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特設サイト「クリニックや薬局を変えたい！」
～これからのクリニックをみんなで考えよう～
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腎・泌尿器科 
おおねクリニック

京都府城陽市
2013年1月OPEN
〔設計 担当〕

はやし皮フ科
クリニック
兵庫県尼崎市
2013年1月移転
〔設計・施工 担当〕

田坂皮フ科
クリニック
大阪府吹田市

2013年2月OPEN
〔設計・施工 担当〕

こどもクリニック森
大阪府大阪市

2013年2月OPEN
〔設計・施工 担当〕

かわしま眼科
兵庫県西宮市
2013年2月移転
〔設計・施工 担当〕

さかねクリニック
兵庫県明石市
2013年3月移転
〔設計・施工 担当〕

なかしま歯科医院
大阪府枚方市

2013年3月OPEN
〔設計・施工 担当〕

あべ皮フ科
クリニック
奈良県奈良市

2013年4月OPEN
〔設計・施工 担当〕

山本歯科医院
大阪府枚方市

2013年4月OPEN
〔設計 担当〕

2013年
新規・移転
ご開院案件

2013年

ささきクリニック
兵庫県尼崎市
2013年4月移転
〔設計・施工 担当〕

皮フ科千里山
クリニック
大阪府吹田市

2013年4月OPEN
〔設計・施工 担当〕

つつみした歯科
大阪府大阪市

2013年4月OPEN
〔設計 担当〕

藤川内科
クリニック
大阪府大阪市
2013年5月移転
〔設計・施工 担当〕

眞城こころの
診療所
大阪府大阪市

2013年6月OPEN
〔施工 担当〕

佐藤内科
クリニック
大阪府大阪市

2013年6月OPEN
〔設計・施工 担当〕

こどもクリニック
まえの
兵庫県尼崎市

2013年6月OPEN
〔設計・施工 担当〕

藤井寺敬任会
クリニック分院
大阪府藤井寺市
2013年6月OPEN
〔設計・施工 担当〕

ふくいクリニック
大阪府門真市

2013年8月OPEN
〔設計・施工 担当〕

おくむらクリニック
和歌山県和歌山市
2013年8月OPEN
〔設計・施工 担当〕

かも内科消化器科
クリニック
三重県名張市

2013年9月OPEN
〔設計コンサルティング担当〕

かねしろクリニック
大阪府豊中市

2013年10月OPEN
〔設計・施工 担当〕

井上整形外科・
胃腸内科クリニック

大阪府松原市
2013年11月OPEN
〔設計・施工 担当〕

まきの内科
クリニック
兵庫県川西市

2013年10月OPEN
〔設計・施工 担当〕

南森町
いしだ皮フ科
大阪府大阪市

2013年11月OPEN
〔設計・施工 担当〕

いとう歯科クリニック
京都府京都市

2013年12月OPEN
〔設計・施工 担当〕

たきもとクリニック
滋賀県大津市

2013年12月OPEN
〔設計・施工 担当〕

みやざきクリニック
大阪府四條畷市
2013年12月OPEN
〔設計・施工 担当〕

高木皮膚科・
漢方皮膚科
大阪府大阪市

2013年7月OPEN
〔施工 担当〕

咲山眼科
クリニック
大阪府堺市

2013年7月OPEN
〔設計・施工 担当〕

てらい眼科
大阪府大阪市

2013年7月OPEN
〔設計・施工 担当〕

株式会社コンパス 代表取締役　長 渡  和 久

本年も楽しいこと、辛いこと、いろいろなことがございましたが、残すところ僅かとなってまいりました。
今年も変わらず「株式会社コンパス」をご贔屓いただき、ありがとうございました。
　　さて、「株式会社コンパス」は、私と弟である専務の父により、インテリア会社として設立され、その後私が中心となり、今の医
療関連専門の建設会社へと業態変更を行ってまいりました。
実はこの「コンパス」、当初は円を描く文具に基づき命名され、当時のお客さまからもそう見て頂いておりました。ところが、最
近では、お客さまから、「コンパスって方位磁石（羅針盤）ですよね？」とお話を頂くことが多くなりました。
「円を描くコンパス」から「行く先を示すコンパス」へと意味を変えた「株式会社コンパス」ですが、これは私達の仕事の変化
であると同時に、私達が求められているコトの変化でもあると実感しております。
今の業態の欠片も無い17年前に亡くなった父も「コンパス」が、皆さまにこのように見て頂き、こんなにも大切にして頂ける会
社になるとは夢にも思っていなかったでしょう。そして今、この「コンパス」を任されている私達はこの意味を真摯に受け止め、
どこにでもある建築会社であってはいけないと痛感しております。
　　　さて、私が会社経営と新規分野に力を注ぐ一方で、コンパスの既存分野を専務に任せて、今年で3年が経ちます。
最近、お客さまのお話をお聞きすると、専務のカラーが社風にも反映され、評価を頂いていることを実感します。経営者と

しては、自分が評価されるよりも、部下や社員が評価されることの方が嬉しく感じるのですが、
その一方で、弊社のメンバーにもまだまだ足りない点や至らぬ点があるかと思い、お客さまに
ご迷惑をお掛けしていないか不安に思うこともあります。何かご意見やご要望などがございま
したら、何とぞ私にもご一報頂ければ幸いです。
　　　コンパスが今の分野のお仕事をさせて頂き、15年が過ぎました。これからも皆さまの羅針盤とな
れるようにスタッフ一同で頑張っていきたいと思いますので、今後とも温かく見守って頂ければ
幸いです。来年もどうぞよろしくお願いします。

コ
通信
ンパス

専務取締役　長 渡  武 史

本年もあとわずかを残すこととなりました。今年は、スタッフから、『社内にクリスマスツリーを飾りたい』という要望があり、僕の
身長プラス程度のクリスマスツリーが、年末であわただしい社内を温めてくれています。
今年も皆さまにご愛顧いただきましたおかげで、弊社スタッフ一同にとっても、とても充実した一年になりましたことを心より御
礼申し上げます。
この一年、弊社は多くのお客さまとご支援先に恵まれたおかげで、過去最高数の案件に携わらせて頂き、また昔からお付き
合いをさせて頂いている先生方からも多くの改修相談やご移転・リニューアルの相談を頂くことができました。“光陰矢の如
し”。本当にこの一年は弊社スタッフにとって、ひと時も無為に過ごすことのない、特に充実した一年だったように思います。
その動きの中で、お客さま方が弊社に求めるご要望にも変化があったように思います。
弊社はクリニックや薬局等の医療関連施設を設計施工させて頂く、というお仕事をその主要業務としておりますが、以前に
も増して、そもそものご開業立地や移転先立地の選定や賃貸借契約にかかわるご相談や、増患対策に関するご相談等、主
要業務範囲外のご相談をお受けすることが多くありました。また医療関連施設以外にも介護関連施設等に関するご相談等、
多くのお客さまから、『今の業態からさら成長するんだよ！』と後押しを頂いているような一年でした。
世の中の流れとともに、気が付けば私共も『若くて元気がある、医療関連施設に関して設計
施工の経験実績のある集団』から、さらに追及すべきものを見つけ、さらに大きな視野でその
集団の殻を脱皮していく過程にあるのではないかと、実感しております。
私共の主たる業務を幹とし、多くのお客さま方からの培わせて頂いた学びを根とし、今より多
くの枝葉を栄茂させ、見る方や触れる方 に々この樹に出会って良かったと言っていただける
よう来年も株式会社コンパスは頑張ってまいります。本年も本当にありがとうございました。来
年も引き続きお引き立てのほど宜しくお願いいたします。



本年もたくさんの物件に携わらせて頂き、
ありがとうございました。
一人一人のお客さまに満足して頂ける仕事
ができるよう努力して参りましたが、至らな
い部分もあったかと思います。
来年もお客さまのご要望に応えられるよう
頑張って参りますので宜しくお願い致します。

本年もたくさんのお仕事を
頂き、ありがとうございます。
この度結婚のため、12月
20日をもちまして退職させて
頂くこととなりました。
大学院を卒業してから約4

年間、皆さまには大変お世話になりました。さまざまな先生方との
出会い、お話をさせて頂く中で、とても充実した会社生活を過ご
すことができました。
心から感謝しお礼申し上げます。尚、退職後は主婦業に励む
かたわら、コンパスの仕事のお手伝いを微力ながらさせて頂く
予定です。一層のご指導を賜りたくお願い申し上げます。
末筆になりましたが、皆さまのご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

建築部 部長
前薗 浩幸

本年も、お引立ていただきありがとうございました。
本年も、新規ご開業物件を中心に、リニューアル等多種多様な物件をお引渡しさせて頂きました。
新規ご開業物件のお引渡時には、「きれいに仕上げて頂きありがとうございました。この状態を維持し
て診察していけるようにスタッフ一同頑張っていきます。」と笑顔を頂きました。
リニューアル物件では、「ああしたい」、「こうしたい」という漠然としたご依頼から、お打合せを重ね、現
状のクリニックに落とし込んで、形となっていき、「これこれ！」とご満足頂き、患者さまからも「明るくき
れいになって、広くなったようですね」とのお声を頂けているとお聞きしました。
また、メンテナンスでのご訪問時には、「おかげさまで開業して、4周年になります。明日から5年目に
突入です。」と、ご開業時と変わらずきれいにご使用いただき、患者さまの数も安定しておられるとの
ことでお喜び頂きました。
そして、皆さまとのお打合せ、お話の中から今年も多くの事を学ばせて頂き、成果の多い1年とすることが出来ました。
おかげさまで、来年コンパスも28周年迎えることができます。更なる人員の強化で皆さまのご期待にお答えできるよう頑張ってまいります
ので、来年も引き続きのお引立ての程、よろしくお願い申し上げます。

早いものでまた年末のご挨拶の時期がめぐって来ました。皆さまお変わりございませんか。
この1年間、直接お仕事を頂いたり、また以前のお仕事で経験させて頂いた事を新しい案件に反映さ
せたりという形で間接的に助けて頂いたりと、皆さまには本当にお世話になりました。感謝申し上げます。
改装や不具合のご相談でのご開業後の医院を訪問することも多いのですが、患者さまが増えていると
伺うと「ああ、良かった」と安心し、先生方やスタッフの方々の手でクリニックがとてもきれいに保たれ
ていると、丁寧に使って下さっているなあと、とてもうれしくなります。医院が伸びていくために内装が
出来ることは本当にわずかなのですが、少しでもお役に立てることがあれば、お知らせください。
「今をより良くすることが出来るか、どうすれば良いのか」また一緒に考えていきたいと思います。
今年コンパスはいくつかの新しい診療科目を経験し、クリニックだけでなく福祉系の施設を手掛けさ
せて頂いたりと、仕事の幅もスタッフそれぞれの経験も一段と広がった1年になりました。

また、設計課は今年、何人かのスタッフの入れ替わりがありました。各自の仕事の幅が広がり、新しいスタッフを迎えて私はコンパスが今ま
で通りではなく、もっとレベルアップした仕事をしていかなければならないと痛感しています。
今までの積み重ねてきた経験をしっかりとまとめ伝え、新しい知識や時代の流れもどんどん取り入れ、クリニックをより使いやすく、より居
心地良く、より素敵にできるよう、そして皆さまにとってもっと頼れる存在となれるよう日々精進して参ります。
来年も宜しくお願い致します。

設計部

岩田谷 由香

本年も数多くの新装、改装物件の工事に携
わらせて頂き、誠にありがとうございました。
また今年は、以前新装工事でお手伝いさせ
て頂いたクリニック様からの改装のご依頼
もあり、それぞれのクリニック様が順調にそ
の地域に根ざしていることが実感出来る年
でもありました。
来年も依頼して頂くお客さまに喜んで頂け
るように知識・技術の向上を図ると共に、社
内外のスタッフと力を合わせてより良い空
間づくりを目指したいと思います。

建築部

酒井 繁兼

設計部

五百藏 雅子

設計部

小原 典子

設計部
小川 高志

「これなら大丈夫なはず。」自信なのかマン
ネリからなのか、過信していたプランニング
や設計を大きく見直す一年となりました。
先生やスタッフの方々のご要望や診療科目
ごと、クリニックごとの特徴や雰囲気づくり
を大切にして、ご満足して頂けるご提案に
日々悩み、勉強させていただいております。
本年も大変お世話になりました。上司や協力
業者の方々のご指導を頂きながら、来年も
頑張ります。今後とも宜しくお願い致します。

昨年に比べ、本年もより多くのお仕事を弊
社にご用命頂き、ありがとうございました。
今年は既存のクリニックさまで待合室
のイスを一新されるお客さまがござい
ました。院内の待合室のイス、診察室の
デスクや患者さまのイス等ご検討され
ることがございましたらぜひご相談下さ
い。これからも引き続き、お客さまに満足
して頂けるような什器や内装のご提案を
させて頂きますので、今後とも宜しくお
願い致します。

本年も大変お世話になりました。
5月の入社以来、たくさんの人に支えて
頂きました。ありがとうございます。
一日でも早く一人前になり、来年は縁の
下の力持ちとなれるよう頑張っていきた
いと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

いおろい

建築部

三林 王明
さんばやし

本年もお世話になり、ありがとうござい
ました。新規開業にチャレンジされるド
クターの前向きなパワーに負けないよ
う頑張って参ります。
より良い空間と動線づくりをスムーズに
ご提案できるよう、日々勉強と知識の向
上に努め、経験を積み重ねていきたいと
思います。

コンパス
スタッフからのメッセー

ジコンパス
スタッフからのメッセー

ジ

設計部 課長

石井 展子

退社の
ご挨拶
寿

アシスタント
小谷 茜

After

クリニックの改装事例
クリニックの改装について
弊社がクリニックや調剤薬局のお仕事をさせて頂くようになり、今年で15年が経ちます。最近、1０年ほど前にご
開業をお手伝いさせて頂いたお客さまからの改装や貼替などのご相談が増えてまいりました。
このような改装は、イメージの刷新や新たな患者層の取り込みのために、周年記念や事業継承を機に行われる場
合が多いようです。尚、改装工事の目的は大きく次の3つに分けることができます。
①  メンテナンスを目的としたもの（内装の劣化や改善を目的とした維持修繕的な改装）
②  患者さま満足を目的としたもの（キッズスペース新設や患者さま特性に合わせた改装）
③  機能充実を目的としたもの（電子カルテや新しい医療機器の導入、収納スペース拡大などのため）
以前は、①が多かったのですが、最近は②や③の工事が増えてきております。ご開業された時には最新であって
も、月日を経るごとで、機器や患者さまのニーズが変わってくるからです。

一度オープンしたクリニックや薬局を改装するのは、困難な部分も多々あります。事例写真のクリニックさまも、
半年前からお打合せを行い、お盆、その前後の土日、連休などを使い、複数回に分けて改装させて頂いておりま
す。改装工事は、現況調査や打合せ内容も多く、又、GWやお盆やお正月に集中することが多いため、工事予定が
すぐに埋まってしまう傾向がありますので、できるだけ早めにお声掛け頂ければ幸いです。
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	コンパス通信_表面_未
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