
（敬称略）

A会場 （605号+606号 252席・スクール※7） B会場 （607号 126席・スクール）
10月27日（木） （第2日目） 
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Ｅ会場 （610号 100席・シアター）

※都合により、講演（発表）が中止もしくは変更になる場合があります。　※当プログラムは、2016年8月16日時点のものです。　※最新のプログラム（演者、演題など）は、当学会ホームページでご確認ください。

 

10：00～12：00

15：00～16：30 15：00～16：30

1．「順天堂医院B棟（新病院）における
　　　　　　　LEED Healthcare認証の実践」
講師：竹内 真幸（清水建設（株））
講師：町田 晃一（清水建設（株））

2．「医療施設におけるエネルギー
　　　　　  消費量削減手法の考察と事例紹介」
講師：横山 大毅（（株）久米設計）

3．「建築物の省エネとZEB」
講師：田辺 新一（早稲田大学　HEAJ理事）

■ 環境配慮型病院設備
座長：鈴村 明文　（株）伊藤喜三郎建築研究所
　　　　　　　　副学会長　HEAJ理事

10：00～12：00 10：00～12：00シンポジウム④

1．「シンガポールの感染制御と施設環境」
講師：筧 淳夫　（工学院大学建築学部）

2．「欧州における病院の滅菌供給部門を視察して」
講師：吉田 理香（東京医療保健大学大学院）

■ 感染制御と病院設備
座長：大久保 憲（東京医療保健大学大学院　HEAJ副会長）

Luncheon Seminar

「本邦におけるマセレーター（ディスポーザブル
　パルプ粉砕機）の現状と当院における導入効果」

共催：サクラ精機（株）

1．「病院設備設計ガイドライン
　　　　　      （コージェネレーション編）の概要」
講師：鈴村 明文（（株）伊藤喜三郎建築研究所　HEAJ理事）

2．「都市型急性期病院での事例紹介」
講師：飯田 稔　（学校法人順天堂）

3．「病院のコージェネレーション」
講師：丸 行弘　（（株）中部技術サービス東京支店）

■ 病院設備設計ガイドライン
　　　　　　　（コージェネレーション編）
座長：川合 満男（（株）日建設計　HEAJ理事）

13：30～15：00

1．「IFHE国際病院設備学会2016 トピックス報告」
講師：平山 禎久（ピーエス（株）　HEAJ理事）

2．「第1回国際建築賞から見る
　　　　　 医療福祉建築と療養環境の先端事例」

閉会式

講師：平山 禎久（ピーエス（株）　HEAJ理事）

3．「NVTG国際医療福祉建築賞2016ノミネート
     －地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
                                                   の設計について－」
講師：名和 杏子（（株）佐藤総合計画）

4．「足利赤十字病院　国際医療福祉建築賞2016を受賞して」
講師：小松本 悟（足利赤十字病院）

5．「応募内容の紹介」
講師：塚見 史郎（（株）日建設計）

■ IFHEオランダ会議報告/
　　国際医療福祉建築賞2016受賞記念講演

■ 「ASHRAEにおける
                          病院空調設計の最新動向」

座長：中山 茂樹（千葉大学大学院　HEAJ副会長）

13：30～15：00

1．「手術室の多様性と可変化事例について」
講師：河越 健一（（株）セントラルユニ）

2．「スマートフォンを利用した医療スタッフの
　　　　　　　　　    所在管理システムの開発」
講師：川邉 学　（埼玉医科大学保健医療学部）

3．「高齢者介護施設における
                           食事姿勢と椅子に関する考察」
講師：間瀬 樹省（ケアスタディ（株））

4．「認知症患者-家族介護者間の睡眠の質評価
　　　    手法開発と家庭見守りシステムの設計」
講師：水流 聡子（東京大学大学院）

■ 一般演題優秀発表賞受賞講演

■ 「中国病院医療科環境制御方法」

■ 「ヨーロッパからの視察団と3病院事例の紹介
       －グレース王妃・新病院（モナコ ）/ 
       アミアン・ピカルディ新大学病院（フランス） / 
       トゥルネイ・CHWAPI病院（ベルギー）のプロジェクト－」

座長：渡邉 匡史（ジョンソンコントロールズ（株）　HEAJ理事）

1．「災害時における認定ホスピタルエンジニア
　　　　　　　　（CHE）の担う役割について」
講師：馬場 健次（星光ビル管理（株））

2．「病院整備事業におけるホスピタルエンジニアの役割」
講師：岡田 敦　（シップヘルスケアリサーチ＆コンサルティング（株））

3．「清掃従事者から考える今後求められるCHE像について」
講師：高橋 満　（（株）リジョイスカンパニ－）

4．「病院医療ガス配管設備と
　　　   ホスピタルエンジニアに求められること」
講師：澤田 巧　（（株）エフエスユニ）

■ いざという時、頼りになる
　　  認定ホスピタルエンジニア（CHE）とは
座長：小室 克夫(聖路加国際大学　HEAJ理事）

中国医院医疗科室环境控制措施

講師：沈 晋明　同済大学　機械とエネルギー工程学院 博士 教授
　　　　　　  （同济大学机械与能源工程学院 博士 教授）
講師：馬 伟骏　華東建築設計院 教授級エンジニア
　　　           （华东建筑设计总院 教授级高级工程师）

座長：柳 宇      工学院大学 建築学部 教授

講師：デービッド・アンティビ
　　 病院建築誌編集長 ・ヨーロッパからの視察団団長
       David ENTIBI
       Editorial Director Architecture Hospitalière 
  　  Magazine, Leader of the European Delegation
座長：長澤 泰  工学院大学 理事・名誉教授、東京大学 名誉教授　
                   HEAJ前副会長

Introduction of the European Delegation and 
Presentation of 3 Hospital Projects：The new 
Hospital Princess Grace of Monaco, the new 
University Hospital of Amiens-Picardie - France, 
and the new Hospital CHWAPI of Tournai - Belgium

10：00～11：00

座長：辻 吉隆（（株）竹中工務店）

■ 設計建築 2

30．地域の基幹病院における省エネルギーと災害時BCPへの取り組み
市丸 隼人（日本ファシリティ・ソリューション（株））

31．岡谷市民病院の自然エネルギー利用
羽田 聡子（（株）日本設計）

32．集中治療領域におけるリアルな病床シミュレーションの実現
西村 忍（パラマウントベッド（株））

33．Ｘ線室の設計における撮影台の遮へい能力に対する考察
細沼 宏安（医建エンジニアリング（株））

一般演題

13：30～14：30

座長：安原 洋（東京大学医学部附属病院）

■ 感染制御

43．病棟改修工事に伴う感染症病床における空調管理システムの構築
西村 忠則（市立四日市病院）

44．環境マイクロバイオームの核酸抽出過程での菌数減衰の把握
高橋 雄大（東京大学大学院）

45．抗がん剤の曝露防止ト̃イレの清掃やリネン類の洗濯等について̃
串田 一樹（昭和薬科大学）

46．病院待合室における唾飛沫の拡散に関する研究
王　秋玥（東京大学）

一般演題

10：00～11：00

座長：新 秀直（東京大学医学部附属病院） 

■ 臨床工学 1

34．ME機器管理室の移転・統合を経験して
小林 愛美（東京女子医科大学病院）

35．レーザー医療機器の保守管理の現状調査
松本 大亮（北里大学）

36．病院における物理セキュリティの考え方
安田 直明（アズビル（株）ビルシステムカンパニー）

一般演題

13：30～14：30

座長：宇戸谷 友益（東京電力エナジーパートナー（株））

■ 電気設備

47．生活習慣病を中心とした病棟でのサーカディアン照明について
山村 泰典（パナソニック（株） エコソリューションズ社）

48．調光調色照明による術後回復期患者の睡眠への影響～性別の違い～
戸田 直宏（パナソニック（株） エコソリューションズ社）

49．手術室に潜在するノイズとの共存について
筒井 孝徳（（株）セントラルユニ）

50．UPSの電源供給遮断における考察
野川 悟史（昭和大学藤が丘病院）

一般演題

14：30～15：30

座長：石田 信之（アイテック（株））

■ 空調衛生設備・CHE 3

51．厨房における外気処理システムの評価
松岡 紗矢佳（関西電力（株））

52．給湯設備の最新動向と最適な給湯システムについて
森田 明夫（東京電力エナジーパートナー（株））

53．全空気式放射整流空調の温熱環境と熱的快適性
石田 貴之（木村工機（株））

54．GHP・EHPハイブリッド空調システムにおける導入効果検証
鈴木 将裕（東京ガス（株））

一般演題 14：30～15：30

座長：梁瀬 鐵太郎（（株）三菱総合研究所）

■ ICT・機器 1

55．緊急時対応機能を持つ健康情報保持アプリケーションの開発
和田 浩樹（佐賀大学）

56．都道府県病床機能報告サイトの情報提供のあり方に関する研究
小木曽 貴都（名城大学）

57．ネットワークカメラを活用した転倒転落見守りによる業務改善報告
若林 一磨（アイホン（株））

58．画像センシング技術を用いた転倒防止機能の開発
井上 円（アイホン（株））

一般演題

15：30～16：30

座長：廣瀬 稔（北里大学）

■ 規格化

59．AED誘導ステッカーに新規追加したQRコードの利用度調査研究
池田 瑶（名城大学）

60．AED誘導ステッカー仕様改善による視認性向上に関する調査研究
藤田 康倖（名城大学）

61．特定保健用食品のホームページにおける適正広告に関する調査研究
加藤 大貴（名城大学）

一般演題 15：30～16：30

座長：藤原 康人（パラマウントベッド（株））

■ ICT・機器 2

62．システム導入時の評価手法「総合評価入札方式」に関する考察
有坂 祐一（アイテック（株））

63．ホロー型PCDを用いた前真空式卓上高圧蒸気滅菌器の評価
坂田 辰男（チヨダエレクトリック（株））

64．療養環境改善を目指した伸縮型ベッドサイド家具の産学官連携開発
原田 路可（徳島大学病院）

一般演題

11：00～12：00

座長：西出 篤史（東京ガス（株））

■ 設計建築 3

37．健康維持・回復力を高める照明計画
手塚 昌宏（（株）YAMAGIWA）

38．睡眠環境向上型病室の研究と展開４
権藤 尚（鹿島建設（株））

39．睡眠環境向上型病室の研究と展開５
坂田 克彦（鹿島建設（株））

一般演題 11：00～12：00

座長：西 謙一（シップヘルスケアホールディングス（株））

■ 臨床工学 2

40．良質な医療の提供に向けた電磁環境評価の必要性
石田 開（北里大学大学院）

41．手術室環境下での電気メス放電時における電界強度分布の解析
小嶋 宏紀（杏林大学）

42．卸／販売業者における医療機器のバーコード利用意識に関する研究
奥村 真成（名城大学）

一般演題

13：30～15：00

座長：加藤 信介（東京大学生産技術研究所　HEAJ理事） 

講師：柳 宇　　（工学院大学建築学部）

Ｄ会場 （609号 100席・シアター※8）Ｃ会場 （608号 126席・スクール）

講師：嶋 雅範     三菱京都病院 副看護部長・感染管理認定看護師
座長：黒須 一見  公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院
　　　　　　　 感染対策室・看護部感染管理担当看護師長

Luncheon Seminar
「手術室のオペレーション計画が自由になるゾーンコントロール換気システム」

共催：（株）ＨＡＬＴＯＮ

講師：町井 義生　（株）ＨＡＬＴＯＮ 代表取締役

New, Unique Ventilation Solution for Modern Hospital Operating Rooms with all Meeting the Highest 
Standards. and Hygienic and Comfortable Environments for Patients, Doctors and Nurses at Same Time

「省エネ・屋内環境品質（IEQ）から見る、厨房環境ガイドライン動向と国内最新事例」
講師：Kim Hagström Director, Healthcare & Laboratories, Halton Oy

Seen from the Energy Saving and Indoor Environmental Quality （IEQ）, Kitchen Environment Guidelines 
Trends and Domestic Latest Case

■ 医療機関において安心・安全に
　　　　　     電波を利用するための手引き
座長：新 秀直（東京大学医学部附属病院）

1．「総務省における安心・安全な電波利用の
　　　　　　　　　　　　推進に向けた取組」
講師：篠澤 康夫（総務省総合通信基盤局）

2．「医用テレメータを取り巻く電磁ノイズと対策」
講師：村木 能也（東海大学医学部）

3．「医療における無線LAN利用の問題点と対策」
講師：花田 英輔（佐賀大学大学院　HEAJ理事）

15：00～16：30EMC・HEAJ共催セッション ※6HEAJ委員会企画② ※2

講演⑤

講演⑥

HEAJ委員会企画③ ※3 HEAJ委員会企画④ ※4

HEAJ委員会企画⑤ ※5

HEAJ委員会特別企画 ※0


