
 
様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施設名    労働者健康安全機構東京労災病院                     

施設の所在地  東京都大田区大森南 4-13-21              

契約担当役氏名  寺 本  明               

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日 
契約の相手方の商号又は

名称及び住所 

一般競争入札・指名競

争入札の別（総合評価

の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 備 考 

医薬品の調達 平成２８年４月１日 

アルフレッサ㈱ 

東京都目黒区目黒本町２

－１８－１６ 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

96,332,675円 

単年 

医薬品の調達 平成２８年４月１日 

㈱スズケン 

東京都品川区東品川４－

９－２８ 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

93,287,753円 

単年 

医薬品の調達 平成２８年４月１日 

東邦薬品㈱ 

東京都世田谷区代沢５－

２－１ 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

49,833,709円 

単年 

医薬品の調達 平成２８年４月１日 

東和薬品㈱ 

東京都江東区亀戸７－４

３－５ 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

112,263円 

単年 

医薬品の調達 平成２８年４月１日 

バイタルネット㈱ 

東京都世田谷区弦巻１－

１－１２ 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

10,132,597円 

単年 

 



 
様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施設名    労働者健康安全機構東京労災病院                     

施設の所在地  東京都大田区大森南 4-13-21              

契約担当役氏名  寺 本  明               

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日 
契約の相手方の商号又は

名称及び住所 

一般競争入札・指名競

争入札の別（総合評価

の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 備 考 

医薬品の調達 平成２８年４月１日 

㈱メディセオ 

東京都中央区八重洲２－

７－１５ 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

79,989,007円 

単年 

検査試薬の調達 平成２８年４月１日 

アルフレッサ㈱ 

東京都練馬区豊玉上２－

４－１ 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

3,953,726円 

単年 

検査試薬の調達 平成２８年４月１日 

㈱スズケン 

東京都千代田区神田佐久

間河岸５９号地 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

16,968,401円 

単年 

検査試薬の調達 平成２８年４月１日 

㈱日栄東海 

東京都中野区中野６－１

５－１３ 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

14,669,275円 

単年 

検査試薬の調達 平成２８年４月１日 

東邦薬品㈱ 

東京都世田谷区代沢５－

２－１ 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

102,414,075円 

単年 

 



 
様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施設名    労働者健康安全機構東京労災病院                     

施設の所在地  東京都大田区大森南 4-13-21              

契約担当役氏名  寺 本  明               

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日 
契約の相手方の商号又は

名称及び住所 

一般競争入札・指名競

争入札の別（総合評価

の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 備 考 

検査試薬の調達 平成２８年４月１日 

㈱メディセオ 

東京都中央区八重洲２－

７－１５ 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

5,098,905円 

単年 

一般廃棄物処理 平成２８年４月 1日 

 

㈱イゾイ 

東京都江戸川区東葛西１

―１６―３ 

 

一般競争入札 ― 267,516 ― 

月額 

期間 

平成 28年 4月～平成

30年 3月 

期間総額 

6,420,384円 

産業廃棄物処理 平成２８年４月１日 

㈱ダステックス 

東京都江東区新木場２－

７－１ 

一般競争入札 ― 139,817 ― 

月額 

期間 

平成 28年 4月～平成

30年 3月 

期間総額 

3,355,608円 

感染性廃棄物処理 平成２８年４月 1日 

東京医療クリーン事業協

同組合 

東京都豊島区西池袋２－

２９－１９ＫＴビル７階 

一般競争入札 ― 1,404,000 ― 

月額 

期間 

平成 28年 4月～平成

30年 3月 

期間総額 

33,696,000円 

ＳＰＤ業務 平成２８年４月１日 

エムシーヘルスケア㈱ 

東京都港区港南２－１６

―１ 品川イーストワン

タワー１２階 

一般競争入札 ― 648,000 ― 

月額 

期間 

平成 28年 4月～平成

31年 3月 

期間総額 

23,328,000円 

 



 
様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施設名    労働者健康安全機構東京労災病院                     

施設の所在地  東京都大田区大森南 4-13-21              

契約担当役氏名  寺 本  明               

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日 
契約の相手方の商号又は

名称及び住所 

一般競争入札・指名競

争入札の別（総合評価

の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 備 考 

臨床検査業務 平成２８年４月１日 

㈱エスアールエル 

東京都新宿区西新宿２－

１－１ 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

48,793,708円 

単年 

臨床検査業務 平成２８年４月１日 

㈱ＬＳＩメディエンス 

東京都千代田区内神田１

－１３－４ 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

30,017,882円 

単年 

電話交換業務 平成２８年４月１日 

キョウワプロテック㈱ 

東京都中央区東日本橋３

－１２－１１（アヅマビ

ル３Ｆ） 

一般競争入札 ―   591,840 ― 

月額 

期間 

平成 28年 4月～平成

31年 3月 

期間総額 

21,306,240円 

警備業務 平成２８年４月１日 

㈱クリーン工房 

埼玉県さいたま市中央区

新都心１１－２  

さいたま新都心ＬＡタワ

ー３０Ｆ 

一般競争入札 ― 
 

2,300,400 
― 

月額 

期間 

平成 28年 4月～平成

31年 3月 

期間総額 

82,814,400円 

手術室・中央材料室管理業務 平成２８年４月１日 

サクラヘルスケアサポー

ト㈱ 

東京都中央区新川１－２

５－１２  

新川フロンティアビル４

階 

一般競争入札 ― 3,452,760 ― 

月額 

期間 

平成 28年 4月～平成

31年 3月 

期間総額 

124,299,360円 

 



 
様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施設名    労働者健康安全機構東京労災病院                     

施設の所在地  東京都大田区大森南 4-13-21              

契約担当役氏名  寺 本  明               

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日 
契約の相手方の商号又は

名称及び住所 

一般競争入札・指名競

争入札の別（総合評価

の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 備 考 

職員宿舎管理業務 平成２８年４月１日 

㈱須田ビルメンテナンス 

東京都立川市砂川町４－

２４－１３ 

一般競争入札 ― 216,000 ― 

月額 

期間 

平成 28年 4月～平成

31年 3月 

期間総額 

7,776,000円 

トナーカートリッジ等消耗品の

調達 
平成２８年４月１日 

㈱東京ディエスジャパン 

東京都台東区柳橋２－１

６－２０ 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

893,600円 

単年 

休日及び夜間等受付業務 平成２８年４月１日 

㈱トレジャー 

東京都荒川区荒川５－２

５－３ サイガプレザン

２１０ 

一般競争入札     ― 719,280 ― 

月額 

期間 

平成 28年 4月～平成

31年 3月 

期間総額 

25,894,080円 

医師事務作業補助業務 平成２８年４月１日 

 

㈱ニチイ学館 

東京都千代田区神田駿河

台２－９ 

 

一般競争入札 ― 1,890 ― 

単価契約（１時間当

たり） 

期間 

平成 28年 4月～平成

31年 3月 

期間総額見込 

29,393,280円 

外来クラーク業務 平成２８年４月１日 

㈱ニチイ学館 

東京都千代田区神田駿河

台２－９ 

一般競争入札 ― 3,240,000 ― 

月額 

期間 

平成 28年 4月～平成

31年 3月 

期間総額 

116,640,000円 



 

 
様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施設名    労働者健康安全機構東京労災病院                     

施設の所在地  東京都大田区大森南 4-13-21              

契約担当役氏名  寺 本  明               

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日 
契約の相手方の商号又は

名称及び住所 

一般競争入札・指名競

争入札の別（総合評価

の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 備 考 

会計窓口業務 平成２８年４月１日 

 

㈱ニチイ学館 

東京都千代田区神田駿河

台２－９ 

 

一般競争入札 ―  939,600 ― 

月額 

期間 

平成 28年 4月～平成

31年 3月 

期間総額 

33,825,600円 

医事課業務 平成２８年 4月１日 

㈱ニチイ学館 

東京都千代田区神田駿河

台２－９ 

一般競争入札 ― 5,474,520 ― 

月額 

期間 

平成 28年 4月～平成

31年 3月 

期間総額 

197,082,720円 

中央監視室業務 平成２８年４月１日 

㈱ハリマビステム 

神奈川県横浜市西区みな

とみらい２－２―１ 

横浜ランドマークタワー

１６階 

一般競争入札 ― 
 

3,240,000 
― 

月額 

期間 

平成 28年 4月～平成

31年 3月 

期間総額 

116,640,000円 

病院寝具供給管理業務ほか一式 平成２８年４月１日 

富士リネン㈱ 

東京都西多摩群瑞穂町長

岡３－１－１１ 

一般競争入札 ― ― ― 

期間 

平成 28年 4月～平成

31年 3月 

予定調達総額 

75,366,000円 

液体ヘリウム ５０７Ｌ 平成２８年４月１日 

東日本イワタニガス㈱ 

千葉県市川市塩浜２－１

７ 

一般競争入札 ― 2,020 ― 

単価契約(1ℓ当たり) 

平成 28年 4月～平成

29年 3月 

予定調達総額 

1,024,140円 



 

 
様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施設名    労働者健康安全機構東京労災病院                     

施設の所在地  東京都大田区大森南 4-13-21              

契約担当役氏名  寺 本  明               

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日 
契約の相手方の商号又は

名称及び住所 

一般競争入札・指名競

争入札の別（総合評価

の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 備 考 

産婦人科腹腔鏡下手術セット 

一式 
平成２８年５月１７日 

協和医科器械㈱ 

神奈川県横浜市都筑区中

川中央２－４－８ 

一般競争入札 ― 3,215,268 ―  

血管撮影動画解析システム 一

式 
平成２８年５月３１日 

㈱アイティーシー 

東京都千代田区二番町５

－５ 

番町フィフスビル４Ｆ 

一般競争入札 ― 11,880,000 ―  

診察券発行機 一式 平成２８年５月３１日 

㈱ドッドウェルビー・エ

ム・エス 

東京都中央区日本橋久松

町１２―８ ドッドウエ

ルＢＭＳビル 

一般競争入札 ― 2,376,000 ―  

腎盂尿管ビデオスコープ 一式 平成２８年５月３１日 

協和医科器械㈱ 

神奈川県横浜市都筑区中

川中央２－４－８ 

一般競争入札 ― 2,494,800 ―  

３次元眼底像撮影装置 一式 平成２８年６月３日 

協和医科器械㈱ 

神奈川県横浜市都筑区中

川中央２－４－８ 

一般競争入札 ― 14,472,000 ―  



 

 
様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施設名    労働者健康安全機構東京労災病院                     

施設の所在地  東京都大田区大森南 4-13-21              

契約担当役氏名  寺 本  明               

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日 
契約の相手方の商号又は

名称及び住所 

一般競争入札・指名競

争入札の別（総合評価

の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 備 考 

血液ガス分析装置 一式 平成２８年６月３日 

㈱日栄東海 

東京都中野区中野６－１

５－１３ 

一般競争入札 ― 2,138,400 ―  

看護補助業務（派遣） 平成２８年６月１０日 

㈱モードプランニングジ

ャパン 

東京都中央区銀座６－６

－５ 新日本実業銀座６

丁目ビル 

一般競争入札 ― 1,890 ― 

単価契約（１時間当

たり） 

期間 

平成 28年 6月 15日

～平成 29年 3月 

期間総額見込 

12,337,920円 

ＲＩ排気ユニット用エアフィル

タ交換業務 
平成２８年６月１４日 

㈱千代田テクノル 

東京都文京区湯島１－７

－１２ 

一般競争入札 ― 1,200,960 ―  

栄養管理システム 一式 平成２８年７月１５日 

㈱エスエフシー新潟 

新潟県新潟市中央区南出

来島１－１０－２１ 

一般競争入札 ― 5,410,800 ―  

手術室モニタリングシステム 

一式 
平成２８年７月１５日 

日本光電東京㈱ 

東京都品川区東五反田１ 

－１１－１５ 

一般競争入札 

 

― 

 

7,722,000 ―  



 

 
様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施設名    労働者健康安全機構東京労災病院                     

施設の所在地  東京都大田区大森南 4-13-21              

契約担当役氏名  寺 本  明               

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日 
契約の相手方の商号又は

名称及び住所 

一般競争入札・指名競

争入札の別（総合評価

の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 備 考 

携帯型心臓超音波装置 一式 平成２８年８月２３日 

㈱アイティーシー 

東京都千代田区二番町５

－５ 

番町フィフスビル４Ｆ 

一般競争入札 ― 6,210,000 ―  

集中型受信機 十式 平成２８年８月２３日 

日本光電東京㈱ 

東京都品川区東五反田１ 

－１１－１５ 

一般競争入札 ― 9,990,000 ―  

受変電設備点検業務 平成２８年９月２０日 

一般社団法人関東電気保

安協会 

東京都港区芝浦４－１３

－２３ 

一般競争入札 ― 3,798,360 ―  

会計課業務(派遣) 平成２８年１０月１８日 

日本リック㈱ 

東京都千代田区飯田橋４

-８-１３タカラビル 

一般競争入札 ― 1,890 ― 

単価契約（１時間当

たり） 

期間 

平成 28年 11月～平

成 29年 3月 

期間総額見込 

1,512,000円 

医療サポートセンター事務作業

補助者業務（派遣） 
平成２８年１１月４日 

日本リック㈱ 

東京都千代田区飯田橋４

-８-１３タカラビル 

一般競争入札 ― 2,106 ― 

単価契約（１時間当

たり） 

期間 

平成 29年 1月～平成

30年 3月 

期間総額見込 

5,138,640円 



 

 
様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施設名    労働者健康安全機構東京労災病院                     

施設の所在地  東京都大田区大森南 4-13-21              

契約担当役氏名  寺 本  明               

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日 
契約の相手方の商号又は

名称及び住所 

一般競争入札・指名競

争入札の別（総合評価

の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 備 考 

電動ベッド及び小児用ベッド 

一式 
平成２８年１２月２０日 

㈱ムトウ 

東京都品川区南大井３－

５－１０カーサグランデ

１０１号 

一般競争入札 ― 3,013,200 ―  

耳鼻科手術セット 一式 平成２９年３月２３日 

協和医科器械㈱ 

神奈川県横浜市都筑区中

川中央２－４－８ 

一般競争入札 ― 2,300,065 ―  

        

        

        


