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医療福祉施設設計監理主要業務経歴医療福祉施設設計監理主要業務経歴医療福祉施設設計監理主要業務経歴医療福祉施設設計監理主要業務経歴※1※1※1※1

※2　増築・改築を重ねた案件は，最終業務の年月および概要を示します。
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概　　　要※2 施　　　工 建　設　地

 医療法人社団　相和会 渕野辺総合病院 新築   １３,９０２ ㎡　増築 ４,２５２ ㎡ １９９４／０２ 健診センター建替，回復リハ病棟新設 大成建設 神奈川県

増築 （ＳＲＣ＋ＲＣ　8階建） ２００２／１０ 161床（回復リハ18床） 相模原市

相模原総合健診センター 改修 病院内7～8Ｆ ２００２／１０ 既存施設を個室化・模様替え 大成建設 同上

新横浜ソーワクリニック 新築 　３,２８０ ㎡ １９７５／０５ 病院から診療所＋健診センターに 大成建設 神奈川県

増改築 （ＲＣ　5階建） ２００３／０７ 【増築】1975/03 横浜市

 医療法人社団　恵仁会 松島病院 新築   ５,２９０ ㎡ 増築 １,３０５ ㎡ １９７１／０７ 大腸肛門科専門，120床 竹中工務店 神奈川県

増改築 　（ＲＣ　地下1地上7階建） １９９７／０６ 耐震補強+増築 　　【改築】90/03，93/03 横浜市

松島クリニック 新築 ２,６６０ ㎡ ２００４／０７ 大腸健診クリニック，有床から無床に 竹中工務店 神奈川県

改築 　（ ＲＣ　地下1地上5階建） 【新築】1987/08　【改築】1999/03 横浜市

松島ランドマーククリニック 改修 　３７５ ㎡ ２００５／０８ 大腸健診クリニック，婦人専門に転換 大成建設 神奈川県

（ビル診） （超高層ビル内７F） 横浜市

 社会医療法人財団　石心会 川崎幸病院 新築 　５,６２０ ㎡ １９９９／０３ 203床，【新築】1973/03　【増築】1979/06 清水建設 神奈川県

 医療法人社団　東京石心会 増改築 　（ＲＣ４＋Ｓ３階建） 【増築】1984/06　【改築】1999/03 川崎市

川崎幸病院（移転） 基本計画 　　20,015㎡ ２００６～ プロポーザル、行政などの基本設計

川崎幸クリニック 新築 　２,５５０ ㎡ １９９８／０７ 無床，免震構造 清水建設 神奈川県

改修 （ＲＣ　6階建） ２０１０／０７ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ・心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ移転 川崎市

川崎クリニック 新築 　３,２１０ ㎡ １９９２／０３ 総合健診，人工透析１０４床 北野建設 神奈川県

　（ＲＣ　地下1地上6階建） 川崎市

川崎クリニック移転改修 改修 　３,４８３．７３ ㎡ ２０１６／０８ 人工透析１１３床　及び　外来クリニック 飛島建設 神奈川県

                      +ビル診 （高層ビル内5～8F） 【移転改修】2013/03　【増床】2016/08 樋口建設 川崎市

コーラルビル 新築 　７５３ ㎡ ２０１６／０９ 本社ビル 増岡組 神奈川県

　（ＲＣ　地上7階建） 川崎市

さいわい保育園 新築 　４９８ ㎡ ２０１４／０２ 保育園，収容人数８０名程度 増岡組 神奈川県

　（ＲＣ　地上3階建） 川崎市

川崎健診クリニック 改修 　７２１．７８ ㎡ ２０１２／１２ 健診クリニック 飛島建設 神奈川県

（移転改修、ビル診） （高層ビル内7～8F） 川崎市

アルファメディッククリニック 改修 　１,１９４．６０ ㎡ ２００６／０４ 人間ドックセンター 山洋工業 神奈川県

（ビル診） （高層ビル内8F） 川崎市

鹿島田クリニック 改修 3F　 　７６８．９６ ㎡ ２００４／０４ 診療所＋婦人科専門外来， 山洋工業 神奈川県

（ビル診） 改修 4F　１,４３２．３７ ㎡ 人工透析１０２床， 【改修】2008/01 川崎市

埼玉石心会病院 新築 　８,３００ ㎡ １９９７／０２ 349床 埼玉県

増改築 （ＲＣ　５階建） 【新築】1983/06　【増改築】1997/02 狭山市

埼玉石心会病院（移転） 基本計画 　３５,015㎡ ２０１３～ 増床計画申請に伴う基本設計

石心会狭山病院中央棟 新築 　５０６．１３ ㎡ ２００９／０２ 病院事務棟 トーヨー建設 埼玉県

（Ｓ　３階建） 狭山市

石心会地域ケアセンター 新築 　２９８．００ ㎡ ２００７／０６ 病院事務棟 鹿島建設 埼玉県

（Ｓ　2階建） （地域支援センター・在宅看護支援） 狭山市

さやま総合クリニック 新築 　５,３３８ ㎡ ２００３／０１ 総合クリニック，健診センター 鹿島建設 埼玉県

（ＲＣ　５階建） 狭山市

さやま健診センター（改修） 改修 　１,０３１．５０ ㎡ ２００９／０４ 健診センター 鹿島建設 埼玉県

（総合クリニック内4F） 狭山市

さやま第2保育室 新築    ３６０ ㎡ ２０１７／０９ 保育園。収容人数６０名程度 フジタ 埼玉県

　 　（Ｓ　平屋建） 狭山市

さやま地域ケアクリニック透析室 改修 　６００ ㎡ ２０１８／０６ 既存病院改修、透析室開設 フジタ 埼玉県

（既存病院1階部分改修） 狭山市

立川新緑クリニック 改修 　１５０ ㎡ ２０１１／０３ ＭＲＩ室、診察室改修 樋口建設 東京都

（部分改修） 【増築】車寄せ2017/07 立川市

昭島腎クリニック 新築 　１,７１０ ㎡ １９９７／０８ 人工透析６６床 トーヨー建設 東京都

（ＲＣ　２階建） 昭島市

※1　１９８１年（昭和５６年）以降に最終業務を完了した，医療福祉施設に限り掲載しています。
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 医療法人社団　相和会 渕野辺総合病院 新築   １３,９０２ ㎡　増築 ４,２５２ ㎡ １９９４／０２ 健診センター建替，回復リハ病棟新設 大成建設 神奈川県

新緑脳神経外科 新築   １,２３７ ㎡  増築 ２４１ ㎡ ２００７／０５ 診療所，脳ドック，サイバーナイフセンター 五洋建設 神奈川県

増築 　（ＲＣ　地上３地下１階建） 【新築】2003/06 横浜市

 社会福祉法人　石心福祉会 特別養護老人ホームオリーブ 新築 　４,３５０ ㎡（ＲＣ　３階建） ２０００／０１ 全室個室，デイサービスセンター 前田建設 埼玉県

　　　　〃　　　　　　　　（増築） 基本計画 ２，１８４㎡ ２０１３ 狭山市

 医療法人鶴見会 さいわい鶴見病院 改修 ６００ ㎡ ２０１７／０１ 病棟改修、リハ室新設 樋口建設 神奈川県

（ＲＣ　４階建） 横浜市

 社会医療法人社団　尚篤会 赤心堂病院 新築 　８,０９０　㎡ １９９１／０４ 【新築】1974/08　【改築】1991/04 飛島建設 埼玉県

１９８床 改築 　（ＳＲＣ 地下１地上９階建） 【改修】オペ室など2012/05 川越市

【耐震改修】2017/12

【改修】1階受付など2018/03

赤心堂総合健診センター 改修 　　　６８０　㎡ １９８９／０７ 総合健診施設 埼玉県

（ビル診） （８階建ビル内４～５F） 川越市

赤心クリニック 新築 ３,３４８ ㎡ ２００１／０７ 診療所，人工透析１００床 北野建設 埼玉県

（Ｓ　６階） 飛島建設 川越市

上福岡腎クリニック  （ビル診） 改修 　　４５６ ㎡ 2006／０３ 人工透析３８床，移転 飛島建設 埼玉県

富士見野市

 新潟県大和町 大和医療福祉センター 新築 １６,０４０　㎡ １９９４／０３ 一般161床，療養38床 戸田建設 新潟県

（ゆきぐに大和総合病院 増改築 （ＲＣ　４階建ほか） 【新築】特養1975/09，病院1976/03 南魚沼市

＋特別養護老人ホーム) 【増改築】83/02，86/12，89/08，94/03

 社会医療法人社団　陽正会 寺岡記念病院 新築 １４,１５０　㎡ １９９６／１０ 【新築】1979/03　【建替】1981/03 清水建設 広島県

一般２１１床，療養５２床 増改築 （ＲＣ　５階建ほか） 【増改築】1986/12，1988/03，1996/10 新市町

 特定医療法人　芳香会 唐津第一病院 新築 　４,０２０　㎡ １９８５／０７ 移転建て替え 西松建設 佐賀県

（ＲＣ　６階建） 内科，外科，整形外科，歯科ほか 唐津市

老人保健施設セントポーリア 新築 　３,１５０　㎡ １９９４／０２ 老人ホーム 西松建設 佐賀県

（ＲＣ　２階建） 唐津市

 その他 朋進会　笠間クリニック 改修 ７８７．２０㎡ ２０１４／０６ 透析クリニック＋外来クリニック 横浜市

小文字病院 新築 　６,８７０　㎡ １９８１／０３ ２２９床 福岡県

　（ＲＣ　地下１地上７階建） 北九州市

天心堂へつぎ病院 新築 ４,７００　㎡ １９８１／０８ １７３床　　内科，外科，整形外科， 大分県

　（ＲＣ　地下１地上５階建） 脳外科，小児科，泌尿器科，眼科，耳鼻科 大分市

真島医院 新築 　　２３０　㎡ １９８６／１２ 内科 神奈川県

（Ｓ　２階建） 相模原市

鈴木内科クリニック 新築 　　５８０　㎡ １９８９／０３ クリニックビル，内科 神奈川県

（ＲＣ　５階建） 横浜市

内藤病院 新築 　２,１２０　㎡ １９８９／１１ 内科，外科 岩本組 東京都

（ＲＣ　３階建ほか） 渋谷区

小磯クリニック 新築 　１,６４０　㎡ １９９０／０３ クリニック＋マンション 東京都

（ＲＣ　６）階建 内科，小児科 八王子市

森田クリニック 新築 　　９４０　㎡ １９９０／０３ 内科，外科，小児科 平岩建設 埼玉県

　（ＲＣ　地下１地上２階建） 狭山市

アルコタワークリニック 改修 　　５７０　㎡ １９９１／０８ 内科，大腸健診 東京都

（ビル診） （高層ビル内１２F） 目黒区

ランドマーク 改修 　　２２０　㎡ １９９３／０６ 脳ドック 三菱地所 神奈川県

横浜国際クリニック（ビル診）　 （高層ビル内７F） 横浜市

大岡医院 新築 　　７５０　㎡ １９９６／０６ 内科 神奈川県

（ＲＣ　５階建） 横浜市

高野眼科医院 新築 　　９４０　㎡ １９９８／１０ 眼科 時田工務店 埼玉県

（ＲＣ　３階建） 熊谷市

萌気園二日町診療所 新築 　　９８０　㎡ １９９９／０３ 内科，デイケア 新潟県

（Ｓ　２階建） 六日町

ねぎし内科診療所 改修 　１９４．５１　㎡ ２００６／１２ 診療所 東京都

（ビル診） （ビル内5F） 内科，心療内科，血液，感染症，エイズ 新宿区

医療法人永光会 改修 　７０３．７０　㎡ ２００８／０８ 人工透析28床 神奈川県

　相模原クリニック　（ビル診） （ビル内1～2F） 相模原市
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