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勉強会「公立・公的病院の再編の事例を考える」開催案内【再掲】 

このたび月例行事として、勉強会「公立・公的病院の再編の事例を考える」をテーマに 12 月に

県立病院と赤十字病院を再編統合した「兵庫県立丹波医療センター」を、来年 1 月には企業立、

民間、自治体立を再編統合した「桑名市総合医療センター」を取り上げます。 

医療ニーズと地域の医療提供体制をマッチさせる取り組みが実施され、「再編・統合も含めた再

検証」が求められていています。今後、民間医療機関も含め、「基幹病院に急性期機能を集約し、

医師を確保した上で、それ以外の不採算地区病院等との連携を強化する」方向が明示されていま

す。そのような中、再編がなされた施設について、設計者が再編統合を、どのように受け止め、

どのように設計に落とし込んだかなどを織り交ぜて、施設紹介をいただきます。 

※いずれも設計事務所の方による説明です。 

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 

【兵庫県立丹波医療センター 設計・説明：佐藤総合計画】 

 日  時 ２０２２年１２月２２日（木）16:00-17:00 ※見逃し配信あり（詳細次頁） 

 配信方法 Web 配信(Zoom ウェビナー) 

 受付締切 ２０２２年１２月１９日（月）17:00 迄 

 定  員 なし 

 参加資格 JIHa 会員・会友のみ 

 参加費用 ３,３００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）／人かかります。 

 申込URL https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=0610834174919284&EventCode=7636043526  

（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：1.0 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） 

【桑名市総合医療センター 設計・説明：日本設計】 

 日  時 ２０２３年１月２６日（木）16:00-17:00 ※見逃し配信あり（詳細次頁） 

 配信方法 Web 配信(Zoom ウェビナー) 

 受付締切 ２０２３年１月２３日（月）17:00 迄 

 定  員 なし 

 参加資格 JIHa 会員・会友のみ 

 参加費用 ３,３００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）／人かかります。 

 申込URL https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=0610834174919284&EventCode=P760539079  

（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：1.0 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）
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申込方法 

1）申込方法：各勉強会の申込URLよりお申し込み下さい。（イベントペイについて：次頁参照） 

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 

   ■ 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出来ません。 

 4）Zoom 接続用 URL および資料は、参加者の E-Mail アドレスにお送りします。 

見逃し配信 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 (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」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。 

【ペイジーでお支払いの際のご注意】 

一部金融機関（ゆうちょ銀行他）において、現金でお支払いの場合、別途手数料が発生する事があ

ります。その際の手数料については、恐れ入りますがお振込人様にてご負担くださいますようお願

い申し上げます。手数料の詳細は各金融機関のホームページをご確認ください。 
 

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「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。 

※資料の送付および参加用 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・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

月刊「近代建築」2022 年 11 月号 

「特集 医療建築 感染対策の課題」 

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 30 作品を収録した全巻特集号「感染対策の課題」（A4 変型判、266 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： いま考えるべき感染対策／堀 賢 

座 談 会： 病院建築の感染対策の課題と取り組み／ 

   鈴村 明文×尾方 壮行×吉田 理香×筧 淳夫 

論  考： エアロゾル感染を考える／柳 宇 

論  考： 医療施設における ICRA の活用と課題／鍋谷 佳子 

掲 載 作 品：   ●  中部国際医療センター 設計・監理／久米設計 施工／フジタ・TSUCHIYA 特定

建設工事共同企業体 

 宮崎県立宮崎病院 設計・監理／日建・コラム設計業務共同企業体 施工／大

成・吉原・桜木特定建設工事共同企業体 

 医療法人徳洲会 鹿児島徳洲会病院 設計・監理／梓設計 施工／熊谷組 

 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 設計・監理／梓設計 施工／大林・阿比

野・北村特別共同企業体 

 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会 富田林病院 基本設計／梓設計 実施

設計／大林組・安井建築設計事務所共同企業体 監理／安井建築設計事務所 施

工／大林組 

 京都済生会病院 設計・監理／内藤建築事務所 施工／大林組 

 広島市立北部医療センター安佐市民病院 設計・監理／内藤・シグマ設計共同企

業体 施工／熊谷･今井･福井建設工事共同企業体 

 医療法人真鶴会 小倉第一病院 設計・監理／伊藤喜三郎建築研究所 施工／奥

村組 

 医療法人 誠晴會 ふきあげ納富病院 設計・監理／ワークヴィジョンズ 施工

／大洋建設 

 独立行政法人 国立病院機構 北海道がんセンター 設計・監理／石本建築事務

所 施工／竹中工務店・田中組共同企業体 

 独立行政法人 国立病院機構 北海道医療センター西館・山の手支援学校・手稲養

護学校三角山分校 設計・監理／石本建築事務所 施工／大成建設 

 医療法人徳洲会 仙台徳洲会病 設計・監理／伊藤喜三郎建築研究所 施工／熊

谷組 

 一般社団法人 巨樹の会 新宇都宮リハビリテーション病院 設計・監理／平建

築設計事務所 施工／ナカノフドー建設 

 埼玉県済生会加須病院 設計・監理／内藤建築事務所 施工／清水建設 

 三愛会総合病院 設計・監理／清水建設一級建築士事務所 施工／清水建設 
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 医療法人徳洲会 館山病院 設計・監理／内藤建築事務所 施工／フジタ 

 医療法人社団清明会 静岡リハビリテーション病院 設計／安藤ハザマ一級建

築士事務所 監理／安藤ハザマ工事監理一級建築士事務所 施工／安藤ハザマ 

 医療法人北祐会 北海道脳神経内科病院 基本計画／SAWA 医療設計 設計・監

理／伊藤組土建一級建築士事務所 施工／伊藤組土建 

 独立行政法人 国立病院機構 茨城東病院 入院・診療棟 設計・監理／田中建築

事務所 施工／清水建設・岡部工務店共同企業体 

 日鉱記念病院 設計・監理／渡辺有規建築企画事務所 施工／りんかい日産建設 

 医療法人慈風会 あつち葛飾クリニック 設計・監理／長大 施工／日本建設 

 医療法人尚徳会 ヨナハ丘の上病院 設計・監理／日建設計 施工／清水建設 

 医療法人 回生堂病院 新病棟 設計・監理／長大 施工／国際建設 

 医療法人向聖台會 當麻病院 設計・監理／日揮 施工／日揮 

 社会医療法人 美杉会 佐藤病院 西館 設計／KAJIMA DESIGN 監理／鹿島

建設監理一級建築士事務所 施工／鹿島建設 

 医療法人財団 光明会 明石こころのホスピタル西館 設計・監理／奥村組一級

建築士事務所 施工／奥村組 

 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 新-新館 設計・監理／山田綜合設計 施工

／広成建設 

 医療法人幸善会 天神オーバーナイト透析クリニック 設計・監理／ハル建築研

究所 施工／松尾建設 

 医療法人幸善会 前田病院 腎センター 設計・監理／ハル建築研究所、タニグ

チアトリエ 施工／松尾建設 

 三豊市立みとよ市民病院 設計・監理／石本建築事務所 施工／大成建設 

記 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 

利用者と介護者の負担を大幅に軽減する機能的な天井走行移乗リフト／オカムラ 

明るく、安全なエントランスを実現する"遮煙性能"を備えた複合防火設備／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  

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 

 


