
御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

医療法人社団　喜生会 新富士ケアセンター改修工事 設計・監理 富士市 S-3,4F 2596.31 R3.11

医療法人社団こどもクリ
ニック　中山医院

こどもクリニック中山医院　増築工事 設計・監理 富士市 S-2 183.26 R2.3

医療法人社団　第一駿府
病院

第一駿府病院　看護小規模多機能型居宅介
護事業所

設計・監理 静岡市 S-2 602.98 R1.9

医療法人社団　晃進会 （仮称）川崎みどりの病院改修工事 設計・監理 川崎市 S-3 3407.42 R1.6

医療法人財団　京浜会 （仮称）京浜病院建て替え計画 設計 東京都 新築 2900.00 H31.3

日本赤十字社
グリーンズ修善寺　看護小規模多機能型居宅介
護事業所改修工事

設計・監理 伊豆市
S-4

(内1F部分) 443.75 H31.3

医療法人社団　榮紀会 東名裾野病院Ａ･Ｂ棟改修工事 設計・監理 裾野市 RC-4 4712.68 H30.3

鈴与建設㈱ (仮称)伊豆高原ゆうゆうの里増築 設計 伊東市
ｹｱｾﾝﾀｰS-3
診療所S-2

2,446,64
893.73

H31.7

静岡県立総合病院 静岡県立総合病院立体駐車場建築工事 設計 静岡市葵区 S-4 8300.00 H29.3

医療法人社団　喜生会 “よろこび厚原(仮称）”建設工事 設計・監理 富士市 S-1 531.60 H29.5

西伊豆町 西伊豆町安良里診療所 新築工事 設計・監理 西伊豆町 W-1 273.27 H29.3

㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄ陽 中山医院こどもｸﾘﾆｯｸ新築工事 設計・監理 富士市 S-2 517.80 H28.5

順天堂大学医学部附属静
岡病院

順天堂大学医学部附属静岡病院　地区計
画検討

設計 伊豆の国市 H27.9

医療法人社団　榮紀会 みしゅくケアセンターわか葉増築工事 設計・監理 裾野市 S-1 85.00 H27.8

医療法人社団　三医会 鶴川リハビリテーション病院　新築工事 設計・監理 東京都町田市 RC-4/B1 4642.37 H27.2

㈱Hiro　Japan (仮称)川口メディカル新築工事 設計 埼玉県 S-6 835.41 H26.8

医療法人社団 晃進会
(仮称)たま日吉台病院非常用発電機導入
工事

設計・監理
神奈川県川崎

市
S-3 H26.3

鈴木茂能 鈴木医院　新築工事 設計・監理 裾野市 S-3 1164.30 H26.1

医療法人社団　慈光会 堀切中央病院増築工事 設計・監理 東京都 RC-4 1874.64 H25.11

㈱いろり 堀切ビル新築工事 設計 東京都葛飾区 S-4 797.10 H25.8

伊豆赤十字病院 伊豆赤十字病院改修工事 設計・監理 伊豆市 H25.8

学校法人　順天堂
順天堂大学医学部附属静岡病院D棟E棟耐
震補強設計監理

補強設計 伊豆の国市 RC-4 約9,000 H25.3

医療法人社団 晃進会 (仮称)たま日吉台病院分院新築工事 設計・監理
神奈川県川崎

市
S-3 3407.42 H23.8

医療法人社団　三医会 鶴川厚生病院 設計・監理 東京都 RC-5 6221.43 H22.5

医療法人社団　喜生会 ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾌ富士,新富士病院改修 設計・監理 富士市 H20.11

医療法人社団　晃進会 たま日吉台病院建設工事 設計 神奈川県 S-3 3351.39 H19

医療法人社団　喜生会 新富士病院増築工事 設計・監理 富士市 RC-4 3251.65 H18.3

医療法人社団　宏徳会 北斗わかば病院新築工事 設計･監理 浜北市 RC-4 5935.00 H16

医療法人社団 形外会 三島森田病院新築工事 設計･監理 三島市 SF-B1/3 8400.00 H15

医療法人社団 同仁会 中島病院増築工事 監理 天城湯ヶ島町 S・RC-3 3535.00 H15

医療法人社団 喜生会 ヒューマンライフ富士増築工事 設計･監理 富士市 RC-4 3,947.00 H15

伊豆赤十字病院 伊豆赤十字介護老人施設 設計･監理 修善寺町 S-4 4,278.49 H14

新堀茂 新堀内科新築工事 設計･監理 三島市 RC-2 457.00 H14

財団法人 神山復生病院 神山復生病院増改築工事 設計･監理 御殿場市 RC-2 4592.00 H14

医療法人社団 誠心会 (仮称)さくら台病院増築･本館改修工事 設計･監理 浜北市 S-3 3409.00 H14

４．病院・診療所

福祉施設・病院
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共立湊病院組合
南伊豆湊病院介護老人保健施設「なぎさ園」
新築工事

設計･監理 南伊豆町 RC-2 3,740.00 H13

舟久保享 舟久保歯科クリニック新築工事 設計･監理 富士吉田市 S-2 207.60 H7

土肥町 小下田診療所新築工事 設計･監理 土肥町 RC-B1/3 1427.47 H7

下山明久・佐藤富子 ｲｴﾛｰｸﾘｰｸ動物病院新築工事 設計･監理 裾野市 W-3 352.22 H7

佐藤桂子 富士吉田勝和クリニック新築工事 設計･監理 富士吉田市 S-3 1800.69 H5

渡辺茂・美枝子 みしま勝和クリニック新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 1066.65 H1

杉沢正一 杉沢動物病院 設計･監理 長泉町 W-2 230.00 H1

太田敏彦 しんあい歯科新築工事 設計･監理 清水町 W-2 316.96 S61

小池勝 沼津勝和クリニック新築工事 設計･監理 沼津市 RC-B1/3 1790.75 S57

長野病院 長野病院新築工事 設計･監理 富士市 RC-3 328.12 S52

内藤忠尚 内藤産婦人科医院新築工事 設計･監理 三島市 RC-2 487.48 S51

森弘司 森産婦人科医院新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 498.46 S50

医療法人社団　三医会 鶴川リハビリテーション病院　新築工事 設計・監理 東京都町田市 RC-4/B1 4642.37 H27.2

鈴木茂能 鈴木医院　新築工事 設計・監理 裾野市 S-3 1164.30 H26.1

長阪九万太 清水銀座複合福祉施設建設工事 設計・監理 静岡市清水区 S-3 760.00 H26.3

㈱いろり 堀切ビル新築工事 設計 東京都葛飾区 S-4 797.10 H25.8

社会福祉法人　恩賜財団
済生会支部 静岡県済生会

伊豆医療福祉センター大規模修繕工事 設計・監理 伊豆の国市
RC-1

一部2F
4910.87 H25.11

医療法人社団　慈光会 堀切中央病院増築工事 設計・監理 東京都 RC-4 1874.64 H25.11

社会福祉法人　玉柏会 宍原荘訓練棟身体障害者対応工事 設計・監理 静岡市清水区 S-3 4705.73 H24.5

医療法人社団 晃進会 (仮称)たま日吉台病院分院新築工事 設計・監理
神奈川県川崎

市
S-3 3407.42 H23.8

医療法人社団　喜生会 ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾌ富士,新富士病院改修 設計・監理 富士市 H20.11

御殿場市
東富士演習場周辺改修調査
(保育施設)助成事業

調査 御殿場市 RC-2 829.00 H20.11

医療法人社団　三医会 鶴川厚生病院 設計・監理 東京都 RC-5 6221.43 H22.5

医療法人社団　晃進会 たま日吉台病院建設工事 設計 神奈川県 S-3 3351.39 H19

医療法人社団　喜生会 新富士病院増築工事 設計・監理 富士市 RC-4 3251.65 H18.3

医療法人社団　同仁会
中島病院

中島病院託児施設建設工事 設計･監理
天城

湯ヶ島町
S-1 72.00 H16

医療法人社団　宏徳会 北斗わかば病院新築工事 設計･監理 浜北市 RC-4 5935.00 H16

医療法人社団 形外会 三島森田病院新築工事 設計･監理 三島市 SF-B1/3 8400.00 H15

医療法人社団 同仁会 中島病院増築工事 監理 天城湯ヶ島町
S-3
RC-3

3535.00 H15

医療法人社団 誠心会 (仮称)さくら台病院増築･本館改修工事 設計･監理 浜北市 S-3 3409.00 H14

財団法人 神山復生病院 神山復生病院増改築工事 設計･監理 御殿場市 RC-2 4592.00 H14

新堀茂 新堀内科新築工事 設計･監理 三島市 RC-2 457.00 H14

中伊豆町
中伊豆町温泉施設「万天の湯」
建設工事

設計･監理 中伊豆町 RC・S-1 495.35 H12

清水町 柿田川授産所改修及び拡張工事 設計･監理 清水町 S-1 136.00 H11

舟久保享 舟久保歯科クリニック新築工事 設計･監理 富士吉田市 S-2 207.60 H7

土肥町 小下田診療所新築工事 設計･監理 土肥町 RC-B1/3 1427.47 H7

福祉施設・病院
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下山明久・佐藤富子 ｲｴﾛｰｸﾘｰｸ動物病院新築工事 設計･監理 裾野市 W-3 352.22 H7

佐藤桂子 富士吉田勝和クリニック新築工事 設計･監理 富士吉田市 S-3 1800.69 H5

渡辺茂・美枝子 みしま勝和クリニック新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 1066.65 H1

杉沢正一 杉沢動物病院 設計･監理 長泉町 W-2 230.00 H1

太田敏彦 しんあい歯科新築工事 設計･監理 清水町 W-2 316.96 S61

小池勝 沼津勝和クリニック新築工事 設計･監理 沼津市 RC-B1/3 1790.75 S57

長野病院 長野病院新築工事 設計･監理 富士市 RC-3 328.12 S52

内藤忠尚 内藤産婦人科医院新築工事 設計･監理 三島市 RC-2 487.48 S51

森弘司 森産婦人科医院新築工事 設計･監理 三島市 RC-3 498.46 S50
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