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会員管理業務外部委託のお知らせ
会員の皆様におかれましては、本会の事業活動、運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
本年度総会にて協会の経営改善に取り組んでいる旨をお伝えしましたが、検討の結果、協会
事務局業務の効率化を図るべく２０２２年３月（予定）より会員管理業務の外部委託を行う
ことにしましたので、ここにお知らせいたします。
これまで協会事務局で行っていた会費請求受付業務、入退会業務、原簿管理業務を株式会社
国際文献社に委託いたします。委託後は国際文献社の会員管理システム「マイページ」を利
用し、会員は直接 WEB 上にて諸手続きを行うことができます。また、業務委託開始に合わせ
て、協会の会員管理に係る下記の変更を行います。
1. 年会費請求について
これまで４月１日付で当該年度の年会費請求書を発行してきましたが、２０２２年度の
請求より３月１日付で発行いたしますので、期日までに納入してください。なお、年度
内での退会を希望される方は、３月３１日までに退会手続きを行ってください。
2. 入会について
協会ホームページに新たにオンライン入会フォームを設置しますので、そちらのフォー
ムを利用して入会申込みをしてください。
3. 退会について
メールまたは郵送にて退会申請をしてください。これまで退会の際に未納の会費がある
場合は退会月までの月割りの未納会費を納めていただきましたが、２０２２年４月１日
からはいつ退会しても会費未納の場合は当該年度分の会費を請求いたします。
4. 会員名簿について
会員名簿を隔年発行しておりましたが、昨今の個人情報の取扱いの重要性に鑑み発行を
取りやめます。なお、Ａ会員及び賛助会員については、協会ホームページ上に引き続き
掲載いたします。
Information from JIHA２月号にて、会員管理システム「マイページ」の利用方法等をお知
らせいたします。また、その他の業務はこれまでどおり当会事務局で行います。本件におい
てご不明な点等ございましたら、事務局までお問い合わせください。
会員の皆様には当面ご不便をおかけいたしますが、何卒ご協力をお願い申し上げます。
２０２１年１２月１日
一般社団法人 日本医療福祉建築協会
会 長
中 山 茂 樹
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勉強会「パンデミックと病棟計画」開催案内【再掲】
12 月の月例行事は当協会の会長・中山茂樹氏と感染症対策コンサルタントとして東京都看護協会危
機管理室アドバイザーなどをお務めで国立国際医療研究センター客員研究員の看護師・堀成美氏による
勉強会「パンデミックと病棟計画」を開催します。
新型コロナウイルス感染症では、多くの一般病棟（床）で患者を受入れざるを得ず、これまで経験し
たことのない対応をされました。この経験が今後の病院計画に反映されるべきと思われます。今回の勉
強会では具体的な課題を検討することとしています。堀氏は「病院（医学書院）」誌「新感染症時代

病

院はどう生き抜くか」シリーズを担当され、多くの病院の状況をレポートされてきました。対談形式で
課題を明らかとし、後半には参加者とのディスカッションを企画しています。
なお昨年、当協会では新型コロナウイルス感染症に関する情報収集のご協力をお願いしましたが、冒
頭でその結果報告も紹介します。
参加を希望される方は、下記、申込方法の通りお申し込みください。
記


日



配信方法

Web 配信(Zoom ウェビナー)



受付締切

１２月２日（木）17:00 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

２０２１年１２月９日（木）10:30-12:00 ※見逃し配信あり（次頁をご覧ください）

上記以外の方 ：４,４００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

10:30-10:45 趣旨説明・アンケートのご報告
講師：中山 茂樹氏（千葉大学名誉教授・JIHa 会長）
10:45-11:30 講演
講師：堀 成美氏（感染症対策コンサルタント・看護師）
11:30-12:00 ワークショップ（質疑応答・ディスカッション）
（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：イベントペイ ※３頁目をご確認ください。
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=0610834174919284&EventCode=P159588856
2）申込人数：参加人数の上限はありません。
１申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込みは出来ません。
3）キャンセルについて：次頁をご覧ください。
■
■

コンビニ・ペイジーでの支払いの場合、期日までに支払が確認されない際は自動キャンセルと
なります。
クレジットカード払いを含め、入金後のキャンセルは出来ません。（資料はお渡しします。）
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勉強会終了後、見逃し配信を行います。詳細は参加者へお知らせします。
なお、見逃し配信の視聴は建築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。

日本医療福祉建築協会事務局 E-mail：office(at)jiha.jp
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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」を試験的に導入しております。
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。
※資料の送付はお支払い確認後となります。
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。

一般社団法人 日本医療福祉建築協会 事務局
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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連情報・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

月刊「近代建築」2021 年 11 月号
「特集

医療建築 選択と集中」

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「選択と集中」（A4 変型判、284 頁、定価 2,350 円税込、送料別途）を刊
行します。
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 言： コロナ禍が明らかにした医療提供体制の課題／中村 秀一
座 談 会： 医療施設における選択と集中 〜建築からの提案／
工藤 真人×中田 康将×和田 浩志×小林 健一
論
考： 地域医療提供体制における選択と集中／副島 秀久
論
考： 医療機能の選択と集中／宮井 一郎
論
考： 病院経営における選択と集中／松岡 博
掲載作品：

●

社会医療法人 恵佑会札幌病院 設計・監理／伊藤組土建一級建築士事務所
／伊藤組土建



医療法人徳洲会 札幌南徳洲会病院・地域緩和ケアセンター 設計・監理(札幌
南徳洲会病院)、基本設計・デザイン監修（地域緩和ケアセンター）／内藤建築事
務所 実施設計・監理（地域緩和ケアセンター）／日本建設 施工／日本建設



社会医療法人 康和会 札幌しらかば台篠路病院
水･中山組 共同企業体



新潟県厚生農業協同組合連合会 村上総合病院
施工／福田組



社会福祉法人 恩賜財団済生会 北上済生会病院 設計・監理／伊藤喜三郎建築
研究所 施工／竹中工務店・平野組・小原建設特定共同企業体



公益財団法人 岩手県対がん協会
水建設



医療法人社団 協友会
／鉄建建設



医療法人社団 友志会 リハビリテーション 翼の舎病院・介護老人保健施設 空の
舎 基本設計・監修／伊藤喜三郎建築研究所 実施設計・監理／日揮一級建築士
事務所 施工／日揮



医療法人社団 博栄会 赤羽中央総合病院・東京シニアケアセンター赤羽
監理／横河建築設計事務所 施工／鉄建建設

設計・



おうちにかえろう。病院
冨士工

設計・監理／ハル建築研究所、MTM Design

施工／



社会医療法人財団 仁医会
究所 施工／日揮



医療法人社団高裕会



医療法人社団 慶晃会 南山リハビリテーション病院
工／冨士工

すこや館

越谷誠和病院
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施工／清

設計・監理／石本建築事務所

設計・監理／清水建設

施工／清

設計・監理／横河建築設計事務所

牧田総合病院本院

深川立川病院

設計／清水建設

施工

施工

設計・監理／伊藤喜三郎建築研

設計・監理／山田綜合設計

施工／冨士工

設計・監理／三橋設計

施
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日本医科大学武蔵小杉病院



JA 神奈川県厚生連



医療法人裕徳会 よこはま港南台地域包括ケア病院
施工／奥村組



鴨川市立国保病院 設計・監理／NASCA+partners 設計共同体
冨士三建特定建設工事共同企業体



社会医療法人社団 菊田会 習志野第一病院 7 号棟・8 号棟 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



千葉県がんセンター新棟
定建設工事共同企業体



東京歯科大学 千葉歯科医療センター 基本設計・プロジェクト アーキテクト／
日本設計 実施設計・監理／清水建設一級建築士事務所 施工／清水建設



医療法人社団鎮誠会 令和リハビリテーション病院 設計・監理／ヒューマンケ
アデザイン 施工／清水建設・日本建設共同企業体



医療法人和光会 川島病院



社会医療法人財団 白十字会 白十字病院
設



くまもと県北病院



独立行政法人 地域医療機能推進機構 南海医療センター 設計・監理／山下設計
施工／熊谷組・佐伯建設共同企業体



坂井瑠実クリニック



愛媛県立新居浜病院 設計・監理／佐藤総合計画
定建設工事共同企業体



医療法人 三州会
設



社会医療法人 博愛会 相良病院 設計・監理／大成建設一級建築士事務所
／大成建設



重工記念長崎病院 設計／大成建設一級建築士事務所
理一級建築士事務所 施工／大成建設



独立行政法人 地域医療機能推進機構
務所 施工／フジタ



医療法人 心々和会 佐世保国際通り病院
村・とみた特定建設工事共同企業体

設計・監理／日建設計

相模原協同病院

施工／フジタ

設計・監理／久米設計

設計・監理／日建設計

設計・監理／松田平田設計

施工／松村組

設計・監理／日本設計

設計・監理／山下設計

施工／東急・

施工／フジタ・畔蒜工務店特

設計・監理／東畑建築事務所

施工／鹿島建

施工／熊谷組

設計・監理／KAJIMA DESIGN

大勝病院

施工／安藤ハザマ

施工／鹿島建設

施工／鹿島・白石建設工業特

設計・監理／安井建築設計事務所

松浦中央病院

施工／戸田建
施工

監理／大成建設工事監
設計・監理／内藤建築事

設計／清水建設

施工／清水・梅

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、チヨダウーテ
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
テレワーク用のサテライトオフィスに最適。「T ｰ 4 等級」の"遮音性"を実現／文化シヤッ
ター

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://kindaikenchiku-co-jp.prm-ssl.jp/cgi-bin/cgi-bin/order/index.html
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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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