
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  杉 山  政 則               

 

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 平成３１年４月１日 

アルフレッサ(株) 

東京都目黒区目黒本町二

丁目１８番１６号 

一般競争入札 ― ２２，４８４，０００ ― 

単価契約 

 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和元年 9月 30日 

医薬品 平成３１年４月１日 

(株)スズケン 

東京都品川区東品川四丁

目９番２８号 

一般競争入札 ― １４，８５０，６５６ ― 

単価契約 

 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和元年 9月 30日 

医薬品 平成３１年４月１日 

東邦薬品(株) 

東京都世田谷区代沢五丁

目２番１号 

一般競争入札 ― １７，７３１，８４７ ― 

単価契約 

 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和元年 9月 30日 

医薬品 平成３１年４月１日 

(株)メディセオ 

東京都中央区八重洲二丁

目７番１５号 

一般競争入札 ― １６，３８７，８２７ ― 

単価契約 

 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和元年 9月 30日 

検査試薬 平成３１年４月１日 

アルフレッサ(株) 

東京都練馬区豊玉上二丁

目４番１号 

一般競争入札 ― ２３，５６６，４２１ ― 

単価契約 

 

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  杉 山  政 則               

 

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 平成３１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 ― ６，４８７，５２６ ― 

単価契約 

 

単年 

検査試薬 平成３１年４月１日 

東邦薬品(株) 

東京都世田谷区代沢五丁

目２番１号 

一般競争入札 ― １５，０３９，８３２ ― 

単価契約 

 

単年 

検査試薬 平成３１年４月１日 

(株)日栄東海 

東京都中野区中野六丁目

１５番１３号 

一般競争入札 ― ７，７７２，６６４ ― 

単価契約 

 

単年 

厨房・検査・解剖排水処理設備

保守点検及び水質測定業務 
平成３１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番４号 

一般競争入札 ― ６，０３６，１２０ ― 

期間総額 

 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4年 3月 31日 

経皮的カテーテル心筋焼灼術用

機器の賃貸借 
平成３１年４月１日 

(株)アペックスインター

ナショナル 

東京都新宿区西新宿３丁

目２番１１号新宿三井ビ

ルディング２号館３階 

一般競争入札 ― ４，５４４，１００ ― 

単価契約 

 

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  杉 山  政 則               

 

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 

医療材料等の継続的な売買及び

物品管理業務（SPD) 
平成３１年４月１日 

エム・シー・ヘルスケア

（株） 

東京都中央区日本橋小舟

町４番４号港区南２丁目

１６番１号 

一般競争入札 ― ９４３，６５４，６６８ ― 

期間総額 

 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4年 3月 31日 

電話交換業務 平成３１年４月１日 

キョウワプロテック

（株） 

福島県福島市五月町３番

２０号 

一般競争入札 ― ７，４５２，０００ ― 

期間総額 

 

単年 

警備業務 平成３１年４月１日 

(株)クリーン工房 

埼玉県さいたま市中央区

新都心１１番地２さいた

ま新都心ＬＡタワー３０

Ｆ 

一般競争入札 ― ２，４２０，２８０ ― 

期間総額 

 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4年 3月 31日 

中央材料室・手術室管理業務 平成３１年４月１日 

サクラヘルスケアサポー

ト（株） 

東京都中央区新川 1丁目

２５番１２号新川フロン

ティアビル４階 

一般競争入札 ― １２４，２６０，４８０ ― 

期間総額 

 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4年 3月 31日 

東京労災病院で使用する電気 平成３１年４月１日 

サミットエナジー(株) 

東京都千代田区内神田２

丁目３番４号 

一般競争入札 ― ７２，５１５，０８８ ― 

期間総額 

 

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  杉 山  政 則 

 

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 

エレベーター保守点検業務 平成３１年４月１日 

ジャパンエレベーターサ

ービス城南(株) 

東京都千代田区東神田一

丁目１１番２号 

一般競争入札 ― ４，２１２，６４８ ― 

期間総額 

 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4年 3月 31日 

放射線個人外部被ばく線量測定

業務 
平成３１年４月１日 

（株）千代田テクノル 

東京都文京区湯島一丁目

７番１２号 

一般競争入札 ― ３，１０４，１７９ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4年 3月 31 

医事課及び外来クラーク業務 平成３１年４月１日 

(株)ニチイ学館 

東京都千代田区神田駿河

台２丁目９番地 

一般競争入札 ― ３３８,１９０,６６０ ― 

期間総額 

 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4年 3月 31日 

会計窓口業務 平成３１年４月１日 

(株)ニチイ学館 

東京都千代田区神田駿河

台２丁目９番地 

一般競争入札 ― ４６，６５６，０００ ― 

期間総額 

 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4年 3月 31日 

中央監視室業務 平成３１年４月１日 

（株）ハリマビステム 

神奈川県横浜市みなとみ

らい２丁目２番１号横浜

ランドマークタワー 

一般競争入札 ― ４０，８２４，０００ ― 

期間総額 

 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4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  杉 山  政 則               

 

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 

液体ヘリウム 平成３１年４月１日 

東日本イワタニガス

（株）東京都港区西新橋

三丁目２１番８号 

一般競争入札 ― ２，９７０，０００ ― 

単価契約 

 

単年 

病院寝具・病衣等供給管理及び

洗濯業務 
平成３１年４月１日 

富士リネンサプライ

（株）東京都西多摩郡瑞

穂町長岡３丁目１番地１

１号 

一般競争入札 ― ３７，８４４，９５３ ― 

期間総額 

 

単年 

医師事務作業補助者業務（派

遣） 
平成３１年４月１日 

（株）シグマスタッフ 

東京都品川区上大崎２丁

目２５番地２号新目黒東

急ビル６階 

一般競争入札 ― １２，１８０，０００  

単価契約 

 

期間総額 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4年 3月 31日 

医師事務作業補助者業務（派

遣） 
平成３１年４月１日 

（株）シグマスタッフ 

東京都品川区上大崎２丁

目２５番地２号新目黒東

急ビル６階 

一般競争入札 ― １３，１５４，４００ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4年 3月 31日 

医師事務作業補助者業務（派

遣） 
平成３１年４月１日 

（株）シグマスタッフ 

東京都品川区上大崎２丁

目２５番地２号新目黒東

急ビル６階 

一般競争入札 ― １３，４６７，６００ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4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  杉 山  政 則               

 

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 

医師事務作業補助者業務（派

遣） 
平成３１年４月１日 

（株）ニチイ学館 

東京都千代田区神田駿河

台２丁目９番地 

一般競争入札 ― １３，１５４，４００ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4年 3月 31日 

医師事務作業補助者業務（派

遣） 
平成３１年４月１日 

（株）パソナ 

東京都千代田区丸の内１

丁目５番１号 

一般競争入札 ― １３，０９０，６００ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4年 3月 31日 

医師事務作業補助者業務（派

遣） 
平成３１年４月１日 

（株）パソナ 

東京都千代田区丸の内１

丁目５番１号 

一般競争入札 ― １３，０９０，６００ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4年 3月 31日 

医師事務作業補助者業務（派

遣） 
平成３１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丁

目５番２５号 

一般競争入札 ― １３，４６７，６００ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4年 3月 31日 

医師事務作業補助者業務（派

遣） 
平成３１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丁

目５番２５号 

一般競争入札 ― １３，４６７，６００ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4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  杉 山  政 則               

 

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 

医師事務作業補助者業務（派

遣） 
平成３１年４月１日 

（株）ルフト・メディカ

ルケア 

東京都新宿区新宿１丁目

９番７号第１３大鉄ビル

１０階 

一般競争入札 ― １２，５２８，０００ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 31年 4月 1日

～ 

令和 4年 3月 31日 

耳鼻咽喉科診察ユニット 平成３１年４月５日 

協和医科器械（株） 

静岡県静岡市駿河区池田

１５６番地２号 

一般競争入札 ― ３，１５３，６００ ―  

治療用電気手術器 平成３１年４月１９日 

（株）ムトウ 

東京都品川区薬袋大井３

丁目５番１０号カーサグ

ランデ１０１ 

一般競争入札 ― ３，６３９，６００ ―  

外来膀胱鏡検査・診断システム 平成３１年４月１９日 

協和医科器械（株） 

静岡県静岡市駿河区池田

１５６番地２号 

一般競争入札 ― １３，７１６，０００ ―   

医師事務作業補助者業務（派遣） 令和元年６月７日 

（株）ルフト・メディカ

ル 

東京都新宿区新宿１丁目

９番７号第１３大鉄ビル

１０階 

一般競争入札 ― １１，５０８，４８０ ― 

単価契約 

 

期間総額 

令和元年 7月 1日～ 

令和 4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  杉 山  政 則               

 

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 

超音波ガストロビデオスコープ 令和元年６月２７日 

オリンパスメディカルサ

イエンス販売（株） 

東京都新宿区西新宿３丁

目２０番２号 

一般競争入札 ― ７，０６４，０６４ ―   

ベッドサイドモニター ２式 令和元年６月２７日 

日本光電工業（株） 

東京都品川区東五反田１

丁目１１番１５号 

一般競争入札 ― １，８３６，０００ ―  

建物外壁タイル打診調査 令和元年７月１０日 

大木リフォーム(株) 

東京都千代田区岩本町二

丁目１番６号 

一般競争入札 ― ３，６５０，４００ ―  

ベッドサイドモニター １０式 令和元年７月１７日 

(株)イノメディックス 

東京都文京区小石川四丁

目１７番１５号 

一般競争入札 ― ７，６１４，０００ ―  

ボイラー等性能検査前整備業務 令和元年７月１７日 

(株)ＭＭエンジニアリン

グ 

神奈川県横浜市神奈川区

新子安一丁目２２番１４

号 

一般競争入札 ― １，４３６，４００ ―  



 

 
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  杉 山  政 則               

 

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 

自動ドア部品交換作業 令和元年７月１９日 

フルテック(株) 

東京都大田区東馬込一丁

目３３番６号 

一般競争入札 ― ４，８１６，８００ ―   

輸液ポンプ 39式 令和元年７月２４日 

エム・シー・ヘルスケア

（株） 

東京都中央区日本橋小舟

町４番４号港区南２丁目

１６番１号 

一般競争入札 ― ７，３２５，１５４ ―  

シリンジポンプ 65式 令和元年７月２４日 

エム・シー・ヘルスケア

（株） 

東京都中央区日本橋小舟

町４番４号港区南２丁目

１６番１号 

一般競争入札 ― ８，３６８，５８５ ―  

陽圧式人工呼吸器 令和元年８月２日 

日本光電工業(株) 

東京都品川区東五反田１

丁目１１番１５号 

一般競争入札 ― ５，２８１，２００ ―  

Ａ/Ｂ剤自動溶解装置 令和元年８月２日 

日機装(株) 

東京都江東区木場１－４

－１２ 

一般競争入札 ― ４，９６３，６８０ ―  

 



 

 
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  杉 山  政 則               

 

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 

分娩台 令和元年８月２０日 

（株）ムトウ 

東京都品川区南大井三丁

目５番１０号 

一般競争入札 ― ３，０３６，８５２ ―   

保育器 令和元年８月２０日 

（株）ムトウ 

東京都品川区南大井三丁

目５番１０号 

一般競争入札 ― ３，３３８，７１２ ―  

集中監視システム・分娩監視装

置 
令和元年８月２０日 

(株)イノメディックス 

東京都文京区小石川四丁

目１７番１５号 

一般競争入札 ― ８，７４２，６００ ―  

医局秘書業務（派遣） 令和元年８月２１日 

ヒューマンリソシア

（株） 

東京都新宿区西新宿７丁

目５番２５号 

一般競争入札 ― １３，０６３，６８０ ― 

単価契約 

 

期間総額 

令和元年 8月 22日

～ 

令和 4年 3月 31日 

医師事務作業補助者業務（派

遣） 
令和元年８月２１日 

（株）ルフト・メディカ

ルケア 

東京都新宿区新宿１丁目

９番７号第１３大鉄ビル

１０階 

一般競争入札 ― １１，４３０，７２０ ― 

単価契約 

 

期間総額 

令和元年 8月 22日

～ 

令和 4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  杉 山  政 則               

 

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 

医師事務作業補助者業務（派

遣） 
令和元年８月２１日 

ヒューマンリソシア

（株） 

東京都新宿区西新宿７丁

目５番２５号 

一般競争入札 ― １１，７０２，８８０ ― 

単価契約 

 

期間総額 

令和元年 8月 22日

～ 

令和 4年 3月 31日 

 

医師事務作業補助者業務（派

遣） 
令和元年８月２１日 

ヒューマンリソシア

（株） 

東京都新宿区西新宿７丁

目５番２５号 

一般競争入札 ― １２，２４７，２００ ― 

単価契約 

 

期間総額 

令和元年 8月 22日

～ 

令和 4年 3月 31日 

医師事務作業補助者業務（派

遣） 
令和元年８月２１日 

（株）ルフト・メディカ

ルケア 

東京都新宿区新宿１丁目

９番７号第１３大鉄ビル

１０階 

一般競争入札 ― １１，４３０，７２０ ― 

単価契約 

 

期間総額 

令和元年 8月 22日

～ 

令和 4年 3月 31日 

輸液ポンプ３９式（リース） 令和元年８月２７日 

ＮＴＴファイナンス(株) 

東京都港区港南１－２－

７０品川シーズンテラス

１３階 

一般競争入札 ― ７，４５２，０００ ― 

期間総額 

令和元年 9月 1日～ 

令和 6年 8月 31日 

シリンジポンプ６５式（リー

ス） 
令和元年８月２７日 

ＮＴＴファイナンス(株) 

東京都港区港南１－２－

７０品川シーズンテラス

１３階 

一般競争入札 ― ８，５１１，４８０  

期間総額 

令和元年 9月 1日～ 

令和 6年 8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  杉 山  政 則               

 

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 

整形/耳鼻科共用内視鏡システム 令和元年８月２７日 

（株）ムトウ 

東京都品川区南大井三丁

目５番１０号 

一般競争入札 ― ８，５８６，０００ ―   

受変電設備点検業務 令和元年９月１３日 

（一社）関東電気保安協

会 

東京都港区港南五丁目５

－３ 

一般競争入札 ― ３，９３８，０００ ―  

低圧気中遮断器更新作業 令和元年９月１３日 

（株）白川電機製作所 

東京都目黒区目黒本町二

丁目７番１号 

一般競争入札 ― ７，６２３，０００ ―  

自動ジェット式洗浄装置 令和元年９月１３日 

協和医科器械（株） 

静岡県静岡市駿河区池田

１５６番地の２ 

一般競争入札 ― ６，２４８，０００ ―  

医薬品 令和元年９月２５日 

アルフレッサ(株) 

東京都目黒区目黒本町二

丁目１８番１６号 

一般競争入札 ― ６８，６０５，６２５ ― 

単価契約 

 

期間総額 

令和元年 10月 1日

～ 

令和 2年 9 月 30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  杉 山  政 則               

 

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 令和元年９月２５日 

(株)スズケン 

東京都品川区東品川四丁

目９番２８号 

一般競争入札 ― ２４，６２１，０６３ ― 

単価契約 

 

期間総額 

令和元年 10月 1日

～ 

令和 2年 9 月 30日 

 

医薬品 令和元年９月２５日 

東邦薬品(株) 

東京都世田谷区代沢五丁

目２番１号 

一般競争入札 ― １９，７８５，５８３ ― 

単価契約 

 

期間総額 

令和元年 10月 1日

～ 

令和 2年 9 月 30日 

医薬品 令和元年９月２５日 

(株)メディセオ 

東京都中央区八重洲二丁

目７番１５号 

一般競争入札 ― ４３，０１８，１７４ ― 

単価契約 

 

期間総額 

令和元年 10月 1日

～ 

令和 2年 9 月 30日 

ダルベポエチン アルファ注 令和元年１２月１０日 

アルフレッサ(株) 

東京都目黒区目黒本町二

丁目１８番１６号 

一般競争入札 ― ９，６７０，７１７ ― 

単価契約 

 

期間総額 

令和元年 12月 10日

～令和 2年 9月 30

日 

電動ベッド１５式 令和元年１２月１０日 

（株）ムトウ 

東京都品川区南大井三丁

目５番１０号 

一般競争入札 ― ３，７８３，１７５ ―  



 

 
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  杉 山  政 則               

 

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 

NBC災害・テロ対策物品 令和２年１月８日 

（株）ムトウ 

東京都品川区南大井三丁

目５番１０号 

一般競争入札 ― １２，０１７，５００ ―   

メッセンジャー業務及び医薬品

搬送業務 
令和２年１月８日 

（株）エヌエフエー 

東京都大田区池上七丁目

１０番１０号 

一般競争入札 ― ５５，４４０，０００ ― 

期間総額 

令和 2年 4月 1日～ 

令和 5年 3 月 31日 

手術台 令和２年１月１７日 

協和医科器械（株） 

静岡県静岡市駿河区池田

１５６番地の２ 

一般競争入札 ― ６，５７８，０００ ―  

病院寝具・病衣供給管理及び選

択業務 
令和２年１月１７日 

富士リネンサプライ

（株） 

東京都西多摩郡瑞穂町永

岡三丁目１番地１１号 

一般競争入札 ― １１０，３２０，０８９ ― 

期間総額 

令和 2年 4月 1日～ 

令和 5年 3 月 31日 

電話交換業務 令和２年１月２３日 

アイオンプランニングセ

ンター（株） 

大分県中津市大字合馬３

２番地２ 

一般競争入札 ― ２５，１３５，０００ ― 

期間総額 

令和 2年 4月 1日～ 

令和 5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  杉 山  政 則               

 

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 

患者給食業務 令和２年１月２４日 

（株）メフォス 

東京都港区赤坂二丁目２

３番１号 

一般競争入札 ― ４８１，３６７，４５６ ― 

期間総額 

令和 2年 4月 1日～ 

令和 4年 3 月 31日 

 

夜間・休日受付業務 令和２年１月２９日 

（株）日本環境ビルテッ

ク 

東京都豊島区東池袋三丁

目２０番３号 

一般競争入札 ― ５４，９５６，０００ ― 

期間総額 

令和 2年 4月 1日～ 

令和 5年 3 月 31日 

新生児用ベッドサイドモニタ 令和２年２月１２日 

日本光電工業(株) 

東京都品川区東五反田１

丁目１１番１５号 

一般競争入札 ― １，８３７，０００ ―  

 


