
＜関東・東北地区＞

年 工事名称 地 区
2022 (仮称)東京Dタワーホスピタル改修工事 東京都

医療法人社団松和会 池上総合病院 MRI室改修工事 東京都
埼友川口クリニック改修工事 東京都
白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業桜十字白金リハビリテーション病院C工事 東京都
(仮称)新桜台脳神経外科・内科・救急クリニック新装工事 埼玉県
(仮称)三橋病院建替工事 東京都
横浜市立大学付属市民総合医療センター 千葉県
千葉療護センター 神奈川県
横浜市栄区小菅ヶ谷計画新築工事 千葉県
都立広尾病院 神奈川県
柏市立柏病院改修工事 東京都
稲城市立病院築造工事 千葉県
森田整形外科小児科改修工事 神奈川県
(仮称)浦和神経サナトリウム第二病棟準備工事 埼玉県
千葉市立海浜病院改修工事 千葉県

2021 坂下厚生総合病院・介護老人保健施設なごみ新築移転工事 福島県
ヘルスケアクリニック厚木 神奈川県
久喜クリニック新築工事 埼玉県
浅草クリニック検診センター 東京都
海浜幕張整形外科クリニック 千葉県
徳丸ビル整形外科・内科 東京都
TFCメディカルクリニック移転工事 東京都
小手指医院建替計画 埼玉県
医療法人社団 春光会クリニック新築工事 茨城県
三鷹駅南口Drモール計画（整形外科） 東京都
岩槻南病院増改築工事 埼玉県
協和医院 千葉県
国立災害医療センター 山梨県
国立がんセンター 東京都
国立千葉医療センター 千葉県
東京都立大塚病院 東京都

2020 (仮称)横浜リーフみなとみらい健診クリニック改修工事 神奈川県
亀戸駅前クリニック改修工事 東京都
東京スポーツ＆整形外科クリニック 東京都
篠原恵様邸 千葉県
(仮称)浦和健診センター 埼玉県
(仮称)亀田整形外科 茨城県
にいがた乳腺クリニック 新潟県
(仮称)能見台整形外科 神奈川県
東京都立川福祉保健庁舎 東京都
（仮称）千葉県八千代市・総合内科クリニック新築工事 千葉県
㈱IHIエアロスペース第二工場Ｘ線照射室設置工事 群馬県
アットホーム表参道クリニック移転工事 東京都
はなしま泌尿器科クリニック 千葉県

2019 岩井機械工業(株)厚木第２工場ＲＴ棟新築工事 神奈川県
大船中央病院　放射線治療室改修工事 神奈川県
東京慈恵会医科大学附属病院CT導入に伴う改修工事 東京都
東京歯科大学市川総合病院遮蔽扉取替工事 千葉県
小杉町二丁目開発計画　(仮称)武蔵小杉内科・脳神経外科クリニック 神奈川県
ＧＥ横河メディカルシステム(株)　ＣＴベイ改修工事 東京都
国立がん研究センター東病院本館1階放射線診断エリア改修工事　STEP1(アンギオ) 千葉県
TNR日本動物福祉病院 神奈川県
豊島区高田クリニック（仮） 東京都
（仮称）浜田戸部整形外科計画 神奈川県
呂　旭原　様医院 山梨県
ハレノテラス　すこやかクリニック 埼玉県
西新井駅前東口クリニック 東京都
はなしま泌尿器科クリニック 千葉県
巣鴨駅前ビル3F整形外科・皮膚科新装工事 東京都
（仮称）目黒内科 東京都

2018 銀座こうのとりレディースクリニック 東京都
(仮称)国際親善総合病院サテライトクリニック内装工事 神奈川県
（仮称）小児日帰り手術センター 東京都
つくばセントラル病院様　CT装置及びMRI装置導入に伴う工事 茨城県
東葉クリニック八街 移転新築工事 千葉県
大久保病院Allura Clarity FD20+15 Biplane 導入工事 東京都
東葉クリニック大網脳神経外科 移転新築工事 千葉県
医鳳会　岩槻病院　改修工事 埼玉県
平嶋内科･胃腸科クリニック 栃木県
昭和大学病院　一般撮影室(改) 東京都
東京警察病院　アンギオ室改修工事 東京都
ヤフー診療所　新装工事 東京都
医療法人社団鶴亀会　ミラザ新宿つるかめクリニック開設工事 東京都
桜新町濱岡ブレストクリニック 東京都
東京品川病院　血管撮影室改修工事 東京都
東京都立　松沢病院CT室改修工事 東京都
花田内科クリニック　移転計画 埼玉県
(仮称)大倉山三丁目PJ　２F・善仁会透析内科 神奈川県



＜関東・東北地区＞

年 工事名称 地 区
2017 医療法人横浜柏堤会 ONE FOR ALL 横浜新築工事 神奈川県

上大岡内科・消化器内科クリニック 神奈川県
Sクリニック様邸新築工事 神奈川県
あやせ総合診療内科クリニック 神奈川県
(仮称)国際親善総合病院サテライトクリニック内装工事 神奈川県
南鳩ヶ谷泌尿器内科・整形外科新装工事 埼玉県
エヌ・ケイ・クリニック様移転工事 東京都
新宿野村ビル健診センター新装工事 東京都
杏林会板橋リハビリ病院 東京都
新富げんかクリニック移転新装工事 東京都
朝長整形外科・皮膚科 東京都
鶯谷健診センター人間ドック改装３期 東京都
(仮称)小児日帰り手術センター 東京都
新日鉄住金(㈱君津製作所 健康管理センター 鉛扉取替工事 千葉県
IHI第二放射線室鋼製建具更新 神奈川県

2016 (仮称)たいら手の外科整形様新築工事 東京都
(仮称)あざみ野健診センター 神奈川県
斉藤内科新築工事 茨城県

　(仮称)慶晃会雨宮整形外科クリニック 東京都
　(仮称)稲毛・小仲台2丁目PROJECT　(稲毛とらのこ産婦人科) 千葉県
(仮称）あざみ野健診ｾﾝﾀｰ新装工事 神奈川県
さいたま赤十字病院新築工事 埼玉県
豊洲市場内歯科医院 東京都
グランハート町田(朝長整形、やました内科、山崎歯科、透析内科) 東京都
千葉みなと病院新築工事 千葉県

2015 GEﾍﾙｽｹｱ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱CT技術部BAY移設工事 東京都
国立がん研究センター東病院　PETCT（改） 千葉県
昭和大学藤が丘病院ブレストセンター改修工事 神奈川県
八木病院附属棟 新築工事 東京都
(仮称)越谷 消化器内科 新装工事 埼玉県
平塚市民病院整備事業 神奈川県
（仮称）医療法人社団田島厚生会神谷病院本館改築工事 神奈川県
沼津市立病院 静岡県
千葉市立青葉病院救急棟増築外工事 千葉県
（仮称）中原病院新病院増築工事 千葉県
大網白里サ高住 千葉県
メディカルプラザ江戸川Ⅱ新築計画放射線遮蔽工事（BNCT中性子遮蔽） 東京都
金町第７鈴木ビル 東京都
日本橋内科クリニック 東京都
上野動物園動物センター整備工事 東京都
さいたま赤十字病院新築工事 埼玉県
(仮称)東京都情報サービス産業健康保険組合東中野保健センター改修工事 東京都
(仮称)新横浜健診センター新装工事 神奈川県
東京山手メディカルセンター改修工事 東京都
医療法人明柳会恩田第二病院建替工事 千葉県

2014 富士フィルム研究所 神奈川県
騎西クリニック 埼玉県
康本歯科 千葉県
千葉大学医学部附属病院ＰＥＴ-ＣＴ導入に伴う改修工事 千葉県
（仮称）銀座医院移転新装工事 東京都
羽村相互診療所 東京都
東京ベイコート倶楽部メディカル改修工事 東京都
（仮称）東京都住宅情報サービス産業健康保険組合東中野保健センター改修工事 東京都
日本橋内科クリニック 東京都

2013 MMC（吉田製作所茨城工場）内X線実験室造作工事 茨城県
川崎クリニック移転改修工事 神奈川県
寺田病院 東京都
(社）巨樹の会赤羽リハビリ病院 東京都
所沢動物病院 埼玉県
(仮称）ゆいま～る中沢内装工事 東京都
国立ガーデンクリニック内装工事 東京都
横浜東邦病院増改築工事 神奈川県
（仮称）大野台クリニック新装工事 神奈川県
戸田市立市民医療センター等施設整備建築工事 埼玉県
しおや消化器内科 埼玉県
千葉みなとリハビリ病院 千葉県
（仮称）調布ハートセンター新築工事 東京都
桜会病院移転新築工事 東京都



＜関東・東北地区＞

年 工事名称 地 区
2012 浦和民主診療所CT室改修 埼玉県

東京医科大学病院3F 東京都
大聖病院 東京都
つくば次世代 茨城県
松島（22）消防車庫増改修建築工事〔＃325〕医務室改修 宮城県
(仮称）長津田四丁目医療モール・瀬戸内科クリニック 神奈川県
伊勢崎市民病院 群馬県
宇都宮利根川橋クリニック 栃木県
たに内科クリニック 茨城県
(仮称)青木中央クリニック新築工事 埼玉県
関越病院増築工事 埼玉県
都立大久保病院 東京都
福島第一原発 福島県
埼玉医大・カルガモの家 埼玉県

2011 慶和病院 茨城県
板橋メディカルモール 東京都
角田病院 群馬県
霞が関ビル診療所 東京都
（仮称）大森リハビリテーション病院改修工事 東京都
（仮称）高円寺医院移転新装工事 東京都
横浜市立大学体外計測室 神奈川県
イースト・メディカルクリニック新装工事 埼玉県
日大小児歯科 東京都
古谷様邸新築工事 埼玉県
木代内科・眼科クリニック様新装工事 埼玉県
（仮称）八潮脳神経外科・内科新装工事 埼玉県
（仮称）東新宿診療所計画 東京都
（仮称）所沢中央病院健診センター改修工事 埼玉県
（仮称）大崎広小路内科新装工事 東京都
田口同仁クリニック新築工事 茨城県
樋口歯科医院新築工事 神奈川県
聖ヨハネサクラメント病院 東京都
横浜クリニックモール 神奈川県

2011 （仮称）わかば台デンタルクリニック新装工事 東京都
セントラル病院松涛新築工事 東京都
（仮称）藤が丘整形外科クリニック 神奈川県

2010 鈴木学園新校舎新築工事 神奈川県
江戸川病院ＲＩ室 東京都
鶯谷健診センター改装工事 東京都
正務（まさつか）医院 埼玉県
石川病院(手術室） 埼玉県
田口動物病院 埼玉県
佐伯新築工事 東京都
国民健康保険内郷診療所改築工事 神奈川県
群馬県立心臓血管センター 群馬県
江戸川病院高砂分院 東京都
聖蹟桜ヶ丘整形外科 東京都
狭山ヶ丘整形外科 埼玉県
二子玉川ブレスト 東京都
逗子メディカルクリニック 神奈川県
戸田の杜クリニック 埼玉県
（仮称）東葛クリニック市川移転新築工事 千葉県
茅ヶ崎脳神経外科新装工事 神奈川県
東海大医学部付属病院 埼玉県
善仁会厚木クリニック 神奈川県
都岡歯科医院新築工事 神奈川県

2009 八木クリニック 東京都
椎名崎クリニック 千葉県
メディ中原ビル 神奈川県
弘明寺クリニック 神奈川県
江戸川病院増築工事TOMO 東京都
越谷クリニック新築工事 埼玉県
新ゆり整形外科改修工事 神奈川県
明大前整形外科クリニックスポーツ関節鏡センター 東京都
（仮称）Dプロジェクト浅草橋新築工事 東京都
（仮称）磯子中央病院新築工事 神奈川県
（仮称）練馬医療モール１F歯科 東京都
（仮称）練馬医療モール２-A整形 東京都
戸塚共立サクラスクリニック 神奈川県
江戸川病院CT室 東京都
戸塚共立ステーションクリニック 神奈川県
さいとう整形外科邸 千葉県
寺田歯科医院 茨城県
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年 工事名称 地 区
2008 井上小児科医院 埼玉県

横田マタニティーホスピタル増築工事 群馬県
大木邸 東京都
両国クリニック 東京都
船橋本郷クリニック 千葉県
藤田歯科医院 埼玉県
医療法人桜優会 埼玉県
保谷駅前クリニック 東京都
鶴が丘病院増改築工事 東京都
新台東病院等新築工事 東京都
寺野様邸 東京都
コウワ・EMセンター新築工事 神奈川県
大泉生協病院増改築工事 東京都
HOTビル新築工事 東京都
蓮田なごみ病院新築工事 埼玉県
嶋根クリニック 千葉県
清宮クリニック 千葉県
もみの木動物病院 埼玉県

2007 日吉医院 東京都
日本郵政公社本社 東京都
浦和医師会メディカルセンター 埼玉県
とやまクリニック 茨城県
楠木化成㈱鹿島工場 茨城県
四街道複合複合福祉施設 千葉県
西浦和CLプラザ・小野内科 埼玉県
東京ほくと医療生活共同組合歯科移転計画 東京都
矢口有料老人ホーム 東京都
グラントウキョウ・ノースタワー２４F総合健康開発センター 東京都
谷田部クリニック 神奈川県
池袋クリニック 東京都
新赤坂クリニック 神奈川県
福生クリニック 東京都
S・D・B鈴木様邸 千葉県
平岡クリニック 千葉県
ウェルネスキューブ大宮 埼玉県
須藤病院 群馬県
コニカミノルタTSC２号館 東京都

2006 新浦和民主診療所新築工事 埼玉県
おか脳神経外科増設工事 東京都
二俣川北口駅前ビル新築工事 神奈川県
大塩医院新築工事 東京都
竹ヶ花クリニックOP室新築工事 千葉県
大塚産婦人科新築工事 東京都
富士フィルムテクノプロダクツ㈱竹松工場改修工事 神奈川県
日高病院１階放射線治療室改修工事 群馬県
東京医科大学病院診療所改修工事 東京都
（仮称）東久留米透析センター新築工事 東京都
海浜動物医療センター新築工事 千葉県
比企病院増築工事 栃木県
佐野利根川橋クリニック 栃木県
ベストライフ東村山ガーデン 東京都
越谷佐藤クリニック 埼玉県
大丸歯科クリニック 東京都
千歳台五丁目ビル 東京都
宇佐美診療所 静岡県
特養中白根苑 神奈川県
新緑会脳神経外科 神奈川県

2005 東京ビル新築工事 東京都
新しらおか病院新築工事 埼玉県
上大岡仁正クリニック新築工事 神奈川県
入間ハート病院健診センター増築工事 埼玉県
中野共立診療所増改築工事 東京都
東葉クリニック・佐原新築工事 千葉県
港南台・堀内整形外科新築工事 神奈川県
千葉中央メディカルセンター結石破砕療法室改修工事 千葉県
帝京大学医療技術学部校舎新築工事 東京都
都立駒込病院CT室工事 東京都
越谷吉伸病院新築工事 埼玉県
春日部セントノア病院新築工事 埼玉県
東葛病院附属診療所新築工事 千葉県
防医大（１６）物療棟増改修改築工事 埼玉県
江戸川病院RI室改修工事 東京都
（仮称）馬車道内科クリニック新装工事 神奈川県



＜関東・東北地区＞

年 工事名称 地 区
2004 堀ノ内病院増築工事 埼玉県

青木病院建替工事 東京都
茅ヶ崎徳洲会総合病院CT室改修工事 神奈川県
金町中央病院D棟増築工事 東京都
府中アクロスフォート中村医院新築工事 東京都
日本大学医学部付属練馬光が丘病院CT室建具工事 東京都
練馬区保健所桜台保健相談所移転改修及び耐震補強工事 東京都

2003 横浜サイバーセンター新築工事 神奈川県
横須賀共済病院回復リハビリ病棟改修工事 神奈川県
青山梅窓ビル新築工事病棟改修工事 東京都
島村医院新築工事 埼玉県
竹山病院新築工事 神奈川県
永瀬医院他内装工事 神奈川県
かめがね医院改修工事 埼玉県
高田中央病院新築工事 神奈川県
鹿島田病院増改築工事 神奈川県
東京都情報サービス産業健康保険組合会館改修工事 東京都
国立千葉東病院整備第１期工事 千葉県

2002 東京医科大学病院改修工事 東京都
さがみ緑風園新築工事増改築工事 神奈川県
カテックス本社屋建設工事 神奈川県
東京掖済会クリニック新築工事 東京都
高野病院増改築工事 東京都
介護老人保健施設川島及び川島病院新築工事 埼玉県

2001 和田脳外科医院新築工事 茨城県
柿生病院新築工事 神奈川県
所沢市市民医療センターRI検査室及びCT検査室改修 埼玉県
空港クリニック新築工事 千葉県
富家千葉病院新築工事 千葉県
三交病院新築工事 新潟県
国保町立小鹿野中央病院増改築工事 埼玉県
笠幡病院増築改修工事 埼玉県

2000 平和台病院老人保健施設新築工事 千葉県
東京農大厚木衛生学研究室工事 神奈川県
西荻中央病院 東京都
北里大学病院 神奈川県
綾瀬循環器病院増改築工事 東京都
田坂記念クリニック 東京都
東大宮総合病院増築工事 埼玉県
呼吸器科内科松村クリニック新築工事 千葉県


