
Ｎｏ 施設名 工事内容 工事場所 完成年月

都道府県

No.1 熊本中央病院 MRI室シールド工事（ﾊﾞｰｼﾞｮﾝUP） 熊本県 平成26年12月
No.2 北九州市立医療センター アンギオ室改修工事 福岡県 平成26年12月
No.3 山鹿市民医療センター MRI室シールド工事 熊本県 平成26年12月
No.4 白十字会　白十字病院 アンギオ室改修工事 福岡県 平成26年12月
No.5 鹿児島医療センター アンギオ室改修工事 鹿児島県 平成26年12月
No.6 須崎くろしお病院 MRI室シールド工事 高知県 平成26年12月
No.7 多治見市民病院 アンギオ室改修工事 岐阜県 平成26年12月
No.8 市立砺波総合病院 アンギオ室改修工事 富山県 平成26年12月
No.9 市立岸和田市民病院 MRI室シールド工事（ﾊﾞｰｼﾞｮﾝUP） 大阪府 平成26年12月
No.10 兵庫県立淡路医療センター ＣＴ室X線防護工事 兵庫県 平成26年12月
No.11 千葉脳神経外科病院 アンギオ室改修工事 千葉県 平成26年12月
No.12 福岡市立市民病院 アンギオ室改修工事 福岡県 平成26年11月
No.13 三重県立総合医療センター MRI室シールド工事 三重県 平成26年11月
No.14 医真会八尾総合病院 MRI室シールド工事 大阪府 平成26年11月
No.15 大阪府済生会中津病院 手術室モニター架台取り付け工事 大阪府 平成26年11月
No.16 アルバ沖縄クリニック MRI室シールド工事 沖縄県 平成26年10月
No.17 篠ノ井総合病院 雑工事 長野県 平成26年10月
No.18 高島２丁目ビル MRI室シールド工事 神奈川県 平成26年10月
No.19 高島２丁目ビル ＣＴ室X線防護工事 神奈川県 平成26年10月
No.20 高島２丁目ビル MRI室シールド工事 神奈川県 平成26年10月
No.21 高島２丁目ビル ＣＴ室X線防護工事 神奈川県 平成26年10月
No.22 大隅鹿屋病院 アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 鹿児島県 平成26年09月
No.23 大隅鹿屋病院 MRI室シールド工事 鹿児島県 平成26年09月
No.24 大隅鹿屋病院 脳波室シールド工事 鹿児島県 平成26年09月
No.25 原三信病院 アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 福岡県 平成26年09月
No.26 嶋田病院 MRI室シールド工事 佐賀県 平成26年09月
No.27 福岡市立こども病院（2部屋） アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 福岡県 平成26年09月
No.28 愛宕病院 MRI室空調機改修工事 高知県 平成26年09月
No.29 近森病院 脳波室シールド工事 高知県 平成26年09月
No.30 近森病院 筋電図室シールド工事 高知県 平成26年09月
No.31 福岡徳洲会病院 アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 福岡県 平成26年08月
No.32 米盛病院 アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 鹿児島県 平成26年08月
No.33 米盛病院 ＣＴベース設置工事 鹿児島県 平成26年08月
No.34 高知大学医学部附属病院 聴力検査室防音工事 高知県 平成26年08月
No.35 福岡市民病院 MRI室シールド工事 福岡県 平成26年07月
No.36 今村病院 アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 福岡県 平成26年07月
No.37 ハートライフ病院 MRI室シールド工事 沖縄県 平成26年06月
No.38 佐世保中央病院 アンギオ室改修工事 長崎県 平成26年06月
No.39 大阪府済生会中津病院 CPU室床補強工事 大阪府 平成26年06月
No.40 四万十市立市民病院 ＣＴ室改修工事 高知県 平成26年06月
No.41 高知医療センター アンギオ室Ｘ線防護工事 高知県 平成26年06月
No.42 高松赤十字病院 X線室X線防護工事 香川県 平成26年05月
No.43 高松赤十字病院 無影灯架台工事 香川県 平成26年05月
No.44 高松赤十字病院 MRI室シールド工事 香川県 平成26年05月
No.45 高知県立あき総合病院 MRI室シールド工事 高知県 平成26年05月
No.46 京都府立医科大学附属病院 アンギオ室Ｘ線防護工事 京都府 平成26年05月
No.47 くぼかわ病院 MRI室シールド工事 高知県 平成26年05月
No.48 香川県立中央病院 MRI室付帯工事 香川県 平成26年04月
No.49 香川県立中央病院 MRI室シールド工事 香川県 平成26年03月
No.50 香川県立中央病院 CT室ベース工事 香川県 平成26年03月
No.51 香川県立中央病院 雑工事 香川県 平成26年03月
No.52 日野記念病院 MRI室シールド工事 滋賀県 平成26年03月
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No.53 日野記念病院 X線室X線防護工事 滋賀県 平成26年03月
No.54 大阪大学蛋白研究所 NMR室シールド工事 大阪府 平成26年03月
No.55 仁愛会病院 MRI室シールド工事 鹿児島県 平成26年03月
No.56 神戸大学医学部附属病院（2部屋） MRI室シールド工事 兵庫県 平成26年03月
No.57 三島医療センター MRI室シールド工事 愛媛県 平成26年03月
No.58 九州大学病院 MRI室シールド工事 福岡県 平成26年03月
No.59 近江八幡総合医療センター その他雑工事 滋賀県 平成26年03月
No.60 同仁病院 MRI室シールド工事 高知県 平成26年03月
No.61 徳島県鳴門病院 MRI室シールド工事 徳島県 平成26年03月
No.62 高知大学海洋コア研究所 ＣＴ室改修工事 高知県 平成26年03月
No.63 昭島病院 手術室モニターボックス取付工事 東京都 平成26年03月
No.64 三重大学（上浜） ＲＩ室改修工事 三重県 平成26年03月
No.65 国立病院機構　指宿病院 MRI室シールド工事 鹿児島県 平成26年03月
No.66 長崎市立市民病院 ＣＴベース設置工事 長崎県 平成26年03月
No.67 獨協医科大学越谷病院 X線室X線防護工事 埼玉県 平成26年03月
No.68 宇都宮佐藤病院 MRI室シールド工事 栃木県 平成26年03月
No.69 大月市立中央病院 アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 山梨県 平成26年03月
No.70 東京共済病院 アンギオ室改修工事 東京都 平成26年03月
No.71 北里大学病院 アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 神奈川県 平成26年03月
No.72 昭和大学豊洲病院 アンギオ室改修工事 東京都 平成26年03月
No.73 市立札幌病院 アンギオ室改修工事 北海道 平成26年03月
No.74 兼松病院 MRI室シールド工事 徳島県 平成26年02月
No.75 兼松病院 MRI室シールド工事 徳島県 平成26年02月
No.76 香川県済生会病院 アンギオ室改修工事 香川県 平成26年02月
No.77 国立病院機構　南九州病院 MRI室シールド工事 鹿児島県 平成26年02月
No.78 鈴鹿中央総合病院 MRI室シールド工事 三重県 平成26年02月
No.79 九州大学病院 PET・MRI室シールド工事 福岡県 平成26年02月
No.80 姫路赤十字病院 MRI装置UPG付帯工事 兵庫県 平成26年02月
No.81 いずみの病院 MRI室シールド工事 高知県 平成26年02月
No.82 西新橋セラヴィ X線室X線防護工事 東京都 平成26年02月


