
＜東海・北陸地区＞

年 工事名称 地 区
2022 福井済生会病院　アンギオ室　CT室　歯科改修工事 福井県

中京サテライト改修工事 愛知県

旧阿山支所利活用に伴う福祉医療施設整備工事 三重県

岐阜健康管理センター本部新築工事 岐阜県

医療法人慶睦会　千手堂病院新築工事 岐阜県

藤田医科大学5・6・7号館　大学施設将来計画工事 愛知県

クリニック大倉 愛知県

医療法人静心会　BIGーK３階SPECT装置設置工事 愛知県

岡クリニック 静岡県

静岡リウマチ整形外科リハビリ病院 静岡県

静岡共立クリニック 静岡県

伊賀市立上野総合市民病院手術室改修工事 三重県

富士見台クリニック 静岡県

こうのう内科 愛知県

ゆうとう泌尿器科クリニック 静岡県

国保依田窪病院 長野県

高木整形外科・内科建替工事 愛知県

白津文夫様邸 静岡県

豊川さくら病院 愛知県

桜ヶ丘クリニック 静岡県

メディライフ総合医療クリニック 愛知県

プロジェクト三輪NBC改修工事 長野県

近藤胃腸科 静岡県

2021 上志段味動物病院様新築工事 愛知県
赤池糖尿病内科クリニック新築工事 愛知県
長野県立こども病院 長野県
かとうだいきクリニック新築工事 岐阜県
中京大学豊田キャンパス15号館他改修工事 愛知県

2020 医療法人親愛会大石医院新築工事 愛知県
岡崎市民病院再編改修工事(放射線診療区画建築改修) 愛知県
南谷整形外科新築工事 長野県
新生会クリニック新築工事 愛知県
(仮)久居新町クリニック新築工事 三重県
桑名眼科・脳神経外科内科新築工事 静岡県
袋井メイツクリニック新築工事 静岡県
(仮称)市野メディカルクリニック新築工事 静岡県
上田整形外科 愛知県
(仮)にしはら整形外科新築工事 三重県
聖友脳神経外科クリニック新築工事 静岡県
あいせい紀年病院コロナ対策工事(1階ＣＴ室改修) 愛知県
(仮)稲沢病院新築工事 愛知県
多治見スマートクリニック整形外科・内科 岐阜県

2019 刈谷豊田総合病院高浜分院新築工事 愛知県
偕行会セントラルクリニック新築工事 愛知県
静岡市立静岡病院ＣＴ室改修工事 静岡県
東郷町脳神経外科クリニック 愛知県
豊川メイツクリニック新ＶＡＧ室改修工事 愛知県
伊佐治医院新築工事 岐阜県
浜医院新築工事 愛知県
医療法人吉田病院新病棟建設プロジェクト 愛知県
(仮称)十全オアシスクリニック新築工事 静岡県
たかはらクリニック様邸新築工事 愛知県
豊橋市民病院診療棟改修(Ⅲ期)工事 愛知県
愛知淑徳大学クリニック改修工事 愛知県
金沢循環器 石川県
松波総合病院立体駐車場及びＥＸＴ棟建設工事 岐阜県



＜東海・北陸地区＞

年 工事名称 地 区
2018  医療法人雄久会ひかりヘルスケア医院＆ひかりケアホーム移転新築工事 福井県

北陸予防医学協会富山新築工事 富山県
福井大学（医病）中央診療棟1Ｆ血管撮影室改修工事 福井県
特別養護老人ホーム守山愛の里新築工事 愛知県
医療法人尚豊会みたき総合病院外来棟・渡り廊下新築工事 三重県
豊橋市民病院診療棟救急外来等改修工事 愛知県
岡村記念病院増改築計画 静岡県
医療法人社団志太記念脳神経外科改修工事 静岡県

2017 公立陶生病院新東棟建設工事　放射線防護工事 愛知県
中京大学豊田キャンパス17.18号館改修工事（電波シールド工事） 愛知県
成田記念病院陽子線センター新築工事 愛知県
春日井ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院診療棟新築工事 愛知県
医療法人来光会尾州病院新築工事 愛知県
岩田製作所第2製造棟新築工事（電波シールド工事） 岐阜県
医療法人光寿会多和田医院本館新築工事 愛知県
一般社団法人半田医師会健康管理センター緑ヶ丘支所新築工事 愛知県
ＪＲゲートタワー26Ｆ　毎日ドクター様新設工事 愛知県
医療法人志仁会　三島中央病院増改築工事 静岡県

2016 あいちけんこうクリニック新築工事 愛知県
名古屋南歯科保健医療センター 愛知県
公立陶生病院新東棟建設工事　放射線治療室遮蔽鉄板工事 愛知県
社会福祉法人かなえ福祉会　特別養護老人ホームすないの家千種新築工事 愛知県
医療法人松徳会　松本クリニック新築工事 三重県
豊田加茂医師会館及び、休日救急診療所建替新築工事 愛知県
緑区休日診療所建替新築工事 愛知県
藤田学園脳波室シールド工事 愛知県
名市大桜山教育棟サージトレーニングセンター 愛知県
聖ヨゼフ診療所新築工事 静岡県
刈谷Ｇ＆Ｏ女性健康センター新築工事 愛知県
あいデンタル・メデイカルクリニック新築工事 岐阜県
聖隷三方原病院改修工事 静岡県
刈谷消化器内科新装工事 愛知県

2015 大台宮川メディカルセンター整備事業診療所建設工事 三重県
西知多リハビリテーション病院新築工事 愛知県
越前武生中村病院増改築工事 福井県
岡崎市民病院救急棟建設工事 愛知県
医療法人積善会第二積善病院建設工事 静岡県
福井大学高エネ研PET-MR導入に伴う改修工事 福井県
東部医療センター全身用血管撮影装置改修工事 愛知県
医療法人済衆館病院西館増築工事 愛知県
新都市予防検診センター新築工事 静岡県
JA厚生連長野松代総合病院付属若穂病院乳房検査室設置工事 長野県
佐野医院新築工事 愛知県
あつみ整形外科新築工事 愛知県
岡崎市民病院本棟再編第２期(その２)改修建築工事 愛知県
中濃厚生病院追加工事 岐阜県

2014 信州大学医学部附属病院ＲＩ室改修工事 長野県
高森台病院新築工事 愛知県
ＴＮＣＬＩＮＩＣ新築工事 静岡県
杉の子特別支援学校 三重県
操レディスホスピタル新築工事 岐阜県
名古屋大学医学部附属病院　ハイパーＯＰ室新設工事 愛知県
豊田会刈谷豊田総合病院新２棟新築工事 愛知県
安藤病院増築工事 愛知県
医療法人久居病院増築工事 三重県
ＫＫＣウエルネス津健診クリニック新築工事 三重県
尾張温泉病院リハビリかにえ病院新築工事 愛知県
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年 工事名称 地 区
2013 松崎病院移転新築工事 愛知県

独立行政法人　国立榊原病院ＣＴ室改修工事 三重県
常葉リハビリテーション病院新築工事 静岡県
リコーエレメックス(株)新築工事 愛知県
ＭＯＲＩＡＨ新築工事 三重県
高浜内科検査センター増築工事 愛知県
長谷川病院新築工事 愛知県
東部医療センター血管造影室改修工事 愛知県
聖隷浜松病院リハビリ棟ＣＴ室改修工事 静岡県
グリーンスウォードメディカルセンター新築工事 三重県
医療法人板津胃腸科増築ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 愛知県
社会医療法人財団薫仙会恵寿総合病院新築工事 石川県
医療法人社団愛康会加登病院移転新築工事 石川県
岡崎市民病院新棟建設工事 愛知県
千歳町計画 静岡県
長屋病院増築工事 愛知県
ｻｻﾞﾝﾋﾞｰﾁｻﾃﾗｲﾄ新築工事 愛知県
特定医療法人南知多病院病棟外来棟改修工事　管理棟 愛知県
医療法人友愛会冨婦町友愛温泉病院新築工事 富山県
瀬戸共立クリニックＯＰ改修工事 愛知県

2012 ﾒｲﾄｳﾋｶﾞｼﾔﾏｱﾆﾏﾙｸﾘﾆｯｸ新築工事 愛知県
朝日大学附属村上記念病院東館増築工事 岐阜県
国立病院金沢医療ｾﾝﾀｰ放射線治療棟建替整備工事 石川県
豊橋ﾒｲﾂｸﾘﾆｯｸ新築工事 愛知県
弘遠会すずかけｾﾝﾄﾗﾙ病院新築工事 静岡県
厚生連足助病院改築工事 愛知県
一里山今井ｸﾘﾆｯｸ新築工事 愛知県
福祉村病院ＭＲＩ導入に伴う院内改修工事 愛知県
操外科病院透析・ﾘﾊﾋﾞﾘ棟新築工事 岐阜県
岡崎市民病院手術室改修工事 愛知県

2011 岐阜労働衛生ｾﾝﾀｰ新築工事 岐阜県
天竜川駅前医療モール新築工事 静岡県
宇野病院改築・改修工事 愛知県
厚生連海南病院改築工事 愛知県
朝日大学付属村上記念病院新館新築工事 岐阜県
藤田学園（23）改修工事 愛知県
名古屋記念財団平針ｸﾘﾆｯｸ新築工事 愛知県
鵜飼ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院新築工事 愛知県
南島ﾒﾃﾞｨｶﾙ新築工事 三重県
名古屋整形外科新築工事 愛知県
北國ｸﾘﾆｯｸＣＴ室改修工事 石川県

2010 偕行会桑名共立ｸﾘﾆｯｸ新築工事 三重県
偕行会中津川共立ｸﾘﾆｯｸ新築工事 岐阜県
南医療生協かなめ病院増築工事 愛知県
名古屋栄ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ新築工事 愛知県
岐阜薬科大学新学舎建設主体工事 岐阜県
坂東病院室導入工事 富山県
聖隷浜松病院ﾘﾊﾋﾞﾘ棟一時改修工事 静岡県
金沢大学氷見市民病院 富山県
河村病院血管撮影室新設工事 愛知県
医療法人如水会四日市腎ｸﾘﾆｯｸ新築工事 三重県

2009 竹中医院新築工事 岐阜県
こせき医院皮膚科内科新築工事 岐阜県
丹生寺クリニック新築工事 岐阜県
富田クリニック第二新築工事 三重県
岐阜薬科大学新学舎建設主体工事 岐阜県
新守山健診センター 愛知県
三輪産婦人科小児科クリニック新築工事 愛知県
名古屋大学（東山）総合研究棟改修工事 愛知県
名古屋フォレストクリニック新築工事 愛知県
半田市医師会健康管理ｾﾝﾀｰ雁宿支所改修工事 愛知県
杏嶺会一宮西病院新築工事 愛知県
田井整形外科クリニック新築工事 愛知県
三ツ口整形外科医院新築工事 愛知県
（仮）上薮田クリニック様邸新築工事 静岡県
磐田市立総合病院改修工事 静岡県
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2008 三河安城クリニック健診センター 愛知県

医療法人平病院平クリニック新築工事 愛知県
浅羽医院新築工事 静岡県
浜松ホトニクス（株）中央研究所　計測等建設工事 静岡県
名古屋ハートセンター新築工事 愛知県
井澤内科クリニック新築工事 静岡県
レイクヒルズ見方病院 福井県

2007 操健康クリニック改修工事 岐阜県
つるだクリニック新築工事 岐阜県
介護老人保健施設サザン一宮クリニック改修工事 愛知県
ペットスクエア名古屋西支店 愛知県
はなさきクリニック新築工事 愛知県
日本金液春日井事業所放射性物質置場工事 愛知県
小西内科クリニック新築工事 三重県
馬瀬診療所新築工事 岐阜県
（財）岐阜健康管理センター新築工事 岐阜県
三重大学（工学部）校舎改修工事 三重県
誠道会新クリニック介護老人保健施設新築工事 岐阜県
可世木レディースクリニック新築工事 愛知県
佐野内科クリニック新築工事 静岡県
臨港病院新築工事 愛知県
相澤病院Ｓ棟Ⅲ期増築工事 長野県
愛知厚生連江南新病院建築工事 愛知県
清水内科クリニック新築工事 愛知県
河村病院ﾏﾅｰ棟ＣＴ室改修工事 岐阜県
かじうらファミリークリニック新築工事 愛知県
四軒家整形外科クリニック新築工事 愛知県
たけうち内科新築工事 岐阜県
四日市社会保険病院改修工事 三重県
瀬戸共立クリニック新築工事 愛知県

2006 マツオ脳神経クリニック新築工事 静岡県
萩原北医院新築工事 岐阜県
上前津メディカルクリニック新築工事 愛知県
有料老人ホーム杉の子新築工事 三重県
名古屋大学医学部保健学科新営工事 愛知県
だいどうクリニック　新築工事 愛知県
名古屋セントラルクリニック新築工事 愛知県
廣瀬善通邸新築工事 愛知県
柚木町クリニック様邸新築工事 静岡県
大辻整形外科医院新築工事 三重県
エイジトピア知多新築工事 愛知県
きよす整形外科新築工事 愛知県
介護老人保健施設ヴィラ葵新築工事 愛知県

2005 岐阜大学動物病院ＣＴ室新営工事 岐阜県
国枝医院新築工事 岐阜県
中部電力リサイクルプラント棟新築工事 三重県
南生協子供診療所新築工事 愛知県
医療法人浜名会　浜名病院建設工事 静岡県
杉山整形外科新築工事 静岡県
養護児童施設エスペランシス四日市 三重県
たけざわ内科循環科テナント工事 愛知県
時田げんきこどもクリニック新築工事 静岡県
せと整形外科新築工事 三重県
クリニックすみた新築工事 愛知県
あんの内科新築工事 愛知県
まきこどもクリニックテナント工事 愛知県
三輪クリニック新築工事 岐阜県
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2004 武上俊彦邸新築工事 愛知県

かたやまこどもクリニック新築工事 愛知県
日本ガイシ瑞穂Ｅ７棟整備工事 愛知県
江崎整形外科増築工事 愛知県
中村内科循環器科クリニック新築工事 三重県
長田クリニック改修工事 愛知県
落合クリニック新築工事 三重県
中山医院新築工事 静岡県
浜松グループリビング新築工事 静岡県
ますだ医院新築区工事 静岡県
中京サテライトクリニック改修工事 愛知県
小島クリニック新築工事 岐阜県
坂下クリニック新築工事 愛知県
くすのき内科新築工事 愛知県

2003 井宮小児科医院新築工事 静岡県
日本ガイシ㈱小牧池田地区整備工事 愛知県
くずしまクリニック新築工事 愛知県
勝川病院大事業所新築工事 愛知県
杉本内科クリニック新築工事 愛知県
名古屋大学総合研究棟Ⅰ（理系）新営 愛知県
たから診療所 愛知県
わかば内科新築工事 愛知県
大島獣医科病院新設工事 愛知県
山田赤十字病院改築工事 三重県
朝山病院移転新築工事 静岡県
竜洋寺田クリニック新築工事 静岡県
豊田市こども発達センター改修工事 愛知県
浜田中央クリニック新築工事 三重県

2002 敷地内科クリニック新築工事 静岡県
深見医院新築工事 愛知県
四日市病院心臓血管撮影室 三重県
いつきクリニック一宮新築工事 愛知県
アンビ・ア本社ビル内医院 静岡県
地域総合ケアセンター 三重県
光生会病院改修工事 愛知県
池田内科循環器科新築工事 愛知県
塚原レディスクリニック新築工事 愛知県
村田内科クリニック新築工事 静岡県
碧海共立クリニック新築工事 愛知県
岡村医院新築工事 静岡県
中部労災病院改修工事 愛知県

2001 広瀬内科クリニック新築故事 愛知県
加子母村歯科診療所 岐阜県
青山クリニック新築工事 愛知県
加藤内科クリニック新築工事 愛知県
八千代病院改修工事 愛知県
大府ファミリークリニック新築工事 愛知県
寺部小児科医院新築工事 愛知県
森園耳鼻咽喉科医院新築工事 静岡県
池田正行診療所新築工事 静岡県
地域療育センター3号館新築工事 愛知県

2000 臨港病院健康管理センター新築工事 愛知県
みどりクリニック新築工事 三重県
須網診療所新築工事 静岡県
隅田クリニック新築工事 愛知県
愛知学院大学歯学部末盛学舎 愛知県
高柳内科小児科新築工事 静岡県
白鳥内科医院新築工事 静岡県
中島展祐診療所新築工事 愛知県
尾辻医院 三重県
西尾保健所新築工事 愛知県
中京サテライトクリニック新築工事 愛知県
小林クリニック新築工事 愛知県
松井康真邸医院新築工事 静岡県
のむら耳鼻咽喉科新築工事 愛知県
津島市民病院2期工事 岐阜県


