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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～

www.clinic-conf.comInformation 検 索クリニックや薬局を変えたい

コンパスホームページ http://www.compass-co.com http://www.facebook.com/compass.co

2014年
ご開院案件
新規・移転・継承

株式会社コンパス 代表取締役　長 渡  和 久

今年も残すところ僅かとなりました。本年も多くのお客さま、ご紹介先さま、協力業者さまなどに多大なるご協力とご支援を
いただきましたことに、心より感謝の念をお伝えしたいと思います。
　この1年は、弊社がこれまで中心業務としてこなかった分野（戸建クリニックの案件、住宅及び住宅リフォームの案件、
有料のセカンドオピニオン業務など）に、私が本格的に踏み出した1年となり、着実に実績を積ませていただいた年と
なりました。又、弟である専務（武史）を中心とした既存業務（テナント等における新装改装のクリニック案件）において
も、これまで経験してこなかった規模や診療科目に挑戦させていただきました。ただ、今年はこのような背景の下で多く
のお客さまにお褒めいただいた一方、弊社のことを親身になって考えていただいてきたお客さまに再三再四に渡り、大
きなお叱りをいただいてしまった恥ずかしい年にもなってしまいました。こうした問題が発生してしまったことは、代表であ
る私の責任であり、まずは私自身が深く反省しなければいけないと実感しました。また、それが特定のお客さまに限らず、
他のお客さまや取引先さまにも何らかのご迷惑をおかけしている可能性があると感じ、先日来、スタッフ一同で、今後
の弊社の在り方についての対話を重ねております。
　スタッフと対話を重ねていると、弊社が成長発展の過程の中で、各自が専門分化してしまい仕事や組織における全体観
を忘れかけていたこと、いつの間にか要望に応えることができる会社を目指すあまりに期待に応えることの大切さを失い
かけていたこと、そして、伸び伸びとした社風を目指す一方で、全員が大切にすべき共通の価値観やフィロソフィーが曖昧
になってしまいつつあったこと…などが見えてきました。

　来年はこうした弊社に潜在する問題に真摯に向き合い、スタッフ全員が一心同体となって、
目の前のお客さまや今後お会いするお客さま、そして、将来の夢ある社会づくりに貢献できる
会社となれるように改善を進めていくことを、代表として誓わせていただきたいと思います。
まだまだ足りないところも多い会社ではありますが、来年も皆さまから、叱咤激励をいただき、
少しでも良い会社になっていければと思います。
　これからもよろしくお願い申し上げます。

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、先日、弊社の打合せ室にも少し早いクリスマスツリーが、スタッフ達の手によって飾ら
れ、少し肌寒くなってきた冬のはじまりを暖めてくれています。
　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、充実した学びの多い一年となりましたことを
心より御礼申し上げます。
　本年は、設計部門に新しいスタッフを２名迎えさせていただきました。組織全体の若返りに向け、私たちのこれまでの経
験や知識、そしてお客さま方の想い等を伝え、“コンパスとはどういう会社なのか”ということを共有していこうとする中で、
私自身が今、原点に立ち返り、そもそも“お客さま方はコンパスに何を望まれているのか”という部分に回帰しながら、スタッ
フ全員で考えていこう、という取り組みをさせていただいております。
　現在、コンパスが“医療に特化した設計施工会社”という会社のご案内をさせていただくようになってから、15年ほどの月日
が流れようとしております。この月日の中で、多くのお客さま方にかわいがっていただき、ご信頼をいただき、時に叱咤激励を
いただく中で、私たちが成長させていただきましたことに改めて心より感謝を申し上げます。
多くのお客さまから頂く言葉や想いを受けて、私たち自身が、“変わらずに、大切にし続けな
ければならない部分”と、“変わっていかなければならない、成長していかなければならない
部分”があることに今更ながら自覚をしつつ、“お客さまのご要望に応えるコンパスであるだ
けではなく、お客さまのご期待に応えることのできるコンパス”にさらに成長していくことがで
きるよう、来年は私たち自身の原点への想いをさらに深め、お手伝いさせていただくお仕事
にその想いを込め、お客さま方に喜んでいただけるよう、本年にも増して、スタッフ一同頑
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
しくお願い致します。
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設計・施工 担当
移　転

移　転

趙診療所
大阪府大阪市
2014年4月OPEN 設計・施工 担当

継　承
なかたクリニック

大阪府貝塚市
2014年4月OPEN 設計・施工 担当

新　装
ISクリニック

大阪府大阪市
2014年5月OPEN 設計・施工 担当

新　装
やすまるクリニック

兵庫県神戸市
2014年5月OPEN

設計・施工 担当

医療法人秋桜会 秋桜会ファミリークリニック
大阪府大阪市
2014年4月OPEN 設計・施工 担当

新　装移　転
ちはるクリニック

大阪府大阪市
2014年5月OPEN 設計・施工 担当

こじまクリニック
大阪府池田市
2014年5月OPEN 設計・施工 担当

新　装
中尾こころのクリニック

大阪府大阪市
2014年6月OPEN

設計・施工 担当

タナカクリニック
大阪府大阪市
2014年6月OPEN 設計・施工 担当

新　装新　装
名和眼科

大阪府大阪市
2014年7月OPEN 設計・施工 担当

みやまクリニック
兵庫県尼崎市
2014年9月OPEN 設計・施工 担当

拡　張新　装
　かとう鳳クリニック　

大阪府堺市
2014年10月OPEN

設計・施工 担当

にしおかクリニック
大阪府東大阪市
2014年11月OPEN 設計・施工 担当

新　装新　装
たにがわ眼科

兵庫県三木市
2014年11月OPEN

設計・施工 担当
新　装

ひかり薬局 大宮店
奈良県奈良市
2014年2月OPEN

設計・施工 担当
新　装

ケアステーション ミノアール
大阪府大阪市
2014年4月OPEN

設計・監理 担当
新　装

あなたの薬局
大阪府東大阪市
2014年11月OPEN

設計・監理 担当
新　装

相馬眼科医院
岡山県岡山市
2014年12月OPEN

設計・施工 担当
新　装

サエラ薬局 都島店
大阪府大阪市
2014年7月OPEN

設計・監理 担当
新　装

デイサービス庵こすもす
大阪府大阪市
2014年9月OPEN

設計・監理 担当
新　装

だいいち薬局
大阪府枚方市
2014年12月OPEN

設計・施工 担当
新　装

おおうえこどもクリニック
大阪市和泉市
2014年12月OPEN

設計・施工 担当
新　装

ひとしクリニック
大阪府堺市
2014年12月OPEN

設計・施工 担当
移　転

イワサキ眼科医院
大阪市大阪市
2014年12月OPEN

設計・施工 担当
継　承

くげクリニック
大阪府堺市
2014年1月OPEN 設計・施工 担当

新　装
いちば内科

大阪府大阪市
2014年2月OPEN 設計・施工 担当

新　装
しらい眼科

和歌山県和歌山市
2014年3月OPEN



本年も、お引立ていただきありがとうご
ざいました。おかげさまでコンパスも年を
重ね、お引き渡しをさせていただいた物
件（クリニック）数も多くなり、新規のお客
さま（ドクター）が以前にお世話になった

お客さま（ドクター）のお知り合いであったりするケースも増えてまいり
ました。実際に物件（クリニック）を見学に行かれたり、お客さま（ドク
ター）とお話しをされ、「うちもこうしたい。」「うちはこうしたい。」とのご
要望をいただけるようになりました。
また、新規ご開業物件が主ではありますが、リニューアル物件の件数
も年を重ねる毎に増えてまいりました。表装材（クロス・床材等）の貼
替から、全面改装まで多種多様の内容となります。以前は新規ご開業
でお世話になったお客さまからのご依頼が多かったのですが、最近
では新規のお客さまからのご依頼も多くいただけております。
今後も、皆さまの「お声」をいただき、更なるステップアップを目指しま
す。来年も引き続きお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

さんばやし

ご　　 　  し ゆ

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いただくようになり、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いただ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いただいております。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。

コンパススタッフからのメッセージ

クリニックの改装事例
T O P I C S

～ M E S S A G E ～

Before

After

Before

After

Before

After

本年もたくさんの新装・改装物件の工
事に携わらせていただき本当にありが
とうございました。今年は多くのお客さま
のおかげで、充実した一年を過ごさせ
ていただくことができました。

私自身としては初めての診療科目の物件の施工やお客さまからの相
談やクレーム等に対応させていただくことで、様々な勉強をさせてい
ただいた一年となりました。
大きい新装物件から小さな改装物件まで、工事の大小に関わらず私
達の仕事はお客さまの要望や想いを形にしていくんだという事を念
頭に置き、営業・設計と密に連携して、引き渡し時にはお客さまにご
満足していただける空間作りができるよう、一つ一つ丁寧に取り組ん
でいくことを心掛けていきたいと思います。
来年も初心を忘れることなく頑張っていきたいと思いますのでよろしく
お願い致します。

この一年もたくさんの新しい案件、改装
の案件をいただき、納めさせていただく
ことができました。今年直接お目にか
かった先生、関連会社の皆さまにも、お
目にかかることが出来なかった皆さま

にも、本当にお世話になりました。ありがとうございました。
というのも、新しい課題や解決しないといけない問題に出会ったとき
は大抵、お世話になってきた方々の顔が浮かぶのです。お仕事させて
いただいた時にいただいたご要望、一緒に考えたプランや内装、家
具の納まり、ご開業されてからいただく改善点とその対応など、先生
方、皆さまと考えてきたいろいろな出来事が浮かんで、「あの時は確
かこういうやり方をした」と、大きなことも些細なことも、本当に日々 、助
けていただいております。
少しでもそのお礼、お返しができたらと思っておりますので、何かござ
いましたら遠慮なくお声かけください。お待ちしております。
来年もよろしくお願い致します。

早いもので、もう年末のご挨拶の時期と
なりました。いかがお過ごしでしょうか。
今でも私にご連絡くださる先生、奥様と
は細く長くお付き合いさせていただい
ております。

自分で設計や施工の担当をさせていただいたクリニックさまにはそ
れぞれ思い入れもあり、忘れることはございません。
什器備品の追加や、美装・照明交換等のメンテナンスもご連絡いた
だきますが、順調に進んでおられることを嬉しく思っております。
今年も新規開業や移転にチャレンジされるドクターの前向きなパ
ワーを、後押しできるよう、時には引っ張ったりも出来る様に、日々知
識習得に心がけ、向上心を持って経験を重ねてゆく所存です。
今後とも末永くお引き立ての程宜しくお願い致します。

建築部 部長 前薗  浩幸 建築部 三林 王明 設計部 小原 典子

建築部 酒井  繁兼

設計部 課長 石井  展子

設計部 五百藏  雅子
いおろい

本年も皆さまから数多くの仕事の依頼をいただ
き、忙しくも充実した日々を過ごす事が出来まし
た事を心より感謝致します。今年も新規開業、改
装、メンテナンス工事等で沢山の物件に携わり、
多くのクリニックの方とお話をさせていただきまし

た。工事の依頼内容は各クリニックさまによって様々ですが、クリニックを
もっと良くしたいと言うご相談である事は共通しておられます。その依頼
に対して、私どもはドクター、スタッフさん含めたクリニックさま側からの
視点、来院される患者さまからの視点、そして建築のプロとしての視点
から複眼的に依頼内容を捉えて検討し、より良い助言又はご提案をし、
工事をさせていただいております。来年も弊社に依頼して良かったと
思って頂けるクリニックさまを一件でも増やしていけるように、私自身更
なる成長をしていきたいと存じております。最後になりましたが、一年間
有難うございました。そして、来年も引き続き宜しくお願い致します。

設計部 小川 高志
本年も数多くの物件に携わらせていただき、誠
にありがとうございました。毎日多くの方々に支え
られながら過ごせた一年でした。私は社内での
実施設計業務を主な仕事とさせていただいて
おり、お客さまとお会いする機会は少ないですが、

お客さまに笑顔になっていただけることを想いながら、日々仕事に取り
組むことができたと思います。来年は、設計の知識はもちろん、お客さま
の立場に立って色々なことに気付き、よりよいご提案ができる人間にな
れるよう、日々 精進して参ります。来年も、どうぞ宜しくお願い致します。

本年も大変お世話になり、ありがとうございまし
た。今年大学を卒業し、医療建築の設計をして
みたいという思いで、入社しました。
初めてのことばかりで、右も左も分からない中、
先輩社員や業者さんに教えてもらい、毎日楽し

く学びながら設計をさせていただいております。本当にありがとうござ
います。この１年で何件か担当もさせていただき、難しいことも多いで
すが、大変やりがいのある仕事だと感じております。
１日も早く１人前になれるよう、日々がんばってまいります。
今後もご指導の程よろしくお願いいたします。

本年もたくさんの先生方との出逢いがあり、設
計や打合せの毎日が駆け抜けるように過ぎ、気
づけばもう年末です。大変お世話になりました。
業者さんやメーカーの方に助けられながら、初
めて試みることも乗り越えることができました。

コンパスらしさとは何だろうと、改めて考え、スタッフとも話し合う日が増
えています。
一歩前へ。出来ることだけではなく、それ以上の挑戦や学びがより必要
に迫られていますが、皆で楽しく、取り組んでいきたいと思います。
来年もよろしくお願い致します。

設計部 上田  真央

設計部 呉  芝瑜
今年3月から社会人として、新しい人生のスター
トとなりました。このたび、ご縁があって、皆さんと
一緒にお仕事させていただくことになりました。
会社の皆、業者さん達はとても優しい人たちば
かりで、コンパスに入社できたことを非常に嬉しく

思っております。初めてのことばかりで、ご迷惑をお掛けする点も多々あ
ると思いますが、一日も早く皆さまのお役に立てるよう、誠心誠意努力し
てまいります！ご指導いただけますよう、宜しくお願い致します。
会社発展に貢献できるよう、夢を持って精一杯がんばります！

昨年に引き続き、すでにご開業されているお客さ
まより数々の待合のイスやその他の什器の追加
ご要望をいただきました。ありがとうございました。
この一年は、ご開業されているクリニックさまに
伺う機会もあり、新装当初からほとんどお変わり

なくきれいにお使いいただいている事にとても嬉しく思いました。
これからも、先生・スタッフの方・患者さまそれぞれが快適に過ごしてい
ただけるようなソファーやイスを提案していきたいと思います。
来年も宜しくお願いします。

アシスタント 小谷 茜
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