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2018年　新装・新築・移転・拡張・大規模改装案件

設計と施工の枠組みをこえて
トータルな知識と熱い想いで、これからも。
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設計・施工担当新装

大阪府大阪市大正区
2018年2月OPEN

しのだ整形外科

新装

大阪府枚方市
2018年2月OPEN

皮ふ科クリニック ふさ

新装

兵庫県尼崎市
2018年4月OPEN

梅華会 わくわくこどもクリニック

新装

大阪府松原市
2018年4月OPEN

たかはし形成外科・美容外科

新装

大阪府大阪市東淀川区
2018年5月OPEN

ヒロレディースクリニック

新装

大阪府東大阪市
2018年5月OPEN

えとうクリニック

新装

大阪府堺市中区
2018年5月OPEN

みさきファミリークリニック

新装

兵庫県西宮市
2018年5月OPEN

さかお内科・消化器内科

新装

兵庫県芦屋市
2018年5月OPEN

芦屋®いいだ内科クリニック

改装

大阪府池田市
2018年5月21日OPEN

池上皮膚科

新装

大阪府東大阪市
2018年6月OPEN

のいり眼科

新装

兵庫県神戸市
2018年6月OPEN

やまもと静脈瘤クリニック

新装

大阪府枚方市
2018年7月OPEN

渚うめだ整形外科クリニック
大阪府枚方市

2018年7月OPEN

渚クリニック

新装新装

大阪府寝屋川市
2018年7月OPEN

星光メディカルクリニック

新装

兵庫県川辺郡
2018年8月OPEN

整形外科 ひぐちクリニック

新装

大阪府枚方市
2018年9月OPEN

渚たなのファミリークリニック
大阪府大阪市此花区

2018年9月OPEN

よねだ内科・皮フ科

新装新装

大阪府大阪市此花区
2018年9月OPEN

薬局ファルシオ 此花店

新装

兵庫県西宮市
なの花薬局 西宮ガーデンズ店

兵庫県西宮市
はしむら小児科

新装新装

兵庫県西宮市
いわもと内科クリニック

新装

大阪府大阪市北区
2018年10月OPEN

2018年10月OPEN

移転

大阪府大阪市中央区
医療法人拓愛会 金山眼科

2018年10月移転2018年10月OPEN2018年10月OPEN
新装

大阪府大阪市東成区
サエラ薬局 今里北店

2018年7月OPEN

新装

大阪府堺市西区
サエラ薬局 上野芝店

2018年8月OPEN

拡張

兵庫県宝塚市
仁川眼科医院

2018年8月拡張
新装

大阪府大阪市北区
スカイナイトクリニック

2018年12月OPEN

新築

大阪府羽曳野市
きのうクリニック

2018年10月OPEN

新装

大阪府豊中市
みお整骨院

2018年11月OPEN
新装

大阪府大阪市北区
ふくだあやレディースクリニック

2018年12月OPEN

新装

大阪府箕面市
かすがいクリニック

2018年12月OPEN

新装

奈良県大和高田市
あきこ皮ふ科クリニック

2018年11月OPEN

Partners整骨院・and medical Beauty

大阪府大阪市阿倍野区
西口診療所

2018年5月OPEN

新装

大阪府吹田市
すまクリニック

2018年11月OPEN
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設計・施工担当

設計・施工担当 設計・施工担当 設計・施工担当 設計・施工担当
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設計・施工担当
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改装



2018年も大変お世話になりました。

長 渡  和 久株式会社コンパス 代表取締役

前 薗  浩 幸
部長

長 渡  武 史専務取締役

本年もお引き立て頂き、あり
がとうございました。
本年は、地震や大型台風で
被災されたお客さまのご相談
も多数頂きました。
協力業者さまもパンク状態となり、
皆さまへのご対応が大変遅れました
ことを、深くお詫び申し上げます。

また空調機の大規模な入替工事も頂きました。
新装時に残置されていた空調機を再利用させて頂いた物件
だったのですが、耐用年数も越えて、夏に突然冷房が効かなく
なるという悪条件でした。
屋上の室外機の入替のための、高所作業車の許可が長引き、
その間、先生にスポットクーラーや扇風機で急場をしのいで
頂き、工事を完了することができました。長年、電気代がお悩み
でしたが、入替後には「ぐんと安くなった。もっと早くに入替て
おけば良かった。」とのお話しを頂戴いたしました。

省エネ機器が普及する中、耐用年数が過ぎ、機器のトラブルが
続いたり、電気代が増したりされた際には、早期入替をご検討
頂きますことを、お勧めさせて頂きます。

おかげさまで、皆さまにご愛顧頂き、弊社スタッフも成長させて
頂いております。協力業者さまも増強し、更なるステップアップを
目指してまいります。来年も、多種・多様なご相談を頂けます様、
よろしくお願い申し上げます。

五百藏 雅子
いおろい 次長

石 井  展 子
課長

酒 井  繁 兼

2018年も残り僅かとなってまいりました。本年もたくさんのお客さま、
ご紹介先さま、協力業者の皆さまより、お心のこもった支えを頂きまして、
ありがとうございました。

私が弊社で医療関係の設計施工をはじめて、今年でちょうど20年が
経ちました。このお仕事をはじめた頃、沢山のクリニックや保険調剤
薬局の設計を分析し、又、実際にお客さまとのお打合せを重ねる中で、
私たちは、使いやすいクリニックと使いにくいクリニック、無駄のない
クリニックと無駄の多いクリニックの設計上の違いや特性を見つけ
出しました。そして、それらを私たちの現場の中で採用して実証し、
現在の基礎を築いてきました。

弊社は、昨年末より、東京にも事務所を出しましたが、私自身も関東に
出向くことで、弊社開設当初のことを思い出しながら、20年前から
変わらないものと変わってきたこと、そして、関西と関東での共通点と
違いなどを実感することで、弊社の良さも、これからの課題も、俯瞰的に
見ることができるようになってきました。

今回のコンパス通信では、弊社のセミナーのご案内を掲載させて
頂いております。

これらのセミナーでは、
私自身も講師を務め
させて頂きますが、今の
業務を中心で行っている
スタッフにも、各々の専門
分野の講師として立たせ
て頂くように考えております。

お客さまやご紹介先さまからは、
コンパスの良さは、業務の標準化を図り
ながら、スタッフ各々が個性をを持って展開している『幅』にあると
仰って頂くことがあります。来年はその良さを、もっと前面に出して
いければと考えておりますので、是非、皆さまはもとより、お知り合いや
ご同僚やご後輩の皆さまなどにもお声かけ頂ければ幸いです。

こうしたセミナーの中で、皆さまからのアドバイスや情報もお聞き
しながら、来年以降も、弊社が日本の医療業界や地域社会の発展に
貢献させて頂ければと思っております。来年もよろしくお願いします。

compass-tsushin2018

2018年も残りあとわずかとなりました。本年も多くのお客さま方と新しい
ご縁を頂きましたこと、そして長いお付き合いのお客さま方からも多く
のご相談を賜りまることができましたことを心より御礼を申し上げます。

今年は、関西地区で大きな災害が連続しました。弊社のお客さま
からも多くのご連絡を頂き、現在もその対応を続けている状況下に
ございますが、改めてこの場をお借りして、お見舞いを申し上げます。

さて来年は元号の変わる年となりますが、平成元年、私はまだ小学校に
通っており、この平成という30年間の約10年を学生として過ごし、
約8年を自衛官として過ごし、約12年を本職で過ごしました。あらゆる
技術が開発刷新されていく一方で、“古きよきもの”、“守らなければ
いけない大切なこと”を身に染みて学ばせて頂いた時代であったよう
に思います。

私たちは、“医療専門の設計施工”という業務を通じて、地域社会に
寄与する財産を産み出すお手伝いをさせて頂き、その地域財産を
永続的に守っていくお手伝いをさせて頂いているという想いを持って
おります。私自身が諸先輩方より受け継ぐその想いを忘れることが
ないよう、毎年の新しい手帳表紙に書かせて頂いている格言が

あります。
『徳は事業の基也。
未だ基固らずして、棟宇
の堅久なる者有らず。
　心ある者は後裔の根
なり。未だ根の植たずし
て、枝葉の栄茂する者有
らず。』

この数年顕著に感じることができ
ていることがあります。それは多くのお客さま方からのご相談の連絡
が、過去に比べて一定のメンバーに偏ることなく、まんべんなくすべ
てのスタッフにご相談を頂けるようになってきているということです。

これからも一人一人のスタッフが弊社の顔として、しっかりとお客さまに
寄り添い、皆さまのご要望、問題の解決を明るい視点でお伝えする
ことのできる会社となっていけるよう、来年の新しい一年も全員一丸
となって頑張ってまいります。何卒宜しくお願い申し上げます。

あっという間に恒例の年末の
ご挨拶の時期となりました。

昨年からのご縁で設計に
携わっていましたお客様が
無事笑顔でご開院の日を迎え
られた事、長いお付き合いのお客
さまからご相談を頂けている事、
そして新たなお客さまとの出会いに
心からお礼申し上げます。

今年は新規ご開業のプロジェクトの中で、『これから建つ新築
建物にご入居されるテナント』を多く担当させて頂きました。
新築物件は基本図・実施図などと共に、建物確認申請やバリア
フリー法、省エネ法等多くの法規に絡む書類等の提出があり、
建物側の設計事務所、工事会社・内装監理室等との連携が
必要で、より専門性が高く表に見えない業務に携わりました。

これからも皆さまにパートナーとして寄り添っていけますように、
私たち設計部門も様々な経験を積み、その経験を活かして
参ります。ご開院されてからも、末永く宜しくお願い致します。

今年も様々な案件を通して、
新しいお客さまとの出会い、
今までお世話になったお客
さまとの再会がありました。
また、新しいお客さまとの出会
いであっても、直接弊社がお世
話になった先生からのご紹介で
あったり、ご友人が弊社で手掛けさせ
て頂いた医院の先生であったりと、いままで
のご縁を有難く感じることが多い一年でした。

このご縁をこの先も大事にさせて頂くために、自分自身も、会社
全体も、今後もお付き合いを続けて頂ける存在であれるよう、
一層の努力と改善を怠らず気を引き締めて、来年も臨みたいと
思います。

コンパスでは10年以上前から、処置室や診察室に設置する
吊戸棚に、造り付けではなく耐震ラッチがあるキッチンメーカー
製のものを積極的に採用してきました。費用的にも使い勝手
的にも良いためですが、今回の大阪で起きた地震で、初めて
たくさんのお客様から「吊戸棚が開かなかった」とご連絡頂き、
耐震ラッチが確かに効果的に働いたことを実感しました。内装
全体の中ではとても小さなこだわりですが、中のモノが散乱
しなかったことで少しでも皆さまの片付け作業の負担が減った
のであれば、その甲斐もあったかなと感じました。

2018年も数多くのご相談・
ご依頼を頂き、ありがとう
ございました。

今年は、昨年の名古屋の仕事
から東に向けて、一歩前進した
静岡の仕事に関わらせて頂き
ました。来年は弊社東京事務所の
仕事にも多く関わっていくことを楽しみに
頑張ってまいります。

また、協力業者の方々には今年も厳しい暑さの中での仕事や、
夜間工事、天災被害の復旧工事等、本当に色 と々助けて頂き
ました。

私たち建築部と協力業者の施工品質や対応が、弊社の成果
評価に直接つながってくると思います。施工管理という立場で
お客様に満足して頂けるよう、これからも真摯に対応してまいり
ます。

来年の秋には増税も予定されています。増税前に改装・改築
をご検討されている先生方、ぜひとも弊社にご連絡ください。
メンバー一致協力して、これからもご満足頂けるすばらしい
ご提案ができるよう努めてまいりますので、来年もよろしくお願い
致します。

係長



石 井  武 志
本年度も多くのお客さまのご開業・
改装工事に携わらせて頂き、まことに
ありがとうございました。

弊社に入社してから3年が経ちました。
まだ先輩方に教えて頂くことは多くあり
ますが、自身が担当させて頂いたお客さま
から直接のご相談を頂いたり、アドバイス
を求めて頂いたりすることも増え、これまで先輩に支えて頂きながら
感じてきた責任を、直接自分の背中で背負う実感も増え、より一層
お客さまのお役に立ちたい！ というやりがいを感じております。

10年先も20年先も素敵なクリニックを維持・更新できる空間づくりを
するため、更なる学びを深め頑張ってまいります。来年度も弊社を
どうぞよろしくお願い致します。

玉 﨑  裕 也
本年もみなさまには大変お世話に
なり、ありがとうございました。

私は主にリフォームをお考えのお客さま
とお話させて頂くことが多いのですが、
ご相談頂く傾向として、①新しい機器の
導入に伴う改装、②増患をするための
改装、③建物本体や設備、造作物（扉や家具等）の不具合による
経年改装等に分かれる印象を感じております。

③のご依頼は緊急性を要するご相談も多いのですが、これらの多くは
事前に予兆となる現象があることも多いため、もし何かにお気づきに
なられましたら、その時点で何なりとご相談を頂ければ、点検と共にクリ
ニックのより良い環境維持のご提案をさせて頂くようにいたしますので、
なんなりとご相談くださいませ。来年も何卒宜しくお願い申し上げます。

川 床  亮 子
今年も数多くのお客さま方にご縁を
頂きありがとうございます。
来年春にご開院されるプロジェクトの
多くが、ほぼプランや意匠がまとまって
きている時期にあり、ご開院時のイメージ
などに胸を膨らませながら楽しみに年を
越せそうです。

設計計画をしている間、お打合せの中でさまざまなご要望や想いを
お聞かせ頂き、プランが完成してまいります。もちろん医療空間を
中心に設計を進めてまいりますが、院長室やスタッフルームといった
バックヤード空間への想いをお聞かせいただく機会も多くあり、とても
充実した一年となりました。

来年も先生方の想いを叶えるクリニックを計画していけるよう一層
精進したいと思います。

北村 オサユキ 中 村  義 輝 林  　陽
平成29年10月より東京オフィスを開設し、たくさん
のご相談頂きありがとうございました。まだまだ、
営業として未熟な点・至らない点が多く、改めて
先生方をはじめ、お得意先・協力業者の皆さま
のサポートがあって、業務が進めていけるという
ことを感じた1年となりました。

営業担当として、弊社の設計施工一貫体制の
強みである、設計者（先生の想いをカタチにして
いくスタッフ）と、施工者（実際にカタチにしていく
スタッフ）との連携・共有を密にし、先生方に
喜んで頂けるクリニックづくりを、これからも追及
してまいります。

東京オフィスでは、新規ご開院のご相談はもち
ろんですが、既存クリニック改装のご相談も
何なりと承ります。クリニックをリニューアルしたい、

動線など使い勝手を改善したい、電子カルテや
医療機器を増設するため、LAN構築を再検討
したいなど、小さな事でもかまいません。是非
ご相談下さい。今後ともどうぞよろしくお願い
致します。

本年も残りわずかとなってまいりました。
今年もたくさんの、新装現場、改修現場を担当
させて頂き、先生・スタッフの皆さま、そして
関係先・協力業者の皆さま本当にありがとう
ございました。
施工担当者として、お付き合いの長い医院さま、
新規開業の医院さまへの対応に、連携の大切
さを胸に今年も仕事に従事してまいりました。
まだまだその中で、足りていない部分もあり、人と
人とのつながりの大事さとともに、その難しさ
など反省すべき事もありました。

現場管理という職務は、施工の品質や安全は
もちろんですが、広い視野を持ち、人とのつな
がりにも目を配り、外観も中身も素敵な空間を
創ることが本質と私は思っております。

こういった想いを若手にも繋げ、また品質の
レベルアップにも力をいれ、「コンパスに施工して
もらって良かった。」とこれからも言って頂ける
ような現場を創ってまいりますので、皆さま
来年も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。
今年は災害が多く、一日も早い全件復旧を
目指す中、私が担当している新築設計のみ
ならず、ご担当させて頂いた旧顧客の皆さまは
もちろんその他の医院さまの改修のお仕事も
多くさせて頂いた慌ただしい一年でありました。

弊社以外の会社に開業当時の工事を依頼
されていた先生方も多く、その医院さまから、
近くに良い業者さんがいないとか、当時関わった
業者さんとは疎遠になったなどのご意見を多く
頂き、建築をさせて頂いたあとのお客さまとの
関係の大切さを再認識いたしました。

また設計者として、常に良いと思うものを試行
錯誤しながら計画する中、実際にお使いに

なられる先生方の生の声からお聞かせ頂く
学びが何よりの財産になっております。
これからもご開院後の先生方のお声を、今後に
最大限に活かすことができるよう頑張ってまいり
ます。来年もよろしくお願い致します。

かわとこ

（東京専任）

三 林  王 明 鈴 坂  知 己
今年もたくさんのお仕事に携わらせて頂きまして
ありがとうございました。工務～営業担当として、
弊社に来て7年ほどの月日が経ち、以前に新規
開業で携わらせて頂いた医院様のメンテナンス
も増え、これまでの積み重ねと年月の経過を
改めて実感した一年でした。

私は3年前に営業職に転籍を致しました。
工務の頃は、先生方の想いを乗せたプロジェ
クトの集大成となる現場を管理し、ご開院後の
メンテナンスやご相談を頂く技術的役割にあり
ましたが、営業職は、先生の想いを聞き取り、
スケジュールや予算と共に先生のみならず
関係者との報告・連絡・相談を重ねながらその
カタチを構成していくというまた違った大変さ
があり、多岐にわたる気配り・知識が必要だと
実感しております。

これからも先生方の想いに、関係者方々の知識
や経験、弊社の設計品質と施工品質の良さを
融合することのできる営業職を目指し頑張っ
てまいります。何卒宜しくお願い致します。

本年も数多くの工事に携わらせて頂き有難う
ございました。
弊社は新装工事の場合、営業・設計・施工と
3名のスタッフが関わらせて頂きます。

基本的な流れとして、先生方の想いを営業～
設計～施工の順で把握し、その想いが図面
化されていきますが、施工業務はその最後の
チェック機関でもあり、新たなスタートとなる
ご開院後のクリニックのメンテナンス等のご相談
窓口の担い手でもあるため、先生方の想いを
長く空間に活かすこと、その意識を常に持ち
ながら、新装・改装、各工事にあたっていきたい
と思っております。

自分たちが施工させて頂いたクリニックが
日々のお手入れとともに、営繕を重ねて美しく

維持されていることは私たちにとっても非常に
うれしい限りです。

これからももし不具合や経年による劣化、故障
などがありましたら、いつでも何なりとご相談くだ
さいませ。来年も何卒宜しくお願い致します。

安 原  大 輔
２０１８年も残り僅かとなりました。
担当させて頂きました先生方、またお仕事を
ご一緒させて頂きました関係者の皆さまに厚く
御礼申し上げます。

今年は建築基準法が一部改正され、空き家
問題など既存建物のストックの活用に焦点を
当てた内容が閣議決定を受けました。医療に
関係するところでは、「用途変更が必要になる
面積が100㎡から200㎡に引き上げ」、「老人
ホームの容積率緩和」等、既存建物を医療施
設・介護施設により有効的に活用することの
できる改正です。

スクラップアンドビルドを繰り返した来た考え
方から、資源を大切に、既存の建物を積極的
に活かそうとする方針が伝わりますが、経済
的なメリットも大きくあり、事業を拡大されようと

している先生方にとっても有益な方向だと思
います。

新しい一年が、皆さまにとって穏やかで幸多き
一年になりますよう、お祈りいたしております。
今後ともなにとぞよろしくお願い致します。

compass-tsushin2018

小 川  高 志
本年もたくさんのお客さまとのご縁を
頂き、また協力会社さまに支えて頂き、
本当にありがとうございました。
私自身、本年は新装計画のみならず、
新たに改装や拡張計画などの分野も
担当させて頂きました。
基本的に社内での設計計画業務に
携わる時間が多いのですが、お手伝い
させて頂いたクリニックにお伺いした際、先生方の喜びの笑顔を
拝見した際の嬉しさはひとしおでした。

私事ではございますが、３月に第一子の娘を授かりました。
小児科に通院することもあり、改めて患者の立場で気づくことも多々
あり、他社の設計も参考にしながら今後の弊社の設計にも活かして
いきたいと思っております。来年もどうぞよろしくお願い致します。



compass-tsushin2018

早野  由美子
本年も多くのご相談を賜り、ありがとう
ございます。

私自身は主に社内でコーディネート資料
や図面作成業務を担当させて頂いて
いますが、今年は打ち合わせに参加させて
頂く機会もあり、先生から生のご要望を
聞きながら、ご開院のお手伝いをさせて
頂いた物件もあり、より一層“完成の喜び”を感じることが出来ました。

来年もよりたくさんのご希望に応えることができるよう日々 勉強し、より
良い仕事ができるよう頑張ってまいります。来年もよろしくお願い
致します。

今年も弊社をお引き立て頂き有難う
ございました。

今年も新装工事や改装工事、室内の
イメージチェンジ等、パース担当として
多くの内装提案に携わる機会を頂き
ました。パースは雰囲気が伝わりやすい
ツールなだけにその影響力は大きく、一目で
気に入っていただけることもあり、毎回気を引き締めて作成しており
ます。

今後もお客様のニーズに合ったご提案ができるよう精一杯努めて
まいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

烏 野   舞

松 岡  秀 治

内部セミナー
新規ご開業セミナー
プランニングや建物選びに特化

外部共催セミナー
1月27日　『クリニック計画の注意事項と事例～消化器内科編～』
3月31日　『駅前商業施設におけるビル診療所の変遷』
7月22日　『先輩開業ドクターの実例集～導入総論～』
9月15日　『クリニック計画の注意事項』と事例～皮膚科編～』　
12月2日　『医院開業セミナー～事業継承編～』

※セミナーのご参加につきましては、弊社ホームページの専用フォームよりご登録いただけます。
※セミナー内容の変更及び追加情報等につきましても弊社ホームページをご確認くださいませ。

今年も多くの工事に携わらせて
頂き、ありがとうございました。
例年になく自然災害に見舞われた年と
なりましたが、協力業者含めチーム
一丸となり対応できたことで進捗物件
での被害はなく過ごせましたが、改めて
自然の力を思い知らされ益々施工計画や
安全管理の重要性を感じました。

ご開院後のアフターで点検や、メンテナンスに伺わせて頂いた際に、
どのお客さまも大切にクリニックをご使用頂いているのが空間から
滲み出るように伝わり、技術者として本当にこの上ない喜びを感じ
させて頂き感謝しております！

来年も、お客さまや患者さま、その地域の方々に喜んで頂き、笑顔に
なって頂けるような建物・内装をチーム一丸、心を込めて創っていき
たいと思います。

小 谷   茜
本年も弊社にたくさんのご依頼を
頂き、ありがとうございました。
社内で電話応対などのアシスタントを
させて頂いていて、年々弊社HPを
ご覧頂いたことをきっかけにお問い合
わせ頂くお客さまや、すでにご開業を
された先生からのご紹介で新しいご縁を
頂くことが増えてきているように実感しております。

頂くご縁を大切に、これからもお客さま一人一人に寄り添った対応が
できる会社であり続けるよう、アシスタントとしてスタッフ全員を支えて
まいります。

また、この数年「待合のイスを一新したい」、「収納をもっと増やし
たい」等のご要望も多々頂いております。何か気になる点がござい
ましたら、ぜひご相談下さいませ。来年も引き続き宜しくお願い
致します。

からすの

大 谷  圭 二
はじめまして、昨年より外部サポート
として参画させて頂いております。

私自身、大工職人としての21年工事に
携わってきましたが、数年前より若手
大工の育成も兼ねながら施工管理者と
して現場に立っております。大工としての
知識、経験を活かし、全力でサポートいた
しますので、どんなことでもご相談頂けましたら幸いです。

お客さまの想いをカタチにできるように、精進を重ね、来年も邁進
いたしますので、何卒宜しくお願い致します。本年もありがとうござい
ました。

ご参加お待ちしております！

セ ミ ナ ー 案 内

2018年 開催実績

2019年 開催予定

大阪開催 

大阪開催 

5回 東京開催 4回

事業継承・既存改修セミナー
コストや工事期間に関して

大阪開催 2回 東京開催 2回

外部共催セミナー
1月26日（土）　『クリニック計画の注意事項と事例～小児科編～』
2月17日（日）　『先輩開業ドクターの実例集～内装編～』
5月19日（日）　『先輩開業ドクターの実例集～資金調達編～』
8月25日（日）　『先輩開業ドクターの実例集～人事・経営編～』
　

内部セミナー
開催予定日

内部セミナーは少人数制で、ご参加の方との対話形式を重視しておりますので、
講座内容に関わらず、自由なご質問をいただくことができます。
　　

2月23日（土）

3月23日（土）

4月27日（土）

東京開催 開催場所：（弊社大阪事務所）
大阪府豊中市蛍池南町1-19-20
開催時間：16:00～18:00

開催予定場所：
東京都文京区本郷2-10-9（富士ビル2階）
開催時間：16:00～18:00

施工実績800件の
コンパスが語る開業のヒケツを
これからご開業をお考えの医局の
同期や後輩のドクター、お知り合いの
ドクターにぜひご紹介ください!

はじめまして、本年より外部サポート
として設計業務携わらせて頂いて
おります。

私自身、これまでも設計者として児童福祉
施設のプロジェクト等、医療に近い分野
の設計業務に携わってきておりましたが、
多くのクリニックの設計をさせて頂く中、診療
科目ごとの専門性や医療機器の特徴、それらをふまえた動線計画や
運用の効率性など、技術的な面だけではない、先生方のクリニック
への想い、ご要望に触れ、学ばせて頂きました。
先生方の想いを的確に伝え、それ以上の空間を創ることができる
ように、これからも努力してまいります。よろしくお願い申し上げます。

盛 重  勢 人

『“リフォーム工事”さまざまな目的と
　そのスケジュールの考え方』

『“居抜物件”設計や費用面からみた
　注意点と実績の紹介』

『設計計画の留意事項
   ～診療科目別要約編～』

1月17日（木）　

3月14日（木）

5月23日（木）

『20～60坪のクリニックにおける
 設計の考え方と進め方』

『新規開業に負けないリニューアルと
 継承開業の考え方』

ホームページでご確認ください。

5月以降の予定はホームページでご確認ください。


