
 様式第 24号（第 27条の２関係） 

 

 随意契約に係る情報の公表（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        

  

物品等若しくは役

務の名称及び数量 
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 

随意契約によることとした

根拠となる会計細則の条項

及び理由（企画競争又は公

募の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 
再就職の 

役員の数 
備 考 

内視鏡システム賃

貸借 
平成３１年４月１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二丁

目３番１号 

会計細則第５２条第６号 ― １，２９６，０００ ― 0 単年 

放射線科予約シス

テム管理業務 
平成３１年４月１日 

(株)ジェイマックシステ

ム 

北海道札幌市中央区北４

条東１丁目２－３札幌フ

コク生命ビル１０Ｆ 

公募を実施したが、応募者

が１者のみであったため 
― １，１６６，４００ ― 0 

期間総額 

平成 31年 4月 1日～ 

令和 4年 3月 31日 

院外画像参照シス

テム 
平成３１年４月１日 

(株)ジェイマックシステ

ム 

北海道札幌市中央区北４

条東１丁目２－３札幌フ

コク生命ビル１０Ｆ 

公募を実施したが、応募者

が１者のみであったため 
― ２，０８７，８５６ ― 0 

期間総額 

平成 31年 4月 1日～ 

令和 4年 3月 31日 

多目的血管撮影装

置保守業務 
平成３１年４月１日 

シーメンスヘルスケア

(株) 

東京都品川区大崎１－１

１－１ 

公募を実施したが、応募者

が１者のみであったため 
― １８，４６８，０００ ― 0 

期間総額 

平成 31年 4月 1日～ 

令和 4年 3月 31日 

コピー用紙 平成３１年４月１日 

(株)清和ビジネス 

東京都中央区日本橋四丁

目３番１８号 

会計細則第５３条第１項 ― ２，４９０，９３１ ― 0 

不落随契 

 

単価契約 

単年  

  



様式第 24号（第 27条の２関係） 

 

 随意契約に係る情報の公表（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        

  

物品等若しくは役

務の名称及び数量 
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 

随意契約によることとした

根拠となる会計細則の条項

及び理由（企画競争又は公

募の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 
再就職の 

役員の数 
備 考 

酸素供給装置の賃

貸借 
平成３１年４月１日 

帝人在宅医療（株） 

東京都千代田区霞が関三

丁目２番１号 

会計細則第５２条第６号 ― ２６，６３５，３９２ ― 0 

単価契約 

 

単年 

従圧式陽圧人工呼

吸器の賃貸借 
平成３１年４月１日 

帝人在宅医療（株） 

東京都千代田区霞が関三

丁目２番１号 

会計細則第５２条第６号 ― ２，７４２，６６０ ― 0 

単価契約 

 

単年 

ＣＰＡＰ装置の賃

貸借 
平成３１年４月１日 

帝人在宅医療（株） 

東京都千代田区霞が関三

丁目２番１号 

会計細則第５２条第６号 ― ２２，２５３，０２８ ― 0 

単価契約 

 

単年 

超音波骨折治療器

の賃貸借 
平成３１年４月１日 

帝人在宅医療（株） 

東京都千代田区霞が関三

丁目２番１号 

会計細則第５２条第６号 ― １，９８９，３６０ ― 0 

単価契約 

 

単年 

放射性医薬品 平成３１年４月１日 

（公社）日本アイソトー

プ協会 

東京都文京区本駒込二丁

目２８番４５号 

会計細則第５２条第６号 ― ２６，９８５，７４４ ― 0 

単価契約 

 

単年 

  



様式第 24号（第 27条の２関係） 

 

 随意契約に係る情報の公表（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        

  

物品等若しくは役

務の名称及び数量 
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 

随意契約によることとした

根拠となる会計細則の条項

及び理由（企画競争又は公

募の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 
再就職の 

役員の数 
備 考 

輸血用血液製剤 平成３１年４月１日 

日本赤十字社関東甲信越

ブロック血液センター 

東京都江東区辰巳二丁目

１番６７号 

会計細則第５２条第６号 ― １７，９７６，８４１ ― 0 

単価契約 

 

平成 31年 4月 1日～ 

令和元年 9月 30日 

胎盤処理業務 平成３１年４月１日 

日本胞衣衛生(株) 

東京都新宿区愛住町１８

番地 

公募を実施したが、応募者

が１者のみであったため 
― ３，３２４，２４０ ― 0 

期間総額 

平成 31年 4月 1日～ 

令和 4年 3月 31日 

人工呼吸器の賃貸

借 
平成３１年４月１日 

フィリップス・レスピロ

ニクス（合） 

東京都港区港南二丁目１

３番３７号 

会計細則第５２条第６号 ― ３，１１０，４００ ― 0 

単価契約 

 

単年 

自動扉保守業務 平成３１年４月１日 

フルテック（株） 

東京都大田区東馬込一丁

目３３番６号 

公募を実施したが、応募者

が１者のみであったため 
― ４，０２７，９６８ ― 0 

期間総額 

平成 31年 4月 1日～ 

令和 4年 3月 31日 

医療用酸素濃縮器

の賃貸借 
平成３１年４月１日 

（株）星医療酸器 

東京都品川区西五反田四

丁目２７番３号 

会計細則第５２条第６号 ― ８２９，４４０ ― 0 

単価契約 

 

単年 

  



様式第 24号（第 27条の２関係） 

 

 随意契約に係る情報の公表（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        

  

物品等若しくは役

務の名称及び数量 
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 

随意契約によることとした

根拠となる会計細則の条項

及び理由（企画競争又は公

募の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 
再就職の 

役員の数 
備 考 

健診システム保守

業務 
平成３１年４月１日 

(株)両備システムズ 

東京都港区芝五丁目３３

番１号森永プラザビル本

館１６階 

公募を実施したが、応募者

が１者のみであったため 
― １，０６２，７２０ ― 0 単年 

UpToDate購読料 平成３１年４月１日 

UpToDate Inc. 

２３０ThirdAvenue 

Waltham,MA 02451USA 

会計細則第５２条第６号 ― ４，５３１，０２７ ― 0 

期間総額 

平成 31年 4月 1日～ 

令和 4年 3月 31日 

ナーシング・スキル

日本版及びナーシ

ング・スキル日本版

動画講義シリーズ

利用料 

平成３１年４月１日 

ELSEVIER B.V. 

Radarweg29,1043NX 

Amsterdam.The 

Netherlands 

公募を実施したが、応募者

が１者のみであったため 
― ２，８７８，０９２ ― 0 

期間総額 

平成 31年 4月 1日～ 

令和 4年 3月 31日 

冷凍手術装置 令和元年５月１日 

協和医科器械(株) 

静岡県静岡市駿河区池田

１５６番地２号 

予定価格が１６０万円を超

えないことから、会計細則

第５２条第１０号に該当す

るため。 

― １，４９０，４００ ― 0 少額随契 

ＶＢｅａｍ １式 

修理 
令和元年５月１７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 

会計細則第５２条第６号 ― １，４９２，９９２ ― 0  

 



 
様式第 24号（第 27条の２関係） 

 

随意契約に係る情報の公表（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        

 

物品等若しくは役

務の名称及び数量 
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 

随意契約によることとした

根拠となる会計細則の条項

及び理由（企画競争又は公

募の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 
再就職の 

役員の数 
備 考 

健診システム保守

業務 
平成３１年４月１日 

(株)両備システムズ 

東京都港区芝五丁目３３

番１号森永プラザビル本

館１６階 

公募を実施したが、応募者

が１者のみであったため 
― １，０６２，７２０ ― 0 単年 

UpToDate購読料 平成３１年４月１日 

UpToDate Inc. 

２３０ThirdAvenue 

Waltham,MA 02451USA 

会計細則第５２条第６号 ― ４，５３１，０２７ ― 0 

期間総額 

平成 31年 4月 1日～ 

令和 4年 3月 31日 

ナーシング・スキル

日本版及びナーシ

ング・スキル日本版

動画抗議シリーズ

利用料 

平成３１年４月１日 

ELSEVIER B.V. 

Radarweg29,1043NX 

Amsterdam.The 

Netherlands 

公募を実施したが、応募者

が１者のみであったため 
― ２，８７８，０９２ ― 0 

期間総額 

平成 31年 4月 1日～ 

令和 4年 3月 31日 

冷凍手術装置 令和元年５月１日 

協和医科器械(株) 

静岡県静岡市駿河区池田

１５６番地２号 

予定価格が１６０万円を超

えないことから、会計細則

第５２条第１０号に該当す

るため。 

― １，４９０，４００ ― 0 少額随契 

ＶＢｅａｍ １式 

修理 
令和元年５月１７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 

会計細則第５２条第６号 ― １，４９２，９９２ ― 0  



 
様式第 24号（第 27条の２関係） 

 

随意契約に係る情報の公表（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        

 

物品等若しくは役

務の名称及び数量 
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 

随意契約によることとした

根拠となる会計細則の条項

及び理由（企画競争又は公

募の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 
再就職の 

役員の数 
備 考 

病院情報システム

保守業務 
令和元年７月３０日 

富士通エフ・アイ・ピー

(株) 

東京都港区芝浦１丁目２

番１号 

公募を実施したが、応募者

が１者のみであったため 
― ４１，０８８，９４５ ― 0 

期間総額 

令和元年 9月 1日～ 

令和 2年 8月 31日 

手術室モニタリン

グ保守業務 
令和元年８月２０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 

公募を実施したが、応募者

が１者のみであったため 
― １，７１７，２００ ― 0 

期間総額 

令和元年 9月 1日～ 

令和 2年 8月 31日 

輸血用血液製剤 令和元年９月１０日 

日本赤十字社関東甲信越

ブロック血液センター 

東京都江東区辰巳二丁目

１番６７号 

会計細則第５２条第６号 ― １８，３０９，５４６ ― 0 

単価契約 

令和元年 9月 1日～ 

令和 2年 8月 31日 

CT撮影装置と放射

線情報システムの

接続作業 

令和元年９月１１日 

シーメンスヘルスケア

（株） 

東京都品川区大崎１－１

１－１ 

公募を実施したが、応募者

が１者のみであったため 
― ４，１０４，０００ ― 0  

特別療養環境室に

おけるレンタル方

式による「パーソナ

ル・スペース・シス

テム（ＰＳＳ）」に

関する契約 

令和元年９月１３日 

（株）理舎 

広島市中区舟入中町２番

１４号 

会計細則第５２条第６号 ― ２，４２８，８００ ― 0 

期間総額 

令和元年 10月 1日～ 

令和 6年 3月 31日 



 
様式第 24号（第 27条の２関係） 

 

随意契約に係る情報の公表（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        

 

物品等若しくは役

務の名称及び数量 
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 

随意契約によることとした

根拠となる会計細則の条項

及び理由（企画競争又は公

募の実施） 

予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 
再就職の 

役員の数 
備 考 

特別療養環境室に

おけるレンタル方

式による「パーソナ

ル・スペース・シス

テム（ＰＳＳ）」に

関する契約 

令和元年９月１３日 

（株）理舎 

広島市中区舟入中町２番

１４号 

会計細則第５２条第６号 ― ２，２７０，４００ ― 0 

期間総額 

令和元年 10月 1日～ 

令和 6年 3月 31日 

ナースコールシス

テム保守業務 
令和元年９月３０日 

アイホン（株） 

愛知県名古屋市中区新栄

町１丁目１番明治安田生

命名古屋ビル１０階 

公募を実施したが、応募者

が１者のみであったため 
― ２，０５９，８８２ ― 0 

期間総額 

令和元年 10月 1日～ 

令和 2年 9月 30日 

注射薬自動払出装

置保守業務  
令和２年１月１日 

（株）ライフメッド 

東京都文京区本郷二丁目

１７番１７号 

公募を実施したが、応募者

が１者のみであったため 
― １２，８００，７００ ― 0 

期間総額 

令和 2年 2月 1日～ 

令和 5年 1月 31日 

情報システム管理

業務 
令和２年１月３１日 

ＡＣＭＯＳソーシングサ

ービス（株） 

東京都千代田区神田小川

町三丁目２６番地８ 

会計細則第５３条第１項 ― ４２，７６８，０００ ― 0 

不落随契  

 

期間総額 

令和 2年 2月 1日～ 

令和 5年 3月 31日 

DPCＳｔｒｉｋｅｒ

保守業務 
令和２年２月１日 

(株)オアシスＭＳＣ 

東京都大田区蒲田五丁目

３８番３号 

 

公募を実施したが、応募者

が１者のみであったため 
― ３，０４９，２００ ― 0 

不落随契  

 

期間総額 

令和 2年 2月 1日～ 

令和 5年 1月 31日 

 


