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勉強会「医療施設整備プロセスの課題を考える」開催案内
JIHa では 2019 年度に課題研究として「医療施設の整備プロセスに関する課題」を実施しました。そ
こで今回、この課題研究報告書をたたき台として、参加者によるディスカッションにより、医療施設
を整備するプロセスにおける課題を、より多⾯的に深める研修会を企画しました。
今回の研修会は、参加者のこれまでのご経験を元にグループディスカッションが中心となりますの
で、参加される場合はその点にご注意ください。
事前アンケートへのご回答など参加条件（2 ページ目）がございますので、下記をご一読の上、参加
を希望される方は、申込方法の通りお申し込みください。
記


日



配信方法

時

２０２１年１１月２４日（水）16:00-18:00
Web 配信(Zoom ミーティング)
※記録を作成し、後日ホームページで公開します。



受付締切

１１月１６日（火）17:00 迄



定

２０名（先着順）※アンケート（詳細次頁）の回答が必須です。

員

定員に達した場合でもキャンセル待ちへのご登録が可能です。
空きが出た場合、再受付のお知らせをお送りしますので、改めてお申込みください。


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：７,７００円（税込）
上記以外の方 ：９,９００円（税込）
※イベントペイ利用によるシステム手数料が別途２２０円（税込）かかります。



プログラム

16:00-16:10 研修の目的の説明
講師：筧 淳夫氏（工学院大学 建築学部 教授）
16:10-16:30 報告書の説明
講師：筧 淳夫氏
16:30-17:30 グループディスカッション（2 グループ）
ファシリテーター：筧 淳夫氏
河合 慎介氏（京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 教授）
17:30-18:00 全体でのディスカッション



資

料

「医療施設の整備プロセスの諸課題に関する調査研究」報告書
※参加される場合はお手元にご準備ください。参加費には含まれません。
頒価：４，４００円（税込）
ご購入はこちら → https://www.jiha.jp/issuing/researchreport/
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事前に報告書をお読みいただき、下記アンケートにご回答いただきます。
■「医療施設整備プロセス」において課題だと思う点について■
「コンサルタントの課題」
「設計者の課題」
「施工者の課題」
「施主の課題」
「事業プロセスの課題」
「その他」
の 6 項目にわたって記述して頂きます。何れかだけの項目でも結構です。
なお、勉強会当日はカメラ、マイク共に ON にてグループセッションにご参加くださ
い。
終了後に研修に対するアンケートにご回答いただきます。
（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：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：イベントペイ ※次頁をご確認ください。
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=0610834174919284&EventCode=P902133962
2）申込期間：１０月６日（水）10:00～１１月１６日（水）17:00
3）申込人数：Ａ会員（法人会員）、賛助会員共に１会員１名とさせていただきます。（社内にてご調整
の上、お申し込み下さい。）Ｂ会員（個人会員）は従来通り本人のみとし、代理出席はできません。
なお、非会員につきましても１社１名までとさせていただきます。
※

会員かどうかご不明な場合は、下記事務局までお問い合わせください。

4）アンケート：申し込み後、記述式のアンケート回答フォームをお送りします。
5）キャンセルについて：
■

キャンセル期限：１１月１６日（火）１７時まで

■ キャンセル手数料：お支払額（システム手数料含む）から事務手数料10%を差し引いてのご返金
となります。
■

キャンセル期限以降のキャンセル：ご返金はいたしません。
日本医療福祉建築協会事務局 E-mail：office(at)jiha.jp
(at)は@に置き換えてください。
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Web 決済システム「イベントペイ」の導入について
11 月の月例勉強会より、参加申込みや参加費の支払いを Web 上で受付、管理できる決済システム
「イベントペイ」を試験的に導入することとしました。
なお、
「イベントペイ」を利用しない事業を行う場合には、開催案内にその旨を記載いたします。
「イベントペイ」による参加申込み等については下記をご確認ください。
１．参加費支払方法について
①クレジットカード決済 ②コンビニ決済 ③ペイジー決済（簡単銀行決済）よりご選択いただけ
ます。②、③のお支払期限は申込日＋7 日間となります。
２．請求書発行について
「イベントペイ」により受付をする事業については、原則として請求書の発行はいたしません。勤
務先等へのお手続きには領収書をご利用ください。ご理解の上、ご協力いただけますようお願い申
し上げます。
３．支払期限について
参加費支払期限は原則として「事業開催前」となります。支払期限までに入金がない場合、自動的
にキャンセルとなりますのでご注意ください。開催日直前にお申込みの場合、お支払い期限までの
日数が少なくなりますので、余裕を持ってお申し込みください。
４．システム利用料について
事業の参加費とは別に、システム利用料 220 円（税込）を参加者にご負担いただきます。
５．領収書発行について
領収書は決済完了メールに記載の URL より、参加者ご自身で取得いただけます。
６．申込みのキャンセルについて
キャンセルをする場合は、開催案内に記載されているキャンセル期限までに事務局までご連絡くだ
さい。キャンセルの履歴を残すため、メールでのご連絡をお願いいたします。キャンセルの事務手
数料はお支払額（システム利用料を含む）の 10％です。受付期限を過ぎてのキャンセルおよび事業
への不参加の場合、参加費は返金いたしません。

一般社団法人 日本医療福祉建築協会 事務局
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保健･医療･福祉施設建築情報シート集 2021
JIHa Data File 2021
ご 案 内【再掲】
1996 年に発刊された「保健・医療・福祉施設建築情報シート集」は今年で 26 年目を迎えます。
「会
員の手がけられた施設の情報をフォーマットに従って収集し、あえて評価を加えずスピーディ－に
まとめ、そのまま公表する」という当初からのコンセプトを本日まで貫いてきました。評価の定ま
った提案だけではなく、さまざまな制約下で生み出された創意工夫や新しいコンセプトが込められ
た施設の一次情報が、年次速報のように掲載されています。
なお、今回発刊の 2021 年版は 69 事例の掲載となっており、従来の冊子版と合わせて電子版（Ｐ
ＤＦ）も発行することになりました。
「JIHa Data File」は、協会の発行物に関する情報のほか、医療福祉関連雑誌や一般の建築誌の
目次データを収録したものです。
「情報シート集」には付録としてお付けしておりますが、より多く
の方々にご活用頂くため、単体でもお頒しております。年々データ量が豊富になっておりますので、
ぜひご活用下さい。
JIHa 情報委員会 委員長

厳

爽

記

【保健･医療･福祉施設建築情報シート集 2021】
 掲載施設：2018 年 4 月～2021 年 3 月に竣工した保健･医療･福祉施設 計 69 件
病院 39、診療所 11、介護老人保健施設 2、医療系施設その他 1、特別養護老人ホーム 6、認知症
高齢者グループホーム 1、有料老人ホーム 3、高齢者住宅 1、心身障害者施設 3、福祉系施設その
他 1、健診センター・人間ドック 1
 掲載情報：
１）フェイスシート(施設概要・建築概要・設備概要・運営指標・部門別面積・特徴)
２）全階平面図＋写真
 提供媒体：電子版（ＰＤＦ）：ＰＤＦ／冊子版：Ａ４印刷物（３１７ページ）＋フェイスシート
データ（付録 JIHa Data File 2021：Web からのダウンロード形式）
 発行日：２０２１年１０月１２日（予定）
 頒価〔１冊/送料含〕
：
【電子版＋冊子版･50 部限定】ＪＩＨａ会員・会友 １５，４００円（本体１４，０００円＋税）
一般 ２８，６００円（本体２６，０００円＋税）
【電子版のみ】

ＪＩＨａ会員・会友 １３，２００円（本体１２，０００円＋税）
一般 ２６，４００円（本体２４，０００円＋税）

 申し込み方法
E-mail またはホームページからお申し込みください。
なお、掲載データ提供者のうち、A 会員には１社に１部（電子版のみ）ご贈呈します。
日本医療福祉建築協会事務局 E-mail：office(at)jiha.jp
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【JIHa Data File 2021】
 収録内容：
§ 保健･医療･福祉施設建築情報シート集 1996-2021 データ
標記シート集 26 冊に掲載された作品のフェイスシート全データを収録。
§ 医療福祉建築（病院建築）No.1-212 総目次＆作品リスト＆建築賞受賞作品リスト
掲載記事を「作品／記事／用語」等に分類、「タイトル／執筆者／掲載号／掲載ページ」のデータ
を収録。
このうち「作品」につき、施設名／所在地／施設種別／設計／施工／ベッド数／敷地面積／建築面
積／延べ面積／階数／竣工／掲載号／掲載頁のデータを収録。
§ JIHa 海外視察データ 1979-2019
海外視察 32 件の報告書から、施設名･所在地･設計者等の諸データを収録。
§ 医療福祉施設紹介記事リスト 1991.1-2021.3
下記 11 誌に紹介された医療福祉施設につき、施設名称／施設種別／所在地／病床･定員数／延床面
積／設計者／竣工年／掲載誌名／巻／号／発行年月／頁／掲載記事名／備考の 14 項目のデータを収
録。
・収録期間：1991 年 1 月～2021 年 3 月
・収録誌：近代建築、建築画報、建築雑誌･作品選集、建築と社会、建築文化、新建築、日経アーキ
テクチュア、日経ヘルスケア、病院、医療福祉建築、ユニバーサルデザイン
§ 医療福祉関係雑誌コンテンツ 1991.1-2021.3
下記５誌につき、雑誌名／題名／執筆者／発行年月／巻／号／頁数／施設名称／病床・定員数／図・
写真の有無／備考の 11 項目のデータを収録。
・収録期間：1991 年 1 月～2019 年 3 月
・収録誌：日経ヘルスケア、病院、病院設備、財団ニュース、医療福祉建築

 ファイル形式：
Microsoft Excel 97-2003 ブック形式のデータファイル。Windows でのご使用をおすすめします。
 提供方法：ダウンロード方式
 単体頒価※：4,400 円（本体 4,000 円＋税）
※「情報シート集 2021」には付録としてお付けしています。
 申込方法：下記 URL のページ下部「通信欄」に「Data File 希望」としてお申し込みください。
https://www.jiha.jp/issuing/informationsheet/
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島田市立総合医療センター Web 見学会 開催案内【再掲】
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いたします。返信
のない場合は E-mail 等にてお問い合わせください。
日本医療福祉建築協会事務局 E-mail：office(at)jiha.jp
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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連情報・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

HOSPEX Japan 2021 のご案内
恒例の下記学会＋展示会が開催されます。昨年は WEB にて開催されました日本医療福祉設備学会は【新
型コロナウイルス感染症予防対策】を実施の上、例年通り東京ビッグサイトにて開催されます。
また HOSPEX Japan 2021 では、前回開催の医療福祉建築賞 2019 受賞作品の選考報告の映像を上映いた
しますので、お誘い合わせの上、ご参加ください。
なお、11 月 24 日（水）は 15：00 からの医業経営セミナーの中で JIHa 関連セッションとして下記の通
り対談が予定されておりますので是非ご参加ください。参加費 1,000 円（税込）。事前登録制となってい
ますので、お早めにお申し込みください。
□第 50 回 日本医療福祉設備学会
会

期

２０２１年１１月２５日(木)・２６日(金)

会

場

東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場）会議棟

テ ー マ “COVID-19 から学ぶ医療福祉建築・設備のあした”
～医療体制・感染対策・BCP そして環境（SDGs）～
主

催

参 加 費

一般社団法人日本医療福祉設備協会（HEAJ）
日本医療福祉設備協会会員 8,000 円／一般 11,000 円／学生 1,000 円（事前登録参加費）
日本医療福祉設備協会会員 10,000 円／一般 13,000 円／学生 1,000 円（当日登録参加費）

問 合 先

第 48 回日本医療福祉設備学会事務局
TEL：03-3812-0257

URL：https://www.heaj.org/gakkai/2021/

E-Mail：hc-setsubi0919(at)heaj.org
※(at)は@に置き換えてください。

□ HOSPEX Japan 2021
会

期

２０２１年１１月２４日(水)～２６日(金) 10：00-17：00

会

場

東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場）西展示棟

主

催

一般社団法人日本医療福祉設備協会および

入 場 料

一般社団法人日本能率協会

3,000 円（税込）

※学会参加者及び、HOSPEX ご案内状（別途送付の会誌 10 月号に同封）を持参の方等は無料となります。

□医業経営セミナー（JIHa 関連セッション）
会

期

２０２１年１１月２４日(木) 15：00～16：30

会

場

東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場）西 1・2 ホール セミナー会場 E

主

催

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会

共

催

一般社団法人日本医療福祉建築協会

入 場 料

1,000 円（税込）

プログラム

「対談：パンデミックに備えて～仮設病棟から得た教訓～」
司会：調整中
演者：河﨑邦生氏（株式会社 内藤建築事務所 取締役企画部長）
湯淺篤哉氏（株式会社 大林組 営業総本部 担任副本部長）

問 合 先

一般社団法人日本能率協会
TEL：03-6809-2727

来場者ヘルプデスク

FAX：03-3434-8076

URL：https://www.jma.or.jp/hospex/index.html
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一般社団法人 日本医療福祉建築協会

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

既刊本講習会

「小規模な高齢者福祉施設の火災時の安全を考える」ご案内
日本建築学会では、2014 年度からワーキンググループ活動として小規模な高齢者福祉施設特有の課題
を明らかにし、防火・避難安全の実現を検討していましたが、2016 年度からは「小規模な社会福祉施設
の避難安全性能向上小委員会」を設置し実用的な設計手引きの検討を行ってきました。
本講習会では、書籍に沿ってわかりやすく内容をご説明いたします。奮ってご参加ください。
開催日時

２０２１年１１月１６日(火) 13:30～16:00

開催方式

オンライン（Zoom ウェビナー）

定

９０名

員

参 加 費 日本建築学会会員：5,000 円／後援団体会員（JIHa 会員）：7,000 円／左記以外：10,000 円
※聴講費のみ（テキスト代は含まれていません。）
主

催

日本建築学会

防火委員会

プログラム
13:30-13:50 主旨説明・１章：目的と対象（講師：村井裕樹氏（日本福祉大学））
13:50-14:20 ２章：防火・避難対策の課題と戦略（講師：小林恭一氏（東京理科大学））
－休

憩－

14:30-15:25 ３章：計画・設計における配慮事項
（講師：山村太一氏（日本防火技術者協会）／若竹雅宏氏（福岡女子大学）
）
15:25-16:00 4 章：現状をふまえた対策（講師：栗岡均氏（日本防火技術者協会））
申 込 先

https://www.aij.or.jp/event/detail.html?productId=653310【申込期限：11 月 2 日（火）】

詳細 URL https://www.aij.or.jp/event/list.html
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