
Ｎｏ 施設名 工事内容 工事場所 完成年月

都道府県

No.1 石川県立中央病院 MRI室雑工事 石川県 平成29年12月
No.2 小倉記念病院（NO.1） MRI室シールド工事 福岡県 平成29年12月
No.3 松山赤十字病院（4部屋） アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 愛媛県 平成29年12月
No.4 姫路赤十字病院（NO.1） MRI室シールド工事 兵庫県 平成29年12月
No.5 姫路赤十字病院（NO.2） MRI室シールド工事 兵庫県 平成29年12月
No.6 沖縄第一病院 MRI室シールド工事 沖縄県 平成29年11月
No.7 公立豊岡病院（NO.1） MRI室シールド工事 兵庫県 平成29年11月
No.8 羽島市民病院 MRI室シールド工事（ﾊﾞｰｼﾞｮﾝUP） 岐阜県 平成29年11月
No.9 赤磐医師会病院 MRI室シールド工事（ﾊﾞｰｼﾞｮﾝUP） 岡山県 平成29年11月
No.10 国分生協病院 MRI室シールド工事 鹿児島県 平成29年10月
No.11 長崎あじさい病院 MRI室シールド工事 長崎県 平成29年10月
No.12 小倉記念病院（NO.1） MRI室シールド工事 福岡県 平成29年10月
No.13 嶺井第一病院 MRI室シールド工事（ﾊﾞｰｼﾞｮﾝUP） 沖縄県 平成29年10月
No.14 大垣徳洲会病院 アンギオ室改修工事 岐阜県 平成29年10月
No.15 徳島赤十字病院 アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 徳島県 平成29年10月
No.16 ザイオン大阪港 X線室X線防護工事 大阪府 平成29年10月
No.17 協和会協立病院 アンギオ室改修工事 大阪府 平成29年10月
No.18 沖縄県立八重山病院 アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 沖縄県 平成29年09月
No.19 愛媛県立南宇和病院 アンギオ室改修工事 愛媛県 平成29年09月
No.20 村上脳神経外科内科 MRI室シールド工事（ﾊﾞｰｼﾞｮﾝUP） 岡山県 平成29年09月
No.21 大牟田市立病院 アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 福岡県 平成29年08月
No.22 岡村病院 ＣＴ室改修工事 高知県 平成29年08月
No.23 京都工場保健会診療所 ＣＴ室改修工事 京都府 平成29年08月
No.24 玉島第一病院 MRI室シールド工事 岡山県 平成29年08月
No.25 長崎あじさい病院 CT室ベース工事他 長崎県 平成29年07月
No.26 ワシミ整形外科 MRI室シールド工事 愛知県 平成29年07月
No.27 ハートライフ病院 アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 沖縄県 平成29年06月
No.28 古賀病院２１（NO.3） MRI室シールド工事 福岡県 平成29年06月
No.29 公立八鹿病院 ＣＴ室改修工事 兵庫県 平成29年06月
No.30 徳島大学病院 一般撮影室改修工事 徳島県 平成29年06月
No.31 国立病院機構宇多野病院 MRI室シールド工事 京都府 平成29年06月
No.32 九州医療センター MRI室シールド工事 福岡県 平成29年05月
No.33 九州医療センター アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 福岡県 平成29年05月
No.34 徳島県立海部病院 MRI室シールド工事 徳島県 平成29年05月
No.35 古賀病院２１（NO.2） MRI室シールド工事 福岡県 平成29年05月
No.36 高知脳神経外科病院 MRI室シールド工事（ﾊﾞｰｼﾞｮﾝUP） 高知県 平成29年05月
No.37 香川大学医学部附属病院 ＣＴ室改修工事 香川県 平成29年05月
No.38 洲本伊月病院 MRI室シールド工事（ﾊﾞｰｼﾞｮﾝUP） 兵庫県 平成29年05月
No.39 JA周東総合病院 マンモ室改修工事 山口県 平成29年05月
No.40 京都桂病院 アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 京都府 平成29年04月
No.41 公立南丹病院 MRI室シールド工事 京都府 平成29年03月
No.42 徳島大学病院 MRI室シールド工事 徳島県 平成29年03月
No.43 メディカルプラザ大道中央 CT室ベース工事他 沖縄県 平成29年03月
No.44 メディカルプラザ大道中央 MRI室シールド工事 沖縄県 平成29年03月
No.45 宮崎江南病院 MRI室シールド工事 宮崎県 平成29年03月
No.46 熊本地域医療センター MRI室シールド工事 熊本県 平成29年03月
No.47 高知大学医学部附属病院 アンギオ室改修工事 高知県 平成29年03月
No.48 くまもと森都総合病院 CT室ベース工事他 熊本県 平成29年03月
No.49 くまもと森都総合病院 MRI室付帯工事 熊本県 平成29年03月
No.50 水島協同病院 ＲＩ室改修工事 岡山県 平成29年03月
No.51 公立南丹病院 MRI室シールド工事（ﾊﾞｰｼﾞｮﾝUP） 京都府 平成29年03月
No.52 若葉病院 アンギオ室改修工事 三重県 平成29年02月
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No.53 おおむら海辺のクリニック MRI室シールド工事 長崎県 平成29年02月
No.54 ﾎﾞｽﾄﾝ・ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ  宮崎テクノロジー アンギオ室改修工事 宮崎県 平成29年02月
No.55 くまもと森都総合病院 アンギオ室天井走行ﾚｰﾙ架台工事 熊本県 平成29年02月
No.56 橘病院 MRI室シールド工事 宮崎県 平成29年02月
No.57 市立角館病院 MRI室雑工事 秋田県 平成29年02月
No.58 岡山医療センター SPECT‐CT室改修工事 岡山県 平成29年01月
No.59 京都工場保健診療所 MRI室シールド工事 京都府 平成29年01月
No.60 熊本大学医学部附属病院 アンギオ室改修工事 熊本県 平成29年01月
No.61 ＪＡ由利組合総合病院 MRI室シールド工事 秋田県 平成29年01月


