
＜九州地区＞
年 工 事 名 称 地 区

2022 博多区新庁舎整備等事業（新庁舎整備事業） 福岡県

医療法人　同愛会　サンテ溝上病院 佐賀県

若久病院リファイニング工事 福岡県

（仮称）福岡市青果市場跡地活用事業 43011区画-（仮）ららぽーと福岡歯科クリニック 福岡県

がんこクリニック様ららぽーと福岡店　新装工事
2021 医療法人同愛会　副島病院　透視室・CT室　改修工事 佐賀県

回生会　堤病院改修工事 熊本県
京町台クリニック 熊本県
公立学校共済組合　九州中央病院　 血管造影室改修工事 福岡県
医療法人八重瀬会　同仁病院増築工事 沖縄県
（仮称）福岡市室見消化器内科新装工事 福岡県
地方独立行政法人くらて病院新築工事 福岡県
佐賀大学（鍋島１）医病RI治療棟等SPECT-CT室他　改修工事 佐賀県
小倉第一病院移転新築工事 福岡県
九州大学総合研究棟改修その他工事 福岡県

2020 佐世保市総合医療センター　透視室　1,2改修工事 長崎県
福岡整形外科病院　CT室改修工事 福岡県
保田窪整形外科病院院新築工事 熊本県
医療法人　諸隈病院新築工事 佐賀県
七山診療所庁舎内移動に伴う診療所改修建築工事 佐賀県
山口県済生会下関総合病院改修工事 山口県
(仮称)名子介護医療院新築工事 福岡県
医療法人　誠晴會　納富病院改修工事 佐賀県

2019 目達原整形外科ＭＲＩ室シールド工事 佐賀県
にしはらクリニック下関シーモール5階新装工事 福岡県
医療法人仁徳会今村病院ＣＴ室改修工事 佐賀県
医療法人真栄会新村病院増築計画（仮称） 鹿児島県
済生会福岡総合病院　B2F PET-CT室改修工事 福岡県
JCHO九州病院　ハイブリッド手術室改修整備工事 福岡県
九州医療センター救命救急センター増改修等整備工事 福岡県
春光会記念病院新築工事 宮崎県
植村病院ＣＴ室新設工事 鹿児島県
八代市民病院仮設外来診療棟賃貸借　内部改修工事 熊本県
医療法人社団心和会　宮古島プロジェクト 沖縄県
（仮称）聖ヨハネ病院　新築工事 福岡県

2018 小島医院新築工事 福岡県
特別養護老人ホームたんたん新築工事 福岡県
小林病院　病棟･診療棟建替工事 熊本県
九州大学（伊都）文系実験施設棟新営その他工事 福岡県
岩尾整形外科病院建替計画 大分県
江口病院移転新築工事 佐賀県
林クリニック改修工事 広島県
西川整形外科・デイケア新築工事 佐賀県
新行橋病院院改修工事 福岡県
医療法人社団天翠会　松井病院新築工事 福岡県

2017 かみだ脳神経外科クリニック新築工事 大分県
大分医療センター体外測定室改修工事 大分県
済生会福岡総合病院リニアック室工事 福岡県
医療法人原三信病院生理検査室改修工事 福岡県
九品寺プロジェクト新築工事 熊本県
国立指宿医療センター病棟等建替整備工事 鹿児島県
高野会高野病院移転新築工事 熊本県
飯塚記念病院透析棟新築工事 福岡県
医療法人相生会福岡みらい病院増設工事 福岡県
慈愛会今村病院急性期総合型病院増築工事 鹿児島県
博多ひざスポーツクリニック新築工事 福岡県
佐賀県立病院好生館跡地４団体複合施設新築工事 佐賀県

2016 アイン薬局医療モール 福岡県
ＢｉＶｉ福岡クリニック工事 福岡県
中部徳洲会病院新築移転工事 沖縄県
りゅうとう奥武山診療所兼店舗工事 沖縄県
大分県立病院 大分県
高森整形外科・内科・歯科新築工事 福岡県
国立東佐賀病院ＣＴ室改修工事 佐賀県
九州造形短期大学新築工事 福岡県
(仮称）大石脳神経外科クリニック新築工事 福岡県
周船寺脳神経外科新築工事 福岡県
桂川腎クリニック新築工事 福岡県
（仮称）藤崎Ｈ1ビル新築工事 福岡県
美鈴の杜クリニック新築工事 福岡県
桜十字博多駅健診センター新築工事 福岡県



＜九州地区＞
年 工 事 名 称 地 区

2015 福岡銀行薬院ﾋﾞﾙ復旧管理工事 福岡県
（仮称）二日市徳洲会病院建替新築工事 福岡県
三国ヶ丘ファミリークリニック新築工事 福岡県
大分大学病院ＰＥＴ－ＣＴ室工事 大分県
医療法人社団シマダ嶋田病院Ⅱ期工事 福岡県
医療法人至誠会　至誠会病院新築工事 佐賀県
スモールツリーズプロジェクト菅原病院新築工事 福岡県
皿山２丁目プロジェクト新築工事 福岡県
唐津赤十字病院移転新築工事 佐賀県
武蔵ケ丘病院建替工事 熊本県
五島中央病院改修工事 長崎県
新別府病院 新病棟新築その他工事 大分県
佐賀健診センター新築工事 佐賀県
はかた晴天ビル新築工事 福岡県
ＪＲ九州ＲＩ検査室改良工事 福岡県
広島県立病院 広島県

2014 要援護者等屋内退避施設確保事業原子力災害対策施設整備（建築）工事（寄田工区） 鹿児島県
豊築メディカルセンター 福岡県
阿蘇市国民健康保険阿蘇中央病院建設事業 熊本県
今村病院新外来棟建設工事 佐賀県
九州大学（伊都）ＲＩ総合センター新営その他工事 福岡県
福岡記念クリニック 福岡県
医療法人社団シマダ嶋田病院Ⅰ期工事 福岡県
鹿児島赤十字病院改築工事 鹿児島県
（仮称）医療法人博康会　なかむら内科病院新築工事 鹿児島県
うれしのふくだクリニック 佐賀県
（仮称）志田整形外科・リウマチ科クリニック新築工事 福岡県
大分赤十字病院血管造影室改修工事 大分県
陣の内脳神経外科クリニック新築工事 福岡県
佐世保市立総合病院内部改修工事 長崎県

2013 コムシティ改修工事 福岡県
佐世保ＰＥＴ/ＣＴセンター改修工事 長崎県
大分大学ハイブリッド手術室新設工事 大分県
嬉野医療センターＣＴ室改修 佐賀県
竜之介動物医療センター新築工事 熊本県
せとじまクリニック新築工事 佐賀県
九州健康総合センター改修工事 福岡県
川嶌整形外科クリニック新築工事 大分県
内藤病院新築工事 福岡県
梅田病院北館工事 山口県
山王病院リニアック室工事 福岡県
新はこざき公園内科新築工事 福岡県
鹿児島生協病院工事 鹿児島県
健和会　大手町病院 福岡県
健康保険　人吉総合病院ライナック棟２階改修工事 熊本県
長崎医療センター改修工事 長崎県
球磨郡公立多良木病院Ｘ線骨密度測定室改修工事 熊本県
辰元病院Ｘ線ＣＴ室改修工事 宮崎県
高木病院リニアック室改修工事 福岡県
福岡県立粕屋新光園第Ⅰ期改修工事 福岡県
戸畑製作所 福岡県
福岡大学病院本館１階第2ＣＴ室改造工事 福岡県

2012 産業医科大学改修工事 福岡県
鹿児島中央駅前11番街区計画 鹿児島県
菊池医師会病院新築工事 熊本県
つきぐまメディカルモール新築工事 福岡県
にしくまもと病院新築工事 熊本県
曽我病院ＣＴ室改築工事 山口県
済生会福岡総合病院改修工事 福岡県
（仮称）松岡救急クリニック新築工事 鹿児島県
宮崎県立宮崎病院リニアック室改修工事 宮崎県
徳田圭仁邸 福岡県

2011 鹿児島逓信病院模様替工事 鹿児島県
西千石Ｔプロジェクト 鹿児島県
大分大学（医病）ＰＥＴ検査棟新営その他工事 大分県
大橋ごうクリニック 福岡県
日本鋳鍛鋼㈱ライナック更新計画 福岡県
福岡歯科大学口腔医療センター設置工事 福岡県
矢野小動物病院 大分県
ひがし成人・循環器クリニック新築工事 熊本県



＜九州地区＞
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2010 (仮称)岡本病院新築工事 大分県
柳育会　健診センター新築工事 福岡県

2009 厚地記念ｸﾘﾆｯｸ改修 鹿児島県
ｸｵﾗﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院改修 鹿児島県
佐賀大学病院PET－CT室改修 佐賀県
健康保険 諫早総合病院改築 長崎県

2008 清松内科新築工事 大分県
石川クリニック新築工事 福岡県
SUMUCO伊万里SS棟改修工事 佐賀県
小池病院新築工事 佐賀県
熊本医療ｾﾝﾀｰ新築工事 熊本県
佐賀大学（医病）胸部撮影室改修 佐賀県
九州医療ｾﾝﾀｰ血管造影室改修 福岡県
厚地記念ｸﾘﾆｯｸ改修工事 鹿児島県
こが整形外科新築工事 福岡県

2007 広瀬病院新築工事 福岡県
久保山整形外科新築工事 福岡県
熊本市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ新築工事 熊本県
英彦山病院改築工事 福岡県
福島病院増築工事 大分県
佐賀大学（医病）ﾘﾆｱｯｸ室改修工事 佐賀県
那覇基地（18）整備場新設建築工事 沖縄県
まなべ内科･胃腸科新築工事 佐賀県
島内医院新築工事 佐賀県

2006 高島病院改修工事 佐賀県
庄内医院改修工事 宮崎県
森山整形外科新築工事 山口県
白石共立病院増築工事 佐賀県
荒尾保養院新築工事 熊本県
国分（17）隊舎新設建築工事 鹿児島県
原三信病院改修工事 福岡県

2005 築城（17）整備場新設建築 福岡県
江本整形外科新築 福岡県
宇佐高田医師会病院改修 大分県
川島医院新築 福岡県
町立太良病院新築 佐賀県
久留米大学医療ｾﾝﾀｰ増改築 福岡県
新門司病院 福岡県
九州医療ｾﾝﾀｰ心ｶﾃ検査室改修 福岡県
明生病院増築 熊本県

2004 原病院改修 福岡県
熊本放射線外科のﾉﾊﾞﾘｽ棟増築 熊本県
新田原（16）格納庫施設建築 宮崎県
中原内科クリリニック新築 福岡県
駒柵脳神経外科新築 宮崎県

2003 航空自衛隊新田原（14）医務室新設 宮崎県
大口病院新築 鹿児島県
大手町クリニック新築 福岡県
粕屋南病院改修 福岡県
薩南病院ガンマカメラ室改修 鹿児島県
ランダムスクエア21新築 福岡県

2002 堤病院管理棟改修 福岡県
青磁野病院増築工事 熊本県
アクアス２１新築 福岡県
久恒病院新築 福岡県
大分岡病院ｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌｾﾝﾀｰ新築 大分県
鹿児島市立病院リニアック室改修 鹿児島県
九州医療センター改修 福岡県
公立多良木病院改修 熊本県
宮崎病院ｶﾞﾝﾏﾅｲﾌ室増築 長崎県
牧野医院新築 佐賀県

2001 大田黒耳鼻咽喉科新築 福岡県
長浜公園前ビル新築 福岡県
森口クリニック新築 福岡県
原三信病院心カテ室改修 福岡県
徳冨医院新築 佐賀県
五木村へき地診療所新築 熊本県
厚地脳神経外科ｶﾞﾝﾏﾅｲﾌ棟新築 鹿児島県
富士大和温泉病院新築 佐賀県

2000 熊本放射線外科新築工事 熊本県
福岡サイバーナイフ脳神経外科 福岡県
福岡結核予防センター改修 福岡県
千葉内科増築工事 佐賀県
山鹿医院新築工事 鹿児島県
神原クリニック改装工事 福岡県
山本病院新築工事 大分県
新水族館建築工事 沖縄県


