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コロナ禍での新規開業の秘策が分かる。勤務医か、開業か…「その悩み、三井ホームにご相談ください」
※

5000件超の実績が導く“医院開業”のノウハウとは？
三井ホーム 熊本支店

「このような方はぜひご相談ください」

三井ホームの医院開業サポートシステム

2 〜 3年後に医院開業を考えている

「WITH DOCTORS」が総合的に対応

事業を承継して、
より時代に合わせた
地域医療に取り組みたい
医院の建て替え・リフォームを検討している

●診療圏調査（マーケットリサーチ）
●最適な物件選び
（開業地候補）

開業するにも土地がない …など
高品質でデザイン性に富
かにサポート︒ドクター

る 豊 か な 創 造 力 に よ り︑ プロと連携し︑きめ細や

ドクターの想いを形にす

のブレーンとしての総合

後の経営まで︑各分野の

高い設計力・技術力と︑ なく︑基本構想から開業

められる医院経営につい

応︒これからの時代に求

院開業チーム〟が直接対

門集団で構成された〝医

まな成功事例を元に︑専

されます︒熊本のさまざ

医院開業の専門チームが贈る
ドクターのための貴重な相談会が開催

む医院をつくり続ける三

的な対応力が強みです︒
て︑ひとクラス上の有益

井ホーム︒医院建築の実

な 提 案 を 受 け ら れ ま す︒

「同じ敷地内での新築移転ということで、医院建
築の実績の多い三井ホームでの建設となりまし
た。今までの診察スタイルを維持しながら、内視
鏡専用の個室、発熱救急外来専用の入口、新たに
尾﨑 徹院長
導入するCTの動線…など、かなり考えた間取り
に満足しています。待合室が広く、
トイレは多め
DATA
に。
シンプルモダンで清潔感のある雰囲気は、患
南区川尻5-1-62
☎096（357）
9115 者さんからの評判も良いです。」

クリスマス♪おとなの

3000円相当の

績は５０００件超︵※︶︑

内科・消化器内科・呼吸器内科･循環器内科・内視鏡内科

「医院建築経験に優れた三井ホームの多彩な実
例を見せて頂き、自分の理想に近かったためお
願いしました。白を基調とした外観は、周囲の景
観に溶けこみ地域のシンボル的な存在になった
水野 雄二院長
ように思います。設備面でも、雨の日や足の不自
由な方でも車を降りずに対応できるドライブス
DATA
合志市豊岡2000-107
ルー形式の診察ができるよう建築に取り入れて
☎096（248）
3355 頂きました。」

当日グリーンコープに
ご加入で

会場の三井ホーム熊本デ

き
お買物で

まさに〝医院建築のエキ

い方も
員じゃな
合
組
ます
当日は

スパート〟的存在です︒

「三井ホームが建築した八代市のクリニックの
雰囲気を気に入ったのがきっかけです。感染症
が疑われる子と非感染症の子が別々に待てるよ
う待合室は2つに。 子どもたちにできるだけ病
塵岡 健院長
院であることを感じさせないように木の温もり
を生かし、まるで自宅にいるような雰囲気を大
DATA
切にしたい という要望も見事に叶えてくれた
玉名市築地5-1
☎0968
（72）0033 と思います。」

ザインセンターで︑建築

川尻尾﨑内科

内科・循環器内科

小児科・アレルギー科

１日３組限定
完全予約制

みずの内科・血圧心臓クリニック

もみの木こどもクリニック

全国の院長に支持され

先着予約制のため︑ま

【2022年5月移転開院】

【2022年4月開院】

【2021年4月開院】
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ヨネザワ
●
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県庁通り
●
● 砂取小
●●
熊本県庁通り 三井ホーム
モデルハウス 熊本デザイン

る理由は︑医院開業サポ

三井ホーム

※5000件超の実績…三井ホームグループによる医院・福祉・施設建築の
実績
（三井ホーム調べ2020年1月現在）

中央区神水1-25-25（駐車場あり）

＊新型コロナウイル
ス感染防止対策とし
て、利用スペースで
はアクリル板の設置、
テーブルや椅子、ド
アノブの消毒等を励
行します

ずは電話かウェブで申込

営業／ 9:00 〜 18:00、水曜休

熊本デザインセンター
東バイパス

1 0120・47・2424

会場／三井ホーム熊本支店

水前寺
公園

web申込は
二次元コード
から

ートシステム﹁ＷＩＴＨ ︵ 日 ︶ に は︑ ド ク タ ー の

三井ホーム 熊本支店

①10:00 〜 ②13:00 〜 ③15:00 〜
＊約2時間、完全予約制、参加無料

ください︒

電話かwebから申込ください

要望に応える形で﹁医院

1日3組
限定

開業個別相談会﹂が開催

「ドクターのご計画に合わせた開業方式を提案致します」

11月20日（日）
・27日（日）

ＤＯＣＴＯＲＳ﹂がある

医院開業個別相談会 in KUMAMOTO

戸建医院・医院併用住宅の新築はもちろん、医院の建替え、リ
フォーム、ビル内診療所の開設、レントクリニックまで、開業コ
ストや経営方針に合わせた提案を行います。

から︒建てて終わりでは

●開業までの資金計画、各種公的機関や金融機関の融資手続き
などもサポート
●戸建診療所とビル内診療所のメリットを享受した「ドクターズ
レントハウス」や、医療機器等の導入・調達先のコーディネートも

料理教室
参加者募集
（木）
12月 8日

商品プレゼント

10：00～12：00

会場／熊本市青年会館
2階 料理室

来てね
遊 びに

（中央区出水2-7-1）
市電
「商業高校前」
徒歩10分

定員／8名 （応募多数の場合は抽選制）
※抽選の場合は、結果をメールで連絡します。

のメーカーさん
生産者さんが

完成品は
キッシュ
（18㎝） 参加費1500円（税込）お持ち帰り
定

以上限

小学生

同伴
保護者
無料
費
加
参

グリーンコープでしか買えない
素敵な商品が勢ぞろい！
野菜たっぷり♪
※東アジアの人々と日本の私たちが、
対等な立場で「モノ」を交換することで
連帯する取り組みを続けています。

エコバックを
ご持参
ください！
マスク着用・手指消毒など感染対策にご協力お願いいたします

応募方法
★大人が対象です
★未組合員に限ります
※電話での申込は
受け付けておりません
※個人情報は料理教室運営と
サービスの案内のみに使用します

意外とカンタン♪ 「食
の安心・安全」にこだわ
るグリーンコープ の 食
材で、お家クリスマスを
盛り上 げるパイ料 理と
デザート作りを楽しみま
せんか？ 8名様限定、ふ
るってご応募ください

STEP1
右QRから必要事項を入
力し送信ください。応募締
切は11月15日（火）
です。

応募フォーム⇒

※トッピング例

抹茶ババロア

STEP2
11月18日（金）
までに、抽選結果
をメールにてご
連絡いたします。

STEP3
当選者は当日会場ま
でお越しください。
キャンセルは前々日ま
でにご連絡ください

問合せ／☎096
（324）
8134
（平日9:00～17:00） 事務局／西区新土河原2-1-1

