、申請してください。

お問い合わせ

日本財団 公益事業部 国内事業審査チーム
「日本財団 みらいの福祉施設建築プロジェクト 2021」担当
fukushi-kenchiku@ps.nippon-foundation.or.jp
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2021 年度第 2 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、2021 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、３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。
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