
コンパス通信 2020
あいかブレストクリニック
1月開院／芦屋市

京艶美容外科・クリニーク京都烏丸
3月開院／京都市中京区

新装

レディアス美容クリニック恵比寿
2月開院／東京都渋谷区

新装

やました歯科医院
2月開院／大阪市福島区

新装

オーシャンメンズクリニック新橋
2月開院／東京都港区

新装

大山皮ふ科 形成外科
4月開院／明石市

新装

新装

さいとう耳鼻咽喉科クリニック
1月開院／西宮市

移転

しょうのクリニック
2月開院／堺市北区

新装

（医)結和会 西宮とくい形成外科
2月開院／西宮市

新装

ゆぐちクリニック
2月開院／西宮市

新装

阪急西宮ガーデンズ皮フ科 スキンクリニック
4月開院／西宮市

新装

ジョイクリニック
4月開院／神戸市中央区

新装

いのうえ眼科
4月開院／藤井寺市

新装

シャイニーキッズ アポロン
4月開院／豊中市

新装

のむらペインクリニック
4月開院／箕面市

新装

よしこクリニック
4月開院／堺市北区

新装

水沢整形外科
5月開院／豊中市

新装

おかもとこどもクリニック
5月開院／尼崎市

新装

勝川よろずクリニック
5月開院／愛知県春日井市

新装

芦屋整形外科スポーツクリニック
5月開院／芦屋市

新装

（医）佑諒会 千里中央 花ふさ皮ふ科 三階 改装工事
5月完成／豊中市

改装

（医）友絆 平野けいじんクリニック
6月開院／大阪市平野区

新装

ともこ小児科
6月開院／吹田市

新装

（医)よしおか泌尿器科クリニック
6月完成／羽曳野市

改装

にしクリニック
7月開院／大阪市城東区

新装

すがま呼吸器内科・整形外科
7月開院／大阪市東成区

新築

おおた内科クリニック
7月開院／大阪市住之江区

新装

たの眼科クリニック 中野分院
7月開院／東京都中野区

新装

（医）菱仁会 えんどうこころのクリニック
7月完成／堺市堺区

改装

（医）実有会 小松クリニック
8月開院／大阪市住之江区

移転

サエラ薬局池上店
9月開局／東京都大田区

新装

いわもと乳腺クリニック
10月開院／吹田市

新装

あんどう消化器内科IBDクリニック
10月開院／明石市

新装

ひだ胃腸内視鏡クリニック
9月開院／西宮市

新装

PASSOクリニック
10月開院／豊中市

新装

さくら通り循環器消化器内科
10月開院／箕面市

新装

新装 はやし皮フ科クリニック
12月開院／川辺郡猪名川町

新装 うえだ糖尿病・消化器内科
12月開院／八尾市
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2020年 新装・新築・移転・改装案件

　本年もお引き立て頂き、ありがとうございました。おかげさまで、
お世話になっておりますクリニックさまもご開業から10年を超える
お客さまが多くなってきております。
　その中でも、今年は、空調機の入替えをご検討されるクリニックさま
が多くございました。現在大きな不具合があるのではないのですが、
古くなった空調機や換気扇をコロナ対策による空気調和状態の改善と
して検討されたい旨や、予算的にも大がかりなので即工事ではなく、
予算・工事時期等の中期的な設備投資計画の検討といったご相談も
頂きました。同様な事でお悩みがございましたら、ぜひご相談ください。
　来年も、変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

　本年もお引き立て頂き、ありがとうございました。おかげさまで、
お世話になっておりますクリニックさまもご開業から10年を超える
お客さまが多くなってきております。
　その中でも、今年は、空調機の入替えをご検討されるクリニックさま
が多くございました。現在大きな不具合があるのではないのですが、
古くなった空調機や換気扇をコロナ対策による空気調和状態の改善と
して検討されたい旨や、予算的にも大がかりなので即工事ではなく、
予算・工事時期等の中期的な設備投資計画の検討といったご相談も
頂きました。同様な事でお悩みがございましたら、ぜひご相談ください。
　来年も、変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

前 薗  浩 幸建築部部長 前 薗  浩 幸前 薗  浩 幸前 薗  浩 幸建築部部長建築部部長建築部部長

本 年も大 変 お 世 話 になり
誠 にありがとうござ いました 。

西梅田シティクリニック
9月開院／大阪市北区

新装

ほったクリニック
10月開院／豊中市

新装

ハート薬局西九条店
11月開局／大阪市此花区

新装

花みずき薬局
11月開局／東京都世田谷区

移転

のぞみ薬局上新庄店
大阪市東淀川区　

新装

野田そがわ眼科野田そがわ眼科
11月開院／大阪市福島区11月開院／大阪市福島区

新装 新装

しまだ訪問診療クリニック
大阪市東淀川区　

新装

ながい内科クリニック
11月開院／高槻市

新築

（医）橋本クリニック
守口市

改装

　毎年この時季になると、一年が一瞬であることを思い知らされるのですが、今年は
コロナ禍の影響もあり、それを特に実感しています。このような厳しい環境の中、弊社
と弊社のスタッフが何とか無事に年末を迎えられるのは、本紙をお読みいただいて
いる皆さまのおかげであります。代表者として、まずは心より感謝と御礼を申し上げ
ます。未知の感染症の発生は、医院専門の建築会社である弊社にも多くの課題を突き付け
ました。そのような中、私が有難いと感じたことは、弊社のスタッフの各々がこの禍を
学びのきっかけとし、成長してくれたことです。今後こうして得た学びを、弊社の営業
や設計や現場に活かし、業界発展に少しでも貢献できるように努めたいと思います。
　また、今年はこうした時代変化の節目にあたることから、約5年ぶりにホームページ
の全面改装を行いました。今回重視したのは、お客さまや業界に『コンパスが選ばれる
理由』や『私達のこの仕事への想い』をお伝えすることです。
　これまでに弊社はお客さまと共に、何百件と言う数のクリニックを創らせていただいて
おりますが、近年そうしてできたクリニックや私達が発信している情報が、他社にも
大きな影響を与えていることに気付きました。私達が大切な社会インフラの一つで
あるクリニックの将来の在り方にも影響し得る仕事をし、またそれをお客さまと共に

できると言う幸せや高揚感を少しでもお伝えできればと思っております。来年以降もスタッフ一同、このコンパス通信を読んでいただいている皆さまや、皆さまの
クリニック、そしてそれらがある街や地域が、少しでも良くなるように努めていきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

Kazihisa Nagato長 渡  和 久代表取締役

Takeshi Nagato長 渡  武 史専務取締役

　2020年も残すところ、あと僅かとなりました。本年も多くのお客さまと新しい
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からも多くの相談を賜る
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、世の中のどこを見ても『新型コロナ』に関する話題の多い一年でしたが、
悲観的な教えだけではなく、私たちが考えていくべき、より良い未来づくりへの
学びも与えてくれたような気がしています。例えば、私たち設計や建築に携わるものは、
とかく商業的思想の中で、この面積であればこのぐらいの人員収容が可能といった
発想を持ちがちですが、“この面積で人と人が過ごしやすい距離感や空間は何人
ぐらいだろう”といった、“過ごす側の目線”に立ってゆっくりと考える機会を
得られたように思っています。
　近年のクリニックではそれらを補完していくために予約や順番待ちのシステム、
そしてコロナ禍は、制度上の問題は残りますがオンライン診療などもあり、“通院する
こと”、“待ちあうこと”、“診ること”については、新たな考え方も設計思想に取り込み
ながら計画をしていくことが、“患者さまの過ごしやすさに繋がる”ことに改めて
気づかせて頂くことができました。また弊社においては、このような時節にあり
ながらも、3年前に立ち上げた東京オフィス、リフォーム部門は、お客さまのおかげで元気に成長を続けてくれています。後ろを振り向くことは大切ですが、下を
向くことなく、来年もメンバー一同、より良いクリニックづくりを通じて地域社会に貢献できるように頑張って参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

ホームページを
リニューアルしました！



　本年も多くのご用命を頂きありがとうございま
した。ソーシャルディスタンス、オンライン診療、
リモートワークと、社会の中で、また医療業界の中でも
「空間」というものの認識、在り方が大きく変化しよ
うとしています。
　リアルな空間でなくても、オンラインなどで代替
できることにも気づくことが出来た一方、その中で、
だからこそ、実際に「行って」「顔を見て」「触れて」
みないとわからないこと、感じられない、代替できない
ことが、より鮮明に見えてきたように思います。
　もちろん「安全」が最優先ではありますが、その“代替
できない価値”を、「安心」して届けられるクリニック
づくりができるよう、来年もますます頑張ります！
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　この一年は、ほとんどの方が、今進めている道を立ち
止まり、振り返るきっかけを得られたのではないかと
思います。私も同じでした。
　新規にクリニックを開設しようと決意された先生、
ご自身のクリニックを順調に運営してこられた先生、
お客さまが立ち向かっている出来事はそれぞれ立場に
よって異なりますが、その出来事に対して出来るだけ
同じ目線に立ち、その上で、私のこれまでの経験や、
新しく学んでお伝えできることは何か、手段や方法を
探して一緒に立ち向かっていける存在でありたいと願
い、日々お仕事をさせて頂いてきました。
　来たる年がどんな年であっても、変わらず同じ気持ちで、
先生方と一緒に先を見つめて進んでいきたいと思います。
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石 井  展 子営業部次長 石 井  展 子石 井  展 子石 井  展 子営業部次長営業部次長営業部次長

　今年も一年間、たくさんのお仕事を頂きありがとうござい
ました。私の家族の話になるのですが、妻は保育士をしており
毎日クタクタになるまで仕事をして帰ってきます。コロナに
よる非常事態宣言時も、医療従事者など特定の園児を預かる
ために毎日出勤せざるを得ず、とてもストレスが重なっている
ように映っておりました。
　少し状況を聞いたところ、騒動の最中でも小さい園児からは
温もりを求められ密着することは避けられず、感染リスクも
紙一重のことでした。大変な矛盾を感じながら使命感を持って
仕事していることを知りとても尊敬致しました。
　先生方も大変な一年だったかと思いますが、出来るだけ
お力になれるよう努めて参りますので、来年もよろしくお願い
致します。
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鈴 坂  知 己営業部 鈴 坂  知 己鈴 坂  知 己鈴 坂  知 己営業部営業部営業部

　コロナ対策のご相談も多くいただき、ホームページでお問い合わせいただい
たご相談についてまとめたサイトを設置しましたので、今後のコロナ対策の
参考となれば幸いです。
　新しく設計課に1名スタッフが加わり、総勢22名となりました。これからも
アシスタント2名で、お客さまの信頼にお応えできるように頑張ってまいりま
す。機会がございましたら、ぜひ一度ご覧ください。
　引き続き来年も何卒よろしくお願い致します。
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林   陽営業部（東京オフィス） 林   陽林   陽林   陽営業部（東京オフィス）営業部（東京オフィス）営業部（東京オフィス）

　本年も皆さまには大変お世話になり
ありがとうございました。日々、ご開業
されているお客さまを訪問させて
いただく中で、リフォームを行うことの
背景や目的を改めて考えなおす一年と
なりました。
　リフォームは、建物や内装、設備と
いった建築的なものの修繕・更新・維持
していくことが表面的な目的ですが、
その裏側には、その空間を営まれている
先生やスタッフがその空間の中でどう
ありたいか、また患者さまにどう過ごし
ていただきたいかを見直し、世の中の
流れにあった方向へ方針転換していく
ための重要な機会でもあります。
　私事になりますが、今年第一子を
授かった喜びもあり、今を未来に繋ぐ
ことを考えた臨機応変なご提案ができる
よう来年からもより一層心がけて参ります。
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玉 﨑  裕 也営業部 玉 﨑  裕 也玉 﨑  裕 也玉 﨑  裕 也営業部営業部営業部

　今年は、未曾有の災禍にもかか
わらず、たくさんの先生方とご縁を
頂き、ご紹介先さまの協力も頂き
ながら、ご開業のお手伝いをさせて
頂く事ができました。改めて厚く
御礼を申し上げます。また、協力
業者さまには、施工の相談など、
いろいろとサポートして頂き、誠に
ありがとうございました。
　世の中が新しい生活様式になる
中、クリニックの設計に関しまして
も、今までの考え方や経験だけに
頼ることでは解決できない課題も
いくつもありました。その点を
踏まえつつ、先生方、スタッフの
皆さま、患者さまに愛される
クリニックづくりを来年も目指し
ます。何卒よろしくお願い致し
ます。
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営業部 建築部

アシスタントアシスタント

安 原  大 輔設計部課長 安 原  大 輔安 原  大 輔安 原  大 輔設計部課長設計部課長設計部課長

　本年も大変にお世話になり
ありがとうございました。
　本年は技術的に挑戦した年で
ありました。私は木造の建物が
得意で木造でご提案することが
多かったのですが、新しい工法で
設計をさせていただくチャンス
に恵まれました。苦労したことも
多かったのですが、新しい取り組み
をさせて頂いたことでやりがいの
ある建物となりました。
　設計者として日々の研鑽の必要性
を感じた一年でありましたし、
初心に帰るべく今後とも努力して
いく必要があると考えております。
　来年もよろしくお願い致します。

　本年も大変にお世話になり
ありがとうございました。
　本年は技術的に挑戦した年で
ありました。私は木造の建物が
得意で木造でご提案することが
多かったのですが、新しい工法で
設計をさせていただくチャンス
に恵まれました。苦労したことも
多かったのですが、新しい取り組み
をさせて頂いたことでやりがいの
ある建物となりました。
　設計者として日々の研鑽の必要性
を感じた一年でありましたし、
初心に帰るべく今後とも努力して
いく必要があると考えております。
　来年もよろしくお願い致します。

北 村  統 之設計部 北 村  統 之北 村  統 之北 村  統 之設計部設計部設計部

　本年も多くのお客さまとご縁を
頂き、プロジェクトに参画させて
頂けました事をうれしく存じます。
　これまでは新装プロジェクトを
メインに担当させていただいて
おりますが、今年は過去に設計した
クリニックさまより改装や拡張の
依頼をいただき、ご開業後も継続
してお付き合いいただく喜びが
ありました。
　また、これまでの経験からの提案
がくつがえることもあった年でも
ありました。先生の数だけ診療
スタイルはあり、建築がそれを最も
良い形で実現できるよう今後も
努力していきたいと思います。
　来年もどうぞよろしくお願い
致します。

　本年も多くのお客さまとご縁を
頂き、プロジェクトに参画させて
頂けました事をうれしく存じます。
　これまでは新装プロジェクトを
メインに担当させていただいて
おりますが、今年は過去に設計した
クリニックさまより改装や拡張の
依頼をいただき、ご開業後も継続
してお付き合いいただく喜びが
ありました。
　また、これまでの経験からの提案
がくつがえることもあった年でも
ありました。先生の数だけ診療
スタイルはあり、建築がそれを最も
良い形で実現できるよう今後も
努力していきたいと思います。
　来年もどうぞよろしくお願い
致します。 川 床  亮 子設計部

設計部

　本年も数多くのプロジェクトに携わらせて頂き、
誠にありがとうございました。
　今年は新型コロナの影響もあり、本当に大変な
一年になりましたが、コロナ対策工事のご相談と
して、久しぶりに訪問をさせて頂いたクリニックさま
もあり、嬉しい一面もございました。
　新装、改装、メンテナンス…また工事の大小に
関わらずさまざまなご依頼を通して、私自身
気付けていなかった点に気付かされる事もまだまだ
ございます。
　来年もたくさんのクリニックさまのお役に
立てるよう頑張って参りますのでよろしくお願い
致します。

　本年も数多くのプロジェクトに携わらせて頂き、
誠にありがとうございました。
　今年は新型コロナの影響もあり、本当に大変な
一年になりましたが、コロナ対策工事のご相談と
して、久しぶりに訪問をさせて頂いたクリニックさま
もあり、嬉しい一面もございました。
　新装、改装、メンテナンス…また工事の大小に
関わらずさまざまなご依頼を通して、私自身
気付けていなかった点に気付かされる事もまだまだ
ございます。
　来年もたくさんのクリニックさまのお役に
立てるよう頑張って参りますのでよろしくお願い
致します。

三 林  王 明建築部 三 林  王 明三 林  王 明三 林  王 明建築部建築部建築部

　本年もたくさんの新装・改装の案件に携わらせて
いただきありがとうございました。
　また弊社の関係協力業者さまには、お客さまに
満足して頂けるよう、コンパスと共に一所懸命
努めていただきましたことをお礼申し上げます。
　新型コロナウイルスに翻弄された2020年も
残りわずかとなりました。幸いなことに当社の
現場関係業者からは、未だ感染者を出すことなく
工事を進めていますことをありがたく思っており
ます。引き続き来年もコロナ対策を徹底し、お客さま
や関係者皆さまにとっても安心頂ける現場づくり
を心掛けていきたいと思います。
　来年も何卒よろしくお願い致します。

　本年もたくさんの新装・改装の案件に携わらせて
いただきありがとうございました。
　また弊社の関係協力業者さまには、お客さまに
満足して頂けるよう、コンパスと共に一所懸命
努めていただきましたことをお礼申し上げます。
　新型コロナウイルスに翻弄された2020年も
残りわずかとなりました。幸いなことに当社の
現場関係業者からは、未だ感染者を出すことなく
工事を進めていますことをありがたく思っており
ます。引き続き来年もコロナ対策を徹底し、お客さま
や関係者皆さまにとっても安心頂ける現場づくり
を心掛けていきたいと思います。
　来年も何卒よろしくお願い致します。

酒 井  繁 兼建築部課長 酒 井  繁 兼酒 井  繁 兼酒 井  繁 兼建築部課長建築部課長建築部課長

　2020年も多くのご相談、ご依頼をいただき誠に
ありがとうございます。
　私自身、今年で入社5年目を迎え、施工の学び
だけではなく、各診療科目の特性や医療機器の
ことなど今まで経験させていただいたことを
活かしながら、プロジェクトのより深い部分にも
携わらせて頂けるようになり、一層「クリニック
づくり」への知識が深めることのできる1年となり
ました。
　これからもお客さまから信頼してご相談・
ご依頼いただけるよう精一杯努めて参ります。
　来年も何卒お願い申し上げます。

　2020年も多くのご相談、ご依頼をいただき誠に
ありがとうございます。
　私自身、今年で入社5年目を迎え、施工の学び
だけではなく、各診療科目の特性や医療機器の
ことなど今まで経験させていただいたことを
活かしながら、プロジェクトのより深い部分にも
携わらせて頂けるようになり、一層「クリニック
づくり」への知識が深めることのできる1年となり
ました。
　これからもお客さまから信頼してご相談・
ご依頼いただけるよう精一杯努めて参ります。
　来年も何卒お願い申し上げます。

建築部建築部 石 井  武 志石 井  武 志建築部建築部建築部建築部 石 井  武 志石 井  武 志石 井  武 志石 井  武 志

中 村  義 輝建築部 中 村  義 輝中 村  義 輝中 村  義 輝建築部建築部建築部 大 谷  圭 二建築部 大 谷  圭 二大 谷  圭 二大 谷  圭 二建築部建築部建築部 松 岡  秀 治建築部 松 岡  秀 治松 岡  秀 治松 岡  秀 治建築部建築部建築部

早野 由美子設計部

クリニックの設計施工に

特化していることを強みに、

医療について幅広く理解し、

提案できる存在でありたい。

谷口 良美設計部

N EW

小 谷   茜  ・  眞 田  優 香小 谷   茜  ・  眞 田  優 香アシスタントアシスタント

　本年も、新しくご縁を頂きましたお客さま
との出会いがあり、昨年から打合せを重ねた
お客さまと笑顔で完成引き渡しを迎え、
ご開院の喜びを分け与えて頂きましたことに
感謝を申し上げます。また長いお付き合いの
お客さまからも引き続きご相談を賜り続けて
いることに心からお礼を申し上げます。
　これからも皆さまのパートナーとして寄り
添っていける存在であれますように、一層
経験を積み、新しい事への取組みや情報の
更新もしていきながら、これからのご提案に
活かしてまいります。今後とも末永くよろしく
お願い致します。

五百藏  雅子設計部設計部
いおろい

烏 野   舞設計部
からすの

患者さまの視点  ドクターの視 点
スタッフの視 点で

クリニック全体を俯瞰的に見渡し、
使い勝 手がよく

居心地がよい空間を創り続けたい。

ご開業からが本当のお付き合いのスタート。

いつまでも“良いクリニック”で在ってもらえる

サポーターであり続けたい。

新型コロナ感染症（COVID-19）対策のよくあるご相談

●待合室・受付の接触・飛沫感染・隔離対策 etc . . .
●非接触及び省接触材への器具変更
●医院の”空気の入替状況”は問題ない？
●導入検討中のウイルス対策素材の有効性をアドバイス
●手洗い設備の増設上田 真央設計部

お問い合わせフォームはコチラ

お気軽に
ご相談
ください！

お気軽に
ご相談
ください！

▼

かわとこおさゆき

村上 有紀設計部
（東京オフィス）

N EW
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