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保健･医療･福祉施設建築情報シート集 2022 

JIHa Data File 2022 

ご 案 内 

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 27 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 2022 年版は 52 事例の掲載となっており、電子版（ＰＤＦ）での発行となり

ますが、冊子をご希望される場合も対応可能です。 

「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「情報シート集」の付録としてお付けしております。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 2022】 

 掲載施設：2019 年 4 月～2022 年 3 月に竣工した保健･医療･福祉施設 計 52 件 

病院 39、診療所 2、介護医療院 1、特別養護老人ホーム 4、有料老人ホーム 1、高齢者住宅 1、

心身障害者施設 2、福祉系施設その他 2 

 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（２３６ページ）＋フェイスシート 

データ（付録 JIHa Data File 2022：Web からのダウンロード形式） 

 発行日：２０２２年１０月１４日（予定） 

 頒価〔１冊/送料含〕： 

【電子版＋冊子版※】ＪＩＨａ会員・会友 １６，５００円（本体１５，０００円＋税） 

         一般  ２９，７００円（本体２７，０００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） 

※【電子版＋冊子版】の冊子はオンデマンド販売のため、中和印刷㈱からの発送となります。 

 ご注文者情報(請求先・送付先等)を中和印刷㈱に提供しますので、あらかじめご了承ください。 

申し込み方法 

E-mail またはホームページ（https://www.jiha.jp/issuing/informationsheet/）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)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  (at)は@に置き換えてください。 
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【JIHa Data File 2022】 

 
 収録内容： 
§ 保健･医療･福祉施設建築情報シート集 1996-2022 データ 

標記シート集 27 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.1-216 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 1991.1-2022.3 

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～2022 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 1991.1-2022.3 

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～2022 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  
※「情報シート集 2022」の付録です。 
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医療福祉建築フォーラム 2022 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。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、医療分野でのデータサイエンスの実践、テクノロジーが実現する医療福祉の現場、病

院再編の実際、ホスピタルアート、照明デザインなどについて考え、これからの医療福祉建築像を

展望する講演を企画しております｡また恒例の事業者と設計者による対談は今年は福祉施設を取り

上げ、「病棟計画とスタッフ空間」として看護師の方によるシンポジウムも企画しております。 

 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。 

 

 

 

 

記 

会  期 ２０２２年９月１２日(月)・１３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  員 200 名 

申込締切 ９月７日（水）17 時迄（最終支払期限：９月７日（水）中） 

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。 

     ※参加費に別途システム利用料 220 円（税込）／人をご負担いただきます。 

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=3561234889  

     ２）キャンセルについて 

      ■ 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。 

      ■ 入金後のキャンセルはできません。 

     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 フォーラム終了後、見逃し配信を行います。（予定：9 月 16 日（金）～26 日（月）） 

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。 

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。
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医療福祉建築フォーラム 2022 プログラム 

会期：2022 年９月 12 日(月)・13 日(火) 

第 1日 ９月 12 日（月）9：00 開場 

9:30-9:35 会長あいさつ  山下 哲郎（一般社団法人 日本医療福祉建築協会 会長） 

9:35-10:45 
講演：BIGデータの活用 

講師：藤森 研司（東北大学 大学院医学系研究科 医療管理学分野 教授） 

11:00-12:00 
講演：医療機関のDX推進 

講師：藤川 敏行（倉敷中央病院 情報システム部 部長） 

13:00-14:00 
講演：こころのケアに配慮した空間つくり 

講師：梅澤 ひとみ（環境カラリスト／桑沢デザイン研究所 非常勤講師） 

14:15-15:15 
講演：病院の照明、再考 

講師：手塚 昌宏（ヘルスケア照明デザイン研究所 代表） 

15:30-17:00 

 対談：地域共生社会の実現に向けた「かがやきロッジ」から「かがやきキャン
プ」への展開～福祉の現場と設計～ 

講師：市橋 亮一 (医療法人かがやき 理事長) 

   安宅 研太郎（パトラック 代表／東京芸術大学 非常勤講師） 

ファシリテーター： 大谷 匠（医療法人医王寺会地域未来企画室・看護師／ 

          オムニヒール･コンサルタント／福祉と建築・代表） 

第 2日 ９月 13 日（火）9：00 開場 

9:30-10:30 
講演：介護現場のデジタル化 

講師：宮本 隆史(社会福祉法人善光会 最高執行責任者 兼 統括施設局長) 

10:45-12:00 
講演：IoT、ロボット、AI… テクノロジーが実現する未来の医療現場 

講師：大高 洋平（藤田医科大学医学部 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学Ⅰ講座 主任教授） 

13:00-14:00 

リレー講演 病院の再編 

講演：公立病院と民間病院の再編と機能連携 

講師：大西 祥男（地方独立行政法人加古川市民病院機構 理事長） 

14:15-15:15 

リレー講演 病院の再編 

講演：病院の統合と地域医療再興 

講師：西崎 朗（兵庫県立丹波医療センター 病院長） 

15:30-17:00 

 シンポジウム：病棟計画とスタッフ空間 

 講師：梅田光代（慶應義塾大学病院 看護部） 

    町 和子（島田市立総合医療センター 看護副部長） 

 ファシリテーター：渡辺 玲奈（竹中工務店 医療福祉・教育本部 専任課長）

 (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 



INFORMATION  FROM  JIHA  2022.9.1                   一般社団法人 日本医療福祉建築協会 

5 

  
Web 決済システム「イベントペイ」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」を導入しております。 
 
 「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コンビニ決済 ②ペイジー決済（簡単銀行決済）よりご選択いただけます。お支払期限は申込日

＋７日間または最終支払期限のいずれか短い方となります。 
 

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「申込締切日まで」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。申込締切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。 

※資料の送付および受講用 URL 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）／人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。 
 
ご不便をおかけいたしますが、事務作業軽減のためご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 
 

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・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

独立行政法人 国立病院機構 

Web シンポジウム「感染症対策シティー：未来の姿は？」ご案内 

新型コロナウイルスのパンデミックの出口戦略が議論される段階になってきたが、この時期に今

までの対応を総括し次のパンデミックへの備えが求められる時期になった。 

中期的な対応を模索するなかでパンデミックや災害に強い医療施設・介護施設はどうあるべきか、

またどのような街づくりが非常事態で求められるか今まで議論する事が少なかった。 

今回のシンポでは建設や都市計画と言う視点から議論を深めたい。 

記 

日    程：２０２２年９月１３日（火）17:30～19:30 

形 式：オンライン形式（Zoom を利用） 

参 加対象者：医療・介護施設の将来計画に関与する職員 

       パンデミック・災害に関与する行政担当者 

参加費／定員：無料／１，０００人程度（申込状況を踏まえて決定予定） 

申 込  期 限：２０２２年９月２日（金） 

申 込ＵＲＬ：以下URLよりお申し込み下さい。 

       https://forms.office.com/r/pprgdTnShY  

プ ロ グ ラ ム： 

開会の挨拶 高島宗一郎氏（福岡市 市長） 

  司会：森田茂樹氏（国立病院機構九州医療センター 院長） 

１．医療施設や介護・福祉施設の未来 

  ①臨時医療施設はいかに建設され機能したか？ 

               岡田千春氏（国立病院機構本部 審議役）    （12 分） 

  ②近未来の病院のデザインはどうあるべきか？ 

               藤田昌樹氏（福岡大学病院 副病院長）     （12 分） 

  ③介護・福祉施設に必要とされる対応は？ 

               衣笠有紀氏（福岡市保健医療局健康医療部 部長）（12 分） 

２．感染・災害につよい施設や街を作るには？ 

  ④医療・介護施設を設計するには何が重要か？ 

               河﨑邦生氏（内藤建築事務所東京本社 企画部） （30 分） 

３．感染症対応シティーのコンセプト 

  ⑤感染症に強い国際都市を目指して 

               吉田宏幸氏（福岡市経済観光文化局 理事）   （15 分） 

４．総合討論 

  討論者：講演者および荒瀬泰子氏（福岡市 副市長） 

閉会の挨拶 森田茂樹氏（国立病院機構九州医療センター 院長） 
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～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連情報・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

一般社団法人 日本トイレ協会主催 

第３８回全国トイレシンポジウム 2022 のご案内 

快適なトイレであるためには、適切なメンテナンス（維持管理＝清掃や故障対応等）が必要とさ

れるが、残念ながらデザイン偏重の設計や作りっぱなしなど、メンテナンスは必ずしも重要視され

ておらず、管理者の立場や管理手法も尊重されてこなかった。 

そこで、今回のシンポジウムでは「トイレとメンテナンス」を柱に、誰もが長期間、気持ちよく

使えるトイレを目指すために何をすべきか？を立場の異なる関係者で議論し、持続可能な社会にお

けるトイレのあり方に一石を投じる機会としたい。 

記 

日    程：２０２２年１０月２７日（木）10:30～16:30（予定） 

会 場：東京ビッグサイト 東５ホール（東京都江東区有明 3-11-1）※オンライン配信あり 

テ  ー  マ：「ＳＤＧｓ時代のトイレとメンテナンス」 

参加費／定員：無料／１５０名（会場定員） 

申 込ＵＲＬ：https://www.jma.or.jp/homeshow/tokyo/visitor/symposium.html  

主    催：一般社団法人日本トイレ協会 

プ ロ グ ラ ム：開会（10:30）-  閉会（16:30） 

10:30        挨拶 実行委員長 白倉 正子氏／日本トイレ協会会長 小林 純子氏 

10:45        基調講演 「THE TOKYO TOILET」プロジェクトを語る 

柳井 康治（「THE TOKYO TOILET」プロジェクトオーナー） 

笹川 順平（「THE TOKYO TOILET」事業責任者 日本財団常務理事） 

長谷部 健（渋谷区長） 

11:55        「グッドトイレ選奨」概要説明、展示「日本の快適なトイレ」の紹介 

12:00        昼食休憩 

13:00        パネルディスカッション 

       「持続可能なトイレ作りを、4 者で考える～設計から維持管理・ﾏﾅｰ対応とは？～」 

        進 行 白倉 正子氏（メンテナンス研究会副代表幹事） 

        登壇者 杉浦 小枝氏（渋谷区副区長） 

            小林 純子氏（設計事務所ゴンドラ代表） 

            鈴木 信宏氏（株式会社アメニティ／トイレ診断士 1級） 

            竹中 晴美氏（「みんなにやさしいトイレ会議」実行委員長） 

            山本 浩司氏（中日本高速鉄道株式会社） 

14:45        休憩 

15:00        事例紹介 

「男子だって汚物入れが欲しい！」～ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾌﾘｰなｻﾆﾀﾘｰﾎﾞｯｸｽを！～ 

               一般社団法人日本トイレ協会 セミナー調査分析グループ 

        施設管理の集中制御とﾄｲﾚﾒﾝﾃﾅﾝｽの未来～ﾃﾞｼﾞﾀﾙの力で労働力不足を補う～ 

         比地岡 貴世氏（月刊『ビルクリーニング』編集部チーフ） 

        これからの地球を守る持続可能な生活雑排水の処理のあり方 

         上田 勝朗氏 （一般社団法人全国浄化槽団体連合会 会長） 

16:30       閉会
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2022 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 、2022 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。 

質疑応答の時間では、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。 

 



オンラインセミナー（Zoomウェビナー）

５００名 無料

受付期間：2022年 ９月１日（木）～10月12日（水）

お申し込みページ：
協議会ホームページ（https://www.psp-jq.jcqhc.or.jp/）TOP ＞ セミナー ＞ セミナー一覧
＞ 2022年度第２回施設・環境・設備安全セミナー

※先着順
※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。

病院に勤務しているすべての方
病院の施設管理・整備に関わっている
建築関係者、メーカーの方など

（第1報）

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、2022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
共有したい事例を取り上げ、会員病院に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。

開会挨拶 筧 淳夫
（工学院大学 建築学部長・建築デザイン学科 教授／部会長）

事例発表
質疑応答

座長：小菅 瑠香
（芝浦工業大学 建築学部 建築学科 准教授／部会員）

質疑応答：土田 真人
（医療法人社団藤聖会富山西総合病院 院内感染対策室 院内感染管理者 兼 看護師長／部会員）

2022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、
特に共有したい３事例を発表

形式

2022年度 第２回

施設・環境・設備安全セミナー

プログラム

定員 参加費 対象

発表事例

申込方法

オンライン開催
（Zoom）



※２～3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等の端末
✔当日使用するパソコン等への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
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される場合、申込ごとに別のメールアドレスをご登録ください。
※院内やご所属先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入室方法および講演資料のダウンロード手順に関するご案内をメールで
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
3日前〉

•セミナー当日の講演資料を資料ダウンロード用のWebページにアップロードします。

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。


