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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
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、新病院建設におけるトップマネジメントの役割、建て
替え・計画にあたって理解しておくべき法規、病棟の運用と計画、をプログラムとして採りあげます。
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、是非ご参加ください。
記
会

期 ２０２２年６月１１日（土曜日）

会

場 WEB（ライブ）配信 ※後日見逃し配信あり

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
※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。

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）下記 URL よりお申し込み下さい。（イベントペイについて：詳細３頁目）
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=0610834174919284&EventCode=P258262179
２）キャンセルについて：３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できません。（資料はお渡しします。）

３）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。
見逃し配信 講座終了後、見逃し配信を行います。（10 日程度。日程は調整中です。別途お知らせします。）
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 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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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
2022 年 6 月 11 日(土曜日)
9:30～11:00

9：00 開場

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。
参考資料：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）

11:10～12:10

診療部の運用と計画

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）

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

新病院建設におけるトップマ
ネジメントの役割

松本 裕史

（埼玉医療生活協同組合 羽生総合病
院 院長）

新病院移転新築にあたって構想の立案から開院まで、建築上でのこだわりや苦労した点、配慮した点など、
トップマネジメント経験についてお話しいただきます。

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

病棟の運用と計画

小菅 瑠香

（芝浦工業大学 建築学部 准教授）

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。
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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Web 決済システム「イベントペイ」の導入について
月例事業、及び講座、フォーラムの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」を導入いたしました。
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．受講費支払方法について
①クレジットカード決済（現在使用不可） 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
受講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

「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。1 頁目の「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いただければと思います。
会員の皆様におかれましては、趣旨についてご理解いただくと共に、お知り合いの病院事業
者者の方々に当制度をお知らせいただければ幸いです。
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
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「情報シート集 2022」掲載申込みについて
前号でお知らせしました、「保健・医療・福祉施設建築情報シート集２０２２」への掲載申込みに
ついて、まだ応募されていない方は協会 HP 内の応募フォームよりお申込み下さい。
詳細は

https://www.jiha.jp/issuing/appinformationsheet/

をご参照ください。

応募頂いた方には「提出要項」をメールにてお送りします。なお、原稿（ＣＤ＋版下）の提出期限
は５月２０日(金)となります。

～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連情報・～・～・～・～・～・～・～・～・～・
公益社団法人医業経営コンサルタント協会主催

医業経営セミナー

医療情報の活用の進化を議論する
～迅速的判断に向けた標準化とデータ活用のり方などについて～
今後の地域医療計画や施設整備等の支援の一助とすべく、全 3 回にわたる医業経営セミナーを企
画いたしました。第 1 回は、各医療機関における電子カルテのデータ連携について、その改善に多
額の費用と労力がかかっている問題を取り上げます。
開 催 日：令和４年４月１１日（月）１６：００～１８：００
参加方法：①会場現地参加
会

②ライブ配信

③オンデマンド配信（配信期間：5 月末日まで）

場：ホテルルポール麹町（東京都千代田区平河町 2-4-3）

会場定員：５０名
参 加 費：6,000 円（医業経営コンサルタント協会会員・会場参加）
4,000 円（医業経営コンサルタント協会会員・ライブ／オンデマンド【履修認定 2 時間】
）
8,000 円（一般・参加方法にかかわらず）
2,000 円（医業経営コンサルタント協会会員紹介特別優待価格・参加方法にかかわらず）
→会員紹介と申請して頂ければこちらの価格でご参加いただけます。
【履修認定対象外】

※プログラム等、詳細は次頁のフライヤーをご覧ください。
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公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会
日本医業経営コンサルタント連盟 後援

主催

医業経営セミナー

開催日

令和４年

月

日（月）

参加方法
概要ご紹介
今後の地域医療計画や施設整備等の支援の一助とすべく、当協会の国際委員会にて
全３回にわたる医業経営セミナーを企画いたしました。第１回は、各医療機関におけ
る電子カルテのデータ連携について、その改善に多額の費用と労力がかかっている問
題を取り上げます。国全体として、共通基盤を構築するための医療現場におけるデジ
タル化の推進と有効活用のためにどうすべきか。医療におけるＤＸ推進について、各
分野の有識者をパネリストとしてお招きし、我が国の医療情報システムの一元的管理
体制のあり方について提言し、議論を交わすことでその理解を深めていただきます。

モデレーター
パネリスト

会 場

ホテルルポール麹町

会場定員

(東京都千代田区平河町2-4-3)
麴町駅徒歩3分、半蔵門駅／永田町駅徒歩5分

参加費

6,000 円（税込）
〃（ライブ・オンデマンド） 4,000 円（税込）

50 名

お申し込みは
コチラから ⇒

当協会会員（会場参加）
【履修認定 ２時間】

一 般（参加方法にかかわらず）
当協会会員紹介特別優待価格

8,000 円（税込）

2,000

円（税込）

（参加方法にかかわらず）※参加費はすべて税込になります。

申込方法

または裏面の申込書にご記入の上、
までお送りください。

FAX

＜お問い合わせ＞
（公社）日本医業経営コンサルタント協会
TEL 03-5275-6996
Email

koho@jahmc.or.jp

（公社）日本医業経営コンサルタント協会 医業経営セミナー 令和 4 年 4 月 11 日（月）

参加申込書【会員／会員ご紹介の方用】

ＦＡＸ ０３－５２７５－６９９１

本紙ご記入のうえ、下記 FAX 番号までお送りください。ホームページからのお申込みはコチラ ⇒

https://www.jahmc.or.jp
注意事項

・会場へのご参加は定員に達し次第、募集締切となりますので、事前申込のない現地会場へのご参加は
お受けできない場合がございます。
・ライブ配信につきまして、セミナー当日お申込みの場合、ご案内ができない場合もございます。

●会員（会場参加費：6,000 円／配信（ライブ・オンデマンド）参加費：4,000 円
氏
( 必

名
須 )

会 員 番 号
( 必
須 )

履修認定 ２時間）
□会場
□配信（ライブ）
□配信（オンデマンド）

紹介のみで自身は参加されない場合は☑を入れてください。 □ 紹介のみで参加しない
●会員紹介の一般 (2,000 円)の参加希望の方について、下記にご記入ください 【一般通常：8,000 円】
フリガナ
参加方法
□会場参加
□配信（ライブ）
参加者氏名
□配信（オンデマンド）
メール
勤務先
アドレス
連絡先住所
ＴＥＬ

ＦＡＸ
参加方法
□会場参加
□配信（ライブ）
□配信（オンデマンド）

フリガナ
参加者氏名

メール
アドレス

勤務先
連絡先住所
ＴＥＬ

ＦＡＸ

受講料 （ 会員 ） ：□会場参加 6,000 円
受講料 （ 会員紹介の一般 ） ： 2,000 円 ×

□配信参加 4,000 円（税込）
名＝

円（税込）

・お申込みを確認後、開催一週間前頃に E メールにて受講受付確認および受講方法をご案内いたします。

【受講料のお振込みについて】
・原
原則として、下記のいずれかの口座にお振込みのうえ、下記情報と共にお申込ください。
・振込済み受講料は、事前に受講キャンセルの連絡がある場合に限り、返金いたします。
・請求書や領収書をご希望の場合は、お手数ですが、下記「その他ご連絡事項」に宛名とその旨をお知らせください。
振込予定のいずれかの口座を〇で選んでください。【必須】
お振込みの際は、通信欄で受講者の会員番号・氏名・研修月日をお知らせください。
Ａ

郵便振替口座

００１４０－８－５４９６６９

Ｂ ゆうちょ銀行
０一九(ゼロイチキュウ)店
当座預金口座
０５４９６６９

Ｃ 三菱ＵＦＪ銀行
市ヶ谷(イチガヤ)支店
普通預金口座
０５２４７６１

【口座名】公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
振込予定日【
【必須】

令和

年

月

日

振込人名義【
【必須】
その他ご連絡事項
・個人情報は、当協会個人情報保護方針に基づき、安全かつ厳密に管理します。詳細は当協会ホームページのプライバシーポリシー
（ http://www.jahmc.or.jp/cgi-bin/privacy/ ）をご確認ください。
・天災地変、会場・輸送機関のサービス停止、官公庁の指示等、不測の事態発生の場合は、当協会の方針に基づき対応します。

