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2022 大阪母子医療センターRI室改修工事 大阪府

大阪府済生会中津医療福祉センター大淀南医療福祉総合施設新築工事 大阪府

揖保川病院増改築工事 兵庫県

川西市立総合医療センター整備事業 兵庫県

医療法人社団仁風会青木病院新築工事 広島県

加古川エルザ動物医療センター新築工事 兵庫県

医療法人社団西山記念病院新築工事 香川県

京都動物高度医療センター新築工事 京都府

2021 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター４FNICU部分改修手術室増室整備工事 兵庫県

中河内救命救急センター改修工事 大阪府

八尾徳洲会病院手術室部門改修HYBRID室整備工事 大阪府

神戸市北区医師会館移転新築工事 兵庫県

市立長浜病院大規模改修工事 滋賀県

宮之阪・有澤総合病院新築工事 大阪府

東近江蒲生医療センターがん診療棟増築工事 滋賀県

川島病院　新築工事 徳島県

大阪労災病院新棟その他建築工事 大阪府

大阪国際がんセンターPET増設工事 大阪府

非破壊検査株式会社 熊取工場・事務所 大阪府

社会医療法人三栄会ツカザキ病院 西館増築工事　 兵庫県

城南多胡病院移転新築工事 兵庫県

サポートハウスココロネ住吉新築工事 兵庫県

2020 清恵会病院検診センター改装工事 大阪府

（仮称）宮野病院移転新築工事 香川県

尾鍋外科病院移転新築工事 広島県

岡記念病院新築工事 大阪府

順心神戸病院 兵庫県

淀川平成病院 大阪府

神戸大学（名谷）総合研究棟 兵庫県

大阪市立大学医学部附属病院B1階（初診2CT室） 大阪府

河西田村病院新築工事 和歌山県

神戸常盤大学8号館新築 兵庫県

田辺中央病院新館新築工事 京都府

島根大学PET-CT検査室改修工事 島根県

奈良県西和医療センター仮設CT室 奈良県

守山市民病院新館建設 滋賀県

中之島いわき病院 大阪府

（仮称）医真会 八尾リハビリテーション病院建設工事 大阪府

長岡京病院新病棟開発 京都府

新生十全会 京都又岡病院増 京都府

福岡大学病院 福岡県

感染症ER新築工事に伴うCT室内装工事 滋賀県

関西医科大学総合医療センター本館地下1階歯科口腔外科新築工事 大阪府

市立長浜病院ヘルスケア研究センター改修工事 滋賀県

（仮称）医療法人道仁会 道仁病院移転新築工事 大阪府

2019 医療法人みどり 中村病院拡充工事 大阪府

社会福祉法人光生会（仮称）障がい者支援施設 岸和田光生医護園新築工事 大阪府

広島県環境保健協会健康クリニック改修工事 広島県

奈良県立医科大学附属病院C棟１F IVR室改修工事 奈良県

大阪大学（吹田）医学部附属病院外来・中診棟４F手術室他改修工事（３期） 大阪府

（仮称）新神戸メディカルビレッジ計画 兵庫県

新甲南病院建設工事 兵庫県

市立東大阪医療センターICU改修・ハイブリッド手術室新設他改修工事 大阪府

医療法人青山会 西条中央病院建替工事 広島県

京都民医連中央病院建設工事 京都府

兵庫県立西宮病院 兵庫県

（仮称）小野長寿の郷新築工事 兵庫県

和友田町四丁目再開発新築工事 和歌山県

大阪急性期総合医療センター 大阪府

草津総合病院 滋賀県

村上記念病院 愛媛県

大阪国際がんセンター地下1階リニアック室増設工事 大阪府

神戸・順天健診センター新築工事 兵庫県

医療法人 誠祐記念病院 和歌山県

（仮称）倉敷平成病院増改築計画 岡山県

神戸ゆうこう病院建替 兵庫県

大阪市立大学附属病院第63検査室改修工事 大阪府

旧芦屋セントマリア病院大規模修繕工事 兵庫県
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2018 国立病院機構柳井医療センター外来管理棟新築整備工事 山口県

新倉敷メディカルスクエア新築工事 岡山県

岡山済生会総合病院付属外来センター整備工事 岡山県

島根県立中央病院4階手術センター整備工事 島根県

芦屋セントマリア病院新築工事 兵庫県

京丹後市立弥栄病院改築整備等工事 京都府

市立福知山市民病院リニアック棟建設工事 京都府

社会医療法人　川島会邸新築工事 徳島県

新大阪駅前クリニック新築工事 大阪府

療育福祉センター・中央児童相談所改築北棟建築主体工事 高知県

疋田町クリニック新築工事 奈良県

緑ヶ丘病院再整備事業 徳島県

香里ヶ丘有恵会病院　移転新築工事 大阪府

関西BNCT医療センター建設工事 大阪府

国立循環器病研究センター移転建替整備事業 大阪府

(仮称）友紘会総合病院移転新築工事 大阪府

医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院 大阪府

社会医療法人　恩賜財団　済生会吹田医療福祉センター 大阪府

関電病院B1Fレイアウト変更工事 大阪府

㈱三菱東京UFJ銀行大阪ビル建替工事 大阪府

東徳島医療センターMRI室改修工事 徳島県

2017 県立光風病院検査棟外建築工事 兵庫県
泉佐野・りんくう永山病院新築工事 大阪府
済生会吹田病院アンギオ室設置工事 大阪府
中河内救命救急センター改修工事 大阪府
医療法人社団 池田外科医院医療設備工事 香川県
久野病院増築工事 京都府
KAJV洲本総合庁舎建築改装工事 兵庫県
医療法人千寿会道後温泉病院建設工事 愛媛県
岡山済生会病院改修工事 岡山県
京丹後市立弥栄病院改築整備等工事 京都府
姫路赤十字病院診療棟増築工事 兵庫県
天王寺脳神経外科クリニック新装工事 大阪府
三井化学㈱大阪工場AN廃触媒第２倉庫建設工事 大阪府
浜田医療センターCT室等改修整備工事 広島県
石岡循環器科脳神経外科病院MRI室改修工事 茨城県
医療法人有恵会香里ケ丘有恵会病院移転新築工事に伴う放射線防護工事 大阪府
医療法人藤井会香芝生喜病院新築工事 奈良県
関西BNCT医療センター建設工事 大阪府
医療法人仁徳会　森下病院建設工事 岡山県
松江赤十字病院改修工事 島根県
三田市民病院改修工事 兵庫県
広島大学病院1階改修工事 広島県

2016 独立行政法人国立病院機構福山医療センター外来管理棟等建替整備工事
愛仁会千船病院移転新築工事 大阪府
大田記念病院新外来棟増築工事 広島県
永広会島田病院建替え工事及び改修工事 大阪府
関西医科大学附属滝井病院新築・整備工事 大阪府
福山リハビリテーション病院新築工事 広島県
譜久山病院移転新築工事 兵庫県
（仮称）京丹後市峰山整形外科内科新築工事 京都府
春日野会病院建替 兵庫県
PL病院低層棟西館増築工事 大阪府

2016 （仮称）室井診療所新築工事 兵庫県
吉田病院２階血管撮影室５F更衣室改修工事 大阪府
辻外科リハビリテーション病院 大阪府
出雲（26）庁舎新設等建築その他工事 島根県
医療法人桂信会 羽原病院新築工事 大阪府
テクノス三原㈱梁事務所改装工事 広島県
療育福祉センター中央児童相談所改築南棟建築主体工事 高知県
大阪府守口保健所移転改修工事 大阪府
山口大学医学部附属病院 山口県

2015 京都府立舞鶴こども療育センター及び京都府立舞鶴支援学校行永分校校舎新築工事 京都府
大阪府立成人病センター整備事業 大阪府
たちばな会西岡病院有田新棟他増築工事 和歌山県
小豆島中央病院新築工事 香川県
近森病院リハビリテーション病院新築工事 高知県
市立長浜病院診療支援棟増築工事 滋賀県
川崎医科大学附属川崎病院新設工事 岡山県
岡山済生会国体町新病院新築工事 岡山県
豊中緑ヶ丘病院新築工事 大阪府
済生会山口地域ケアセンター湯田温泉病院・保育所新築工事 山口県
独立行政法人国立病院機構福山医療センター外来管理棟等建替整備工事 広島県
三田ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院新築工事 兵庫県
医療法人東浩会石川病院新築工事 和歌山県
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2014 関西労災病院放射線棟増築 大阪府

総合医療センターIGRT室設置及び救急病棟等改修 大阪府
明石医療センター増改築工事 兵庫県
岸和田徳洲会病院 大阪府
宇治徳洲会病院移転新築工事 京都府
阿知須共立病院移転新築工事 山口県
総合病院福島生協病院新築移転工事 広島県
山陰労災病院第２放射線棟その他整備工事 鳥取県
広島赤十字原爆病院新築工事 広島県
奈良済生会 中和病院東館 奈良県
ほうせんか病院新築工事 大阪府
NTT大阪病院地下１階アンギオ撮影室改修工事 大阪府
邦和病院新病院新築工事に伴うX線防護工事 大阪府
白鷺病院本院増築及び改修工事 大阪府
（仮称）梅田病院北館建替工事 山口県

2013 三浦マシン新工場新築工事 愛媛県
大阪駅北地区先行開発区域プロジェクトの内Bブロック新築工事 大阪府
電源開発㈱橘湾火力発電所放射線保管庫設置工事 徳島県
香川県立中央病院建築工事 香川県
北播磨総合医療センター新築工事 兵庫県
寝屋川生野病院新築工事 大阪府
滋賀保健研究センター新築工事 滋賀県
ポートアイランドリハビリテーション病院新築工事 兵庫県
兵庫県予防医学協会新館新築工事 兵庫県
京都地域医療学際研究所がくさい病院新築工事 京都府
洛和会丸太町病院移転新築工事 京都府
（仮称）愛仁会 尼崎健診センター改修工事 兵庫県
滋ニプロ研究施設２期工事 滋賀県
大阪大学（吹田）最先端医療融合イノベーションセンター新営その他工事 大阪府
神戸大学医学部附属病院CT室装置導入に伴う改修工事 兵庫県
明石回生病院建替工事 兵庫県
セントラルシティ病院新築工事 岡山県

2012 滋賀医科大学病院改修工事 滋賀県
名手病院リニューアル工事 和歌山県
身原病院改築工事 京都府
下鴨病院 京都府
高陵病院改築工事 高知県
海南市民病院移転新築工事 和歌山県
明石はくほう会病院新築工事 兵庫県
姫路医療センターPET-CT 室改修整備工事 兵庫県
川崎病院増改築工事 兵庫県
黒川病院改築工事 山口県
近森病院新館耐震補強・改修工事 高知県
中村病院移転新築工事 大阪府
（仮称）大阪北地区先行開発区域プロジェクトBブロック新築工事 大阪府
高石藤井ハートセンター新築工事 大阪府
第一東和会病院増築工事 大阪府
京都大学桂総合研究棟Ⅲ(物理系)等施設整備 京都府
聖授会フェスティバルタワークリニック開設工事 大阪府
城山病院改修工事 大阪府

2011 大阪大学免疫学フロンティア研究センター 大阪府
王寺動物病院新築工事 奈良県
天満・松原動物病院新築 大阪府
総合保健福祉施設（金川病院併設）新築工事 岡山県
（仮称）アマニカスビル新築工事 大阪府
井原森本整形外科増築 岡山県
社団法人京都保健会 上原診療所等新築工事 京都府
大阪南医療センター血管連続撮影室改修整備工事 大阪府
広島赤十字原爆病院CT室体外測定室改修工事 広島県
（仮称）烏丸御池女性センター新築工事 京都府
島根大学（医病）病棟新営その他工事 島根県
（仮称）親友会ビル新築工事 京都府
西宮敬愛会病院新築工事 兵庫県
倉敷成人病検診センター３階改修工事 岡山県
八尾新井クリニック 大阪府
岡山大学病院CT室操作室改修工事 岡山県
藍の都脳神経外科病院移転新築工事 大阪府
マツダ病院 広島県
広島西医療センター外来管理診療棟等更新整備準備工事 広島県
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2010 京都府歯科医師会診療所 京都府

大阪大学（医）共同研究棟解剖実習室等改修工事 大阪府
大阪大学（医）ＲＩ実験施設改修工事 大阪府
（仮称）山根動物病院新築工事 鳥取県
立命館大学BKCスポーツ健康学部他新棟新築工事 滋賀県
姫路医療センターリニアック室改修整備工事 兵庫県
大阪大学附属病院 大阪府
岸和田盈進会病院手術室改修工事 大阪府
滋賀医科大学中央診療棟外来棟改修その他工事 滋賀県
大阪市立大学医学部附属病院 大阪府
神戸市立医療センター中央市民病院新築工事 兵庫県
一宮市民病院本館立替工事 愛知県
愛仁会千船病院機能拡充計画 大阪府
王子回生病院移転新築工事 兵庫県
草加病院増築工事 岡山県
曽爾村国民健康保険診療所改築工事 奈良県
左京区総合庁舎整備 京都府

2009 香川県立白鳥病院改築工事 香川県
伏見総合庁舎整備事業 京都府
西宮協立脳神経外科病院増築工事 兵庫県
福島健康管理センター 大阪府
倉敷中央病院新３棟新築工事 岡山県
吉田病院新館建設工事 大阪府
川崎医科大学附属病院新棟増築工事 岡山県
ＩＶＦ大阪新クリニック 大阪府
洛和会　音羽記念病院改修工事 京都府
大阪大学（医）共同研究棟改修工事 大阪府
姫路医療センターリニアック室改修整備工事 兵庫県
立命館大学 滋賀県
大樹会 回生病院新築工事 香川県
鳥取大学（医病）放射線治療棟新鋭 鳥取県
愛仁会千船改修 大阪府
東可児病院 岐阜県
磐田市立総合病院 静岡県
三慧会 大阪クリニック 大阪府
倉敷中央病院新３棟新築工事 岡山県
吉田病院新館建設工事 大阪府
洛和会音羽記念病院改修工事 京都府

2008 淀川区役所・淀川屋内プール建設工事 大阪府
服部病院検査棟増築工事 兵庫県
東長原病院建替工事 大阪府
あそか診療所 京都府
福山循環器病院移転新築工事 広島県
皐月病院新築工事 大阪府
アイワ病院増築工事 兵庫県
尼崎中央病院改修 兵庫県
川崎大学本館棟改修工事 岡山県
誠佑記念病院増築 和歌山県
佐藤医院新築 香川県
紀和病院外来棟新築工事 和歌山県
（仮称）総合クリニック新築工事 兵庫県
若弘会 若草第一病院北館 大阪府
大阪労災病院 第2.3.4Ｘ線撮影室改修工事 大阪府
東朋八尾病院新築工事 大阪府
神鋼加古川病院第2血管造影室新設工事 兵庫県
うずまさ診療所増築 京都府
ほくとクリニック病院新築 大阪府
口腔保健センター改修工事 兵庫県

2007 ＮＴＴ大阪病院総合健診センター改修工事 大阪府
福島ＰＥＴ健診施設新築工事 大阪府
大阪労災心血管撮影室拡張工事 大阪府
阪本病院南館増築 香川県
松本ホームメディカルクリニック新築工事 兵庫県
松永病院新築工事 徳島県
米子東病院ＣＴ室新設工事 鳥取県
青洲会アイワ病院増築 兵庫県
今里ハートクリニック新築工事 大阪府
国立病院機構浜田医療センターＣＴ室改修整備工事 島根県
広島大学（病）第一中央診療棟 広島県
鳥取大学（医病）ＲＩ診療棟改修工事 鳥取県
島根県立中央病院 島根県
蘇生会病院 京都府
登美が丘画像診断クリニック新築工事 奈良県
ノバリス放射線治療クリニック新築工事 大阪府



＜近畿・中国・四国地区＞

年 工事名称 地 区
2006 彦坂病院建設工事 兵庫県

（仮称）宝塚市中筋プロジェクト 兵庫県
城山病院新築工事 大阪府
山路病院新築工事 大阪府
高槻赤十字病院 大阪府
三上クリニック新築工事 広島県
関電病院ＭＲ室新設 大阪府
倫生会みどり病院増改築工事 兵庫県
桜橋渡辺病院改修工事 大阪府
草津ハートセンターＣＴ室増設工事 滋賀県
生野区ＰＲＯＪＥＣＴ新築工事 大阪府
郡家診療所新築工事 大阪府
市立奈良病院リニアック棟増築工事 奈良県
川崎医科大学附属病院 岡山県
神鋼加古川病院ＲＩ棟外来棟増築工事 兵庫県
天理よろず相談所本館改修工事 奈良県
東広島医療センター 広島県
岡山大学医学部附属病院 岡山県
岡本第二病院 岡山県

2005 愛染橋病院 大阪府
いぶきの病院新築工事 大阪府
宮本脳神経外科クリニック 大阪府
谷口病院新館建設工事 岡山県
奈良小南病院介護老人保健施設新築工事 奈良県
飯島クリニック７Ｆ新築工事 大阪府
湯原温泉病院移転建設工事 岡山県
京阪病院改修工事 大阪府
守口敬任会病院増改築工事 大阪府
奈良駅前診療所 奈良県
畷生会脳神経外科病院新築 大阪府
市立奈良病院外来診療棟等整備 奈良県
広島平和クリニック新築工事 広島県
F.GRASSﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ新築工事 大阪府
国保日高総合病院救急・手術棟増築 和歌山県
聖バルナバ病院新築工事 大阪府
神戸新事業創出型事業施設建築工事 兵庫県
国立病院四国がんセンター整備第三期工事 愛媛県
滋賀ハートセンター新築工事 滋賀県
国立病院機構刀根山病院MRI室改修 大阪府
阪南医療生協医療介護複合施設新築工事 大阪府
国立高知大学PETセンター 高知県

2004 赤穂中央病院 岡山県
東住吉森本病院 大阪府
国立京都病院 京都府
小阪病院新築工事 大阪府
新須磨病院改修工事 兵庫県
中国中央病院建設工事 広島県
たかの橋中央病院増築工事 広島県
吉田病院増築工事 奈良県
亀井病院新築工事 徳島県
京都工場保健会改修工事 京都府
大阪暁明館病院 大阪府
府中病院改修工事 大阪府
扶桑化学工業福知山工場 京都府
宇治黄檗病院 京都府
生野区役所生野保健センター建設工事 大阪府
協立病院改修工事 兵庫県
多田メディカルビル新築工事 大阪府
津山第一病院 岡山県
岡村一心堂病院増改築工事（１期工事） 岡山県
国立新病院 奈良県

2003 済生会御所病院増築工事 大阪府
新うえに診療所新築工事 大阪府
済生会今治病院 愛媛県
守口医療ビル内装工事 大阪府
田村邸新築工事 大阪府
こまつ診療所 大阪府
近畿中央病院増築工事 大阪府
倉敷成人病センター 岡山県
東住吉森本リハビリテーション病院 大阪府
住之江クリニック新築工事 大阪府
同志社大学新館工事 京都府
松倉病院新築工事 大阪府
白浜小南病院 和歌山県
新須磨病院ガンマナイフ室改修工事 兵庫県
蘇生会サイバーナイフ棟新築 兵庫県
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年 工事名称 地 区
2002 京都桂病院 京都府

国立滋賀病院 滋賀県
㈱大阪ボイラー製作所Ｘ線室設置工事 大阪府
中央急病診療所建設工事 大阪府
済生会御所病院 奈良県
済生会今治病院 愛媛県
京都警察病院北館改築工事 京都府
日の出診療所 奈良県
公立梁瀬病院増改築整備工事 兵庫県

2002 京都市北区総合庁舎整備工事 京都府
高井病院ガンマナイフ室改修工事 奈良県
新うえに生協診療所新築工事 大阪府
大和高田市民病院旧館改造工事 奈良県
西大寺駅前ビル工事 奈良県
咲花病院増築工事 大阪府
豊郷病院 滋賀県
真星病院東棟増築工事 兵庫県
熊山町立病院改修 岡山県
おおたクリニック新築工事 広島県
ユタカクリニック新築工事 大阪府
松下診療所新築工事 大阪府
今里胃腸病院新築工事 大阪府
松倉病院新築工事 奈良県
小阪病院新築工事 大阪府
西中介護老人保険施設 大阪府

2001 昭和病院改修工事 兵庫県
千種町診療所 兵庫県
富永病院 大阪府
（仮称）池谷ビル新築工事 大阪府
新あぞの病院新築工事 高知県
米原町保健センター新築工事 滋賀県
オケタ整形外科新築工事 奈良県
渡辺産婦人科 大阪府
本多医院改修工事 滋賀県
竹中クリニック 大阪府
国立循環器病センター 大阪府
松井クリニック 大阪府
住吉川病院１階Ｘ線室改修工事　 兵庫県
横山耳鼻科 兵庫県
福田整形外科 兵庫県
公文病院改修工事 兵庫県

2000 ＮＨK大阪新放送会館建設工事他 大阪府
さわ病院A病棟改造工事 大阪府
都島医療ビル４Ｆ内装工事 大阪府
立花南公共公益施設内装工事 兵庫県
沿西シミズ病院 京都府
湖東記念病院新築工事 滋賀県
高島病院新館増築工事 鳥取県
粒子線治療センター病院新築工事 兵庫県
水島協同病院ＣＴ室改修工事 岡山県
新須磨病院ガンマナイフ室 兵庫県
シミズ病院改修工事 京都府
町立三好病院 愛知県
東部脳神経外科病院増築工事 岡山県
姫路中央病院ガンマナイフ室 兵庫県
留守眼科 大阪府
国立大阪病院 大阪府
こだま病院 大阪府


