
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３０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 ― ７，２９３，６１６ ― 

単価契約 

 

平成 30年 4月 1日～ 

平成 30年 6月 30日 

医薬品 平成３０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 ― ６，５０４，１１８ ― 

単価契約 

 

平成 30年 4月 1日～ 

平成 30年 6月 30日 

医薬品 平成３０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 ― ５，０３１，６６０ ― 

単価契約 

 

平成 30年 4月 1日～ 

平成 30年 6月 30日 

医薬品 平成３０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 ― １３，１９６，２８２ ― 

単価契約 

 

平成 30年 4月 1日～ 

平成 30年 6月 30日 

検査試薬 平成３０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 ― ２，３５４，１００ ― 

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 

検査試薬 平成３０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 ― ７，０６３，８３２ ― 

単価契約 

 

単年 

検査試薬 平成３０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 ― ５０，８５０，６１８ ― 

単価契約 

 

単年 

検査試薬 平成３０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 ― １０，１７１，９３０ ― 

単価契約 

 

単年 

検査試薬 平成３０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 ― ５，１５０，２５０ ― 

単価契約 

 

単年 

生化学免疫自動分析装置等の賃

貸借及び検査試薬・装置消耗品の

購入 

平成３０年４月１日 

アフルレッサ（株） 

東京都千代田区内神田一

丁目１２番１号 

一般競争入札 ― １８４，６７９，５２６ ― 

単価契約等 

 

期間総額 

平成 30年 6月 1日～

平成 33年 5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 千Ｌ 平成３０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 ― ２，４３０，０００ ― 

単価契約 

 

単年 

輸液ポンプ・シリンジポンプ賃貸

借 
平成３０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 ― ３，０８４，４８０ ― 

単価契約 

 

単年 

放射線個人外部被ばく線量測定

業務 
平成３０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 ― １，０１９，９５２ ― 

単価契約 

 

単年 

消防用設備、防火対象物及び防災

管理点検業務 
平成３０年４月１日 

旭防災設備（株） 

東京都世田谷区瀬田一丁

目２２番１９号 

一般競争入札 ― ７，２５７，６００ ― 

期間総額 

 

平成 30年 4月 1日～

平成 33年 3月 31日 

建物清掃業務 平成３０年４月１日 

（株）日経サービス 

大阪府大阪市中央区南船

場一丁目１７番１０号 

一般競争入札 ― １３２，８１４，０８０ ― 

期間総額 

 

平成 30年 4月 1日～

平成 33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 

一般廃棄物の収集・運搬及び処理

業務 
平成３０年４月１日 

（株）要興業 

東京都豊島区池袋二丁目

１４番８号 

一般競争入札 ― ８，４７５，８４０ ― 

期間総額 

 

平成 30年 4月 1日～

平成 33年 3月 31日 

感染性廃棄物の収集・運搬及び処

分業務 
平成３０年４月１日 

（株）要興業 

東京都豊島区池袋二丁目

１４番８号 

一般競争入札 ― ５，７５４，２４０ ― 

期間総額 

 

平成 30年 4月 1日～

平成 33年 3月 31日 

感染性廃棄物の収集・運搬及び処

分業務 
平成３０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二丁

目２９番１９号 

一般競争入札 ― ５０，５４４，０００ ― 

期間総額 

 

平成 30年 4月 1日～

平成 33年 3月 31日 

病棟クラーク業務（労働者派遣） 平成３０年４月１日 

（株）エヌエフエー 

東京都大田区池上七丁目

１０番７号 

一般競争入札 ― ７，８００，１９２ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 4月 1日～

平成 32年 3月 31日 

夜間救急外来看護師業務（労働者

派遣） 
平成３０年４月１日 

（株）スーパーナース 

東京都千代田区平河町二

丁目１６番１号 

一般競争入札 ― ９，５２４，７３６ ― 

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 

会計課事務業務 平成３０年４月 1日 

日本リック（株） 

東京都千代田区飯田橋四

丁目８番１３号 

一般競争入札 ― ８，８５４，２７２ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 4月 1日～

平成 32年 3月 31日 

医師事務作業補助者業務 平成３０年４月１日 

ヒューマンリソシア（株） 

東京都新宿区西新宿七丁

目５番２５号 

一般競争入札 ― ８，６４３，４５６ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 4月 1日～

平成 32年 3月 31日 

内視鏡システム 一式 平成３０年４月２７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 ― ７，９１１，０００ ―  

医療サポートセンター事務作業

補助者業務（労働者派遣） 
平成３０年５月１日 

（株）セントメディア 

東京都新宿区新宿三丁目

１番２４号 

一般競争入札 ― ７，０３４，９７６ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 5月 1日～

平成 32年 3月 31日 

夜間・休日受付等業務 平成３０年５月１日 

（株）日本環境ビルテッ

ク 

東京都豊島区南大塚三丁

目３６番７号 

一般競争入札 ― ２０，５９２，３６０ ― 

期間総額 

 

平成 30年 5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  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 

水圧式ナイフ 一式 平成３０年５月１１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 ― ２，９６５，６８０ ―  

薬剤助手業務（労働者派遣） 平成３０年６月２７日 

（株）セントメディア 

東京都新宿区新宿三丁目

１番２４号 

一般競争入札 ― ２，６８４，７２０ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 6月 27日～

平成 31年 3月 31日 

コピー用紙 平成３０年７月１日 

（株）清和ビジネス 

東京都中央区日本橋室町

四丁目３番１８号 

一般競争入札 ― １，８４２，９５８ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 7月 1日～

平成 31年 3月 31日 

医薬品 平成３０年７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 ― ２０，１１９，９７３ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 7月 1日～

平成 31年 3月 31日 

医薬品 平成３０年７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 ― １５，１８１，４１７ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 7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  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３０年７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 ― ２，３１４，３１５ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 7月 1日～

平成 31年 3月 31日 

医薬品 平成３０年７月１日 

（株）バイタルネット 

東京都世田谷区弦巻一丁

目１番１２号 

一般競争入札 ― １，９５５，９５３ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 7月 1日～

平成 31年 3月 31日 

医薬品 平成３０年７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 ― ２１，４０４，７１４ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 7月 1日～

平成 31年 3月 31日 

医師の外来補助業務（労働者派

遣） 
平成３０年７月１３日 

ヒューマンリソシア（株） 

東京都新宿区西新宿七丁

目５番２５号 

一般競争入札 ― １，１４１，３７６ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 8月 20日～

平成 31年 3月 31日 

注射薬自動払出装置 一式 平成３０年７月１３日 

（株）ライフメッド 

東京都文京区本郷二丁目

１７番１７号 

一般競争入札 ― ４９，４６４，０００ ―  

 

 



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  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 

超音波画像診断装置 一式 平成３０年７月３１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 ― ５，７６７，２００ ―  

ボイラー等性能検査前整備業務 平成３０年７月３１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 ― １，２９６，０００ ―  

解析機能付心電計 一式 平成３０年７月３１日 

日本光電工業（株） 

東京都品川区東五反田一

丁目１１番１５号 

一般競争入札 ― ２，７００，０００ ―  

医薬品 平成３０年８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 ― １，６４９，５８０ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 8月 1日～

平成 31年 3月 31日 

医薬品 平成３０年８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 ― ２，５５９，７１９ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 8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  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 

輸液ポンプ 五十式 平成３０年９月１１日 

エム・シー・ヘルスケア

（株） 

東京都港区港南二丁目１

６番１号 

一般競争入札 ― ８，８９９，２００ ―  

受変電設備点検業務 平成３０年９月１４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 ― ３，８０１，６００ ―  

厨房排水処理設備交換作業 平成３０年９月１４日 

壽環境機材（株） 

大阪府大阪市北区天満一

丁目１９番４号 

一般競争入札 ― １，３６４，０４０ ―  

光学式眼内寸法測定器 一式 平成３０年９月２８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 ― ６，６５２，８００ ―  

内視鏡プロセッサ 一式 平成３０年９月２８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 ― ４，３６９，６８０ ―  

 

 



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 

医薬品 平成３０年１０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 ― １，７１３，１５４ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 10月 1日～

平成 31年 3月 31日 

医薬品 平成３０年１０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 ― ３８，４６４，５１０ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 10月 1日～

平成 31年 3月 31日 

医薬品 平成３０年１０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 ― １２，９７０，５１５ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 10月 1日～

平成 31年 3月 31日 

医薬品 平成３０年１０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 ― ２，６６４，０５４ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 10月 1日～

平成 31年 3月 31日 

ソリリス点滴静注３００ｍｇ 

９６瓶 
平成３０年１０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 ― ５６，３７５，８０８ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 10月 1日～

平成 31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 

多項目自動血球分析装置保守 平成３０年１０月２６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 ― ６，８０４，０００ ― 

期間総額 

 

平成 31年 1月 1日～

平成 33年 12月 31日 

冷却塔分解整備業務 平成３０年１１月２２日 

橋本産業（株） 

東京都千代田区神田紺屋

町３４番地 

一般競争入札 ― １，８５７，６００ ―  

細菌検査分析装置 一式 平成３０年１２月７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 ― １３，１００，０００ ―  

リハビリテーション助手業務（労

働者派遣） 
平成３０年１２月１７日 

ヒューマンリソシア（株） 

東京都新宿区西新宿七丁

目５番２５号 

一般競争入札 ― ４，９０１，７２４ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 30年 12月 17日

～平成 32年 3月 31日 

ＤＰＣ Ｓｔｒｉｋｅｒ 平成３０年１２月２１日 

（株）オアシスＭＳＣ 

東京都大田区蒲田五丁目

３８番３号 

一般競争入札 ― ２，１４４，８８０ ―  

 



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 

オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ 

３６瓶 
平成３１年１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 ― １４，４８５，１０４ ― 

単価契約 

 

期間総額 

平成 31年 1月 1日～

平成 31年 9月 30日 

輸液ポンプ 六式 平成３１年１月２４日 

エム・シー・ヘルスケア

（株） 

東京都港区港南二丁目１

６番１号 

一般競争入札 ― １，０６７，９０４ ―  

送信機 六式 平成３１年１月２４日 

日本光電工業（株） 

東京都品川区東五反田一

丁目１１番１５号 

一般競争入札 ― ２，００８，８００ ―  

ベッドサイドモニタ 二式 平成３１年１月２４日 

日本光電工業（株） 

東京都品川区東五反田一

丁目１１番１５号 

一般競争入札 ― ２，９４３，０００ ―  

人工呼吸器 一式 平成３１年１月２４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 ― ６，６３１，２００ ―  

 

 



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 

超音波気管支鏡システム 一式 平成３１年１月３１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 

一般競争入札 ― １５，７３９，４８８ ―  

超音波画像診断装置 一式 平成３１年２月１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 ― ５，３３５，２００ ―  

患者用ベッド 六式 平成３１年２月１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 ― １，９２３，９１２ ―  

ストレッチャー 二式 平成３１年２月２１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 ― １，３１７，６００ ―  

 


