
 

 
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２９年４月１日 

アルフレッサ(株) 

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 

300,069,785円 

単年 

医薬品の調達 平成２９年４月１日 

(公)献血供給事業団 

東京都武蔵野市境南町１

－２６－１ 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

2,884,000円 

単年 

医薬品の調達 平成２９年４月１日 

(株)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 

15,434,782円 

単年 

医薬品の調達 平成２９年４月１日 

東邦薬品(株) 

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 

16,077,083円 

単年 

医薬品の調達 平成２９年４月１日 

東和薬品(株) 

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 

3,362,909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２９年４月１日 

(株)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 

33,752,082円 

単年 

検査試薬の調達 平成２９年４月１日 

アルフレッサ(株) 

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 

2,602,018円 

単年 

検査試薬の調達 平成２９年４月１日 

(株)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 

11,842,180円 

単年 

検査試薬の調達 平成２９年４月１日 

東邦薬品(株) 

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 

107,207,492円 

単年 

検査試薬の調達 平成２９年４月１日 

(株)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 

14,063,724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２９年４月１日 

(株)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 

5,177,358円 

単年 

臨床検査業務 平成２９年４月１日 

(株)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 

37,236,949円 

単年 

臨床検査業務 平成２９年４月１日 

(株)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 

24,353,246円 

単年 

テルモ社製輸液・シリンジポンプ

賃借料 
平成２９年４月１日 

アイティーシー(株) 

東京都千代田区神田富山

町１０－２ 

一般競争入札 ― 2,203,200 ― 

単価契約 

予定調達総額 

2,203,200円 

単年 

情報システム等管理業務 平成２９年４月１日 

ＡＣＭＯＳソーシングサ

ービス(株) 

東京都千代田区神田小川

町３－２６－８ 

ユニゾ神田小川町三丁目

ビル４Ｆ 

一般競争入札 ― 36,158,400 ― 

期間総額 

平成 29年 4月 1日～

平成 32年 3月 31日 



 

 
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 

厨房検査排水等処理設備点検業

務 
平成２９年４月１日 

アーパス技研工業(株) 

東京都中央区日本橋小舟

町４－４アーパス第一ビ

ル 

一般競争入札 ― 4,024,080 ― 
総額 

単年 

トナーカートリッジ等消耗品の

購入 
平成２９年４月１日 

(株)グラフィック 

群馬県太田市新田市野倉

町４８９－１ 

一般競争入札 ― ― ― 

単価契約 

予定調達総額 

1,314,630円 

単年 

エレベーター保守業務 平成２９年４月１日 

ジャパンエレベーターサ

ービス城南(株) 

東京都千代田区神田１－

１１－２ 

一般競争入札 ― 2,442,700 ― 

期間総額 

平成 29年 4月 1日～ 

平成 31年 3月 31日 

第１・第２職員宿舎エレベーター

保守業務 
平成２９年４月１日 

ジャパンエレベーターサ

ービス城南(株) 

東京都千代田区神田１－

１１－２ 

一般競争入札 ― 916,012 ― 

期間総額 

平成 29年 4月 1日～ 

平成 31年 3月 31日 

健康診断部業務 平成２９年４月１日 

(株)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 ― 13,416,192 ― 

期間総額 

平成 29年 4月 1日～

平成 31年 3月 31日 



 

 
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 

車両管理業務（派遣） 平成２９年４月 1日 

日本総合サービス(株) 

東京都港区港南１－６－

３４ 

一般競争入札 ― 1,965 ― 

単価契約（１時間当

たり） 

期間 

平成 29年 4月 1日～

平成 31年 3月 31日 

期間総見込額 

7,671,360円 

事務局業務（派遣） 平成２９年４月１日 

日本リック(株) 

東京都千代田区飯田橋４

－８－１３タカラビル 

一般競争入札 ― 2,257 ― 

単価契約（１時間当

たり） 

単年 

期間総見込額 

4,405,664円 

医師事務作業補助者業務（派遣） 平成２９年４月１日 

ヒューマンリソシア(株) 

東京都新宿区西新宿７－

５－２５ 

一般競争入札 ― 2,268 ― 

単価契約（１時間当

たり） 

単年 

期間総見込額 

4,427,136円 

液体ヘリウム 平成２９年４月１日 

東日本イワタニガス(株) 

東京都港区西新橋３－２

１－８ 

一般競争入札 ― 2,182 ― 

単価契約（1ℓ当たり） 

単年 

期間見込総額 

2,212,548円 

看護補助業務（派遣） 平成２９年４月１日 

(株)モード・プランニン

グジャパン 

東京都中央区銀座６－６

－５ 

一般競争入札 ― 1,890 ― 

単価契約（１時間当

たり） 

期間 

平成 29年 4月 1日～

平成 31年 3月 31日 

期間総見込額 

7,378,560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 

耳鼻科手術セット 一式 平成２９年４月４日 

協和医科器械(株) 

神奈川県横浜市都筑区中

川中央２－４－８ 

一般競争入札 ― 3,177,468 ―  

外科腹腔鏡手術セット 一式 平成２９年４月２１日 

協和医科器械(株) 

神奈川県横浜市都筑区中

川中央２－４－８ 

一般競争入札 ― 2,951,056 ―  

ソノペット２５Ａハンドピース

キット 一式 
平成２９年４月２１日 

協和医科器械(株) 

神奈川県横浜市都筑区中

川中央２－４－８ 

一般競争入札 ― 2,322,000 ―  

画像保管管理システム 一式 平成２９年４月２８日 

シーメンス・ヘルスケア

(株) 

東京都品川区大崎１－１

１－１ 

一般競争入札 ― 15,836,040 ―  

分娩監視装置 一式 平成２９年５月１９日 

(株)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 ― 1,350,000 ―  

 



 
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 

病棟クラーク（派遣） 平成２９年６月１日 

日本リック(株) 

東京都千代田区飯田橋４

－８－１３タカラビル 

一般競争入札 ― 1,998 ― 

単価契約（１時間当

たり） 

期間 

平成 29年 6月 1日～

平成 30年 3月 31日 

期間総見込額 

3,260,736円 

超音波画像解析装置アップグレ

ード 
平成２９年６月９日 

アイティーシー(株) 

東京都千代田区神田富山

町１０－２ アセンド神

田 ７Ｆ 

一般競争入札 ―       1,836,000 ー  

固定電話通信サービス 平成２９年６月２７日 

東日本電信電話(株) 

東京都新宿区西新宿３－

１９－２ 

一般競争入札 ― 5,920,724 ― 

期間総額 

平成 29年 7月 1日～

平成 32年 6月 30日 

コージェネレーションシステム

点検・整備（32,000時間運転時） 
平成２９年７月２１日 

東京産業(株) 

東京都千代田区大手町２

－２－１新大手町ビル 8

階 

一般競争入札 ― 21,315,960 ―  

ボイラー等性能検査前整備業務 平成２９年７月２８日 

(株)ＭＭエンジニアリン

グ 

神奈川県横浜市神奈川区

新子安１－２２－１４ 

一般競争入札 ― 1,134,000 ―  

 



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 

東京労災病院で使用する都市ガ

ス 13A 847,600㎥ 
平成２９年７月２６日 

東京電力エナジーパート

ナー(株) 

東京都港区海岸１－１１

－１ ニューピア竹芝ノ

ースタワー 

一般競争入札 ― 161,383,890 ―  

診療情報管理室事務業務（派遣） 平成２９年８月１日 

(株)エヌエフエー 

東京都大田区池上７－１

０－７シールエンドビル 

一般競争入札 ― 1,998 ― 

単価契約（１時間当

たり） 

期間 

平成 29年 8月 1日～

平成 31年 3月 31日 

期間総見込額 

6,489,504円 

手術室モニタリングシステム 平成２９年８月１０日 

日本光電工業（株） 

東京都品川区東五反田１ 

－１１－１５ 

一般競争入札 ― 10,432,800 ―  

ホルミウムヤグレーザーシステ

ム 
平成２９年８月２５日 

協和医科器械（株） 

静岡県静岡市駿河区池田

１５６－２ 

一般競争入札 ― 9,396,000 ―  

間接蒸気式加湿器及び自動再生

型軟水器保守業務 
平成２９年８月３１日 

三菱重工冷熱（株） 

東京都港区芝浦２－１１

－５ 

一般競争入札 ― 3,819,960 ― 

期間総額 

平成 29年 11月１日

～平成 32年 3月 31

日 

 


