
施設名 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名 院長　河野　陽一

工事の名称、場所、期間及び種別 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

法人番号
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（消費税を含
む。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率 備　考

職員宿舎BC棟貯水槽電磁弁等修繕工
事

平成30年6月18日
㈲斉藤建設
千葉県木更津市新田２－
７－３３

3040002066735 一般競争契約 - 1,927,800 -

地下水ろ過設備更新工事 平成30年11月28日
㈱理舎
広島県広島市中区舟入中
町２-１４

5240001012552 一般競争契約 - 10,778,400 -

職員宿舎C棟外壁塗装工事 平成30年12月6日
㈱プルアンドプッシュ
東京都目黒区中根２-７-
１７

3013201005136 一般競争契約 - 22,680,000 -

- -

様式第21号（第27条の２関係）
競争入札に係る情報の公表（工事）



施設名 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名 院長　河野　陽一

工事の名称、場所、期間及び種別 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

法人番号
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（消費税を含
む。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率 備　考

該当なし

様式第22号（第27条の２関係）
随意契約に係る情報の公表（工事）



施設名 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名 院長　河野　陽一

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

法人番号
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（消費税を含
む。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率 備　考

看護補助業務(派遣) 平成30年4月1日
㈱ひまわり
千葉県船橋市印内町６０
３番地１

7040001006408 一般競争契約 - 23,034,413 -

駐車場整理業務委託 平成30年4月1日
関東緑化㈱
東京都立川市栄町四丁目
２番地４４

4010801002586 一般競争契約 - 4,289,760 -

消防設備保守業務 平成30年4月1日
E&Eシステム㈱
千葉県千葉市中央区末広
一丁目１番２号

7040001003768 一般競争契約 - 2,138,400 -

ネットワークシステムハードウェ
ア・監視サービス保守業務

平成30年4月1日
アライドテレシス㈱
東京都品川区西五反田７
－２１－１１

5010701015555 一般競争契約 - 20,304,000 -

造影剤注入装置点検業務 平成30年4月1日
㈱栗原医療器械店
群馬県太田市清原町４番
地の６

4070001022669 一般競争契約 - 1,684,800 -

眼科電子カルテシステム保守業務 平成30年4月1日
㈱ムトウ
千葉県千葉市中央区千葉
寺町９７２番５

2430001016743 一般競争契約 - 1,198,800 -

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 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名 院長　河野　陽一

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

法人番号
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（消費税を含
む。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率 備　考

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）

全身麻酔装置（麻酔用呼吸器含む）
点検業務

平成30年4月1日
㈱イノメディックス
東京都文京区小石川四丁
目１７番１５号

2010001004773 一般競争契約 - 3,201,228 -

医療材料等の継続的な売買及び物品
管理業務（ＳＰＤ）

平成30年4月1日

エム・シー・ヘルスケア
㈱東京都港区港南2丁目
16番1号 品川イーストワ
ンタワー12階

8010401084666 一般競争契約 - 3,637,364,833 -

灯油ＪＩＳ（Ｋ２２０３）１号 平成30年4月1日
㈱ミツウロコ
東京都中央区京橋３－１
－１

5010001139963 一般競争契約 - 6,941,376 -

都市ガス　１２Ａ 平成30年4月1日
大多喜ガス㈱
千葉県茂原市茂原６６１
番

3040001059104 一般競争契約 - 38,466,252 -

看護補助業務 平成30年6月1日

㈱セントメディア
東京都新宿区新宿３-１-
２４京王新宿三丁目ビル
３階

8011001061436 一般競争契約 - 2,737,731 -

陰圧創傷治療システム賃貸借 平成30年4月1日
㈱イノメディックス
東京都文京区小石川四丁
目１７番１５号

2010001004773 一般競争契約 - 3,732,415 -

画像遠隔読影業務委託 平成30年4月1日

（特非）エキスパートイ
メージングアンドイン
ターベンショナルサポー
ト
神奈川県川崎市宮前区菅

6020005009013 公募 - 174,275,712 -



施設名 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名 院長　河野　陽一

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

法人番号
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（消費税を含
む。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率 備　考

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）

放射線機器保守業務 平成30年4月1日

エム・シー・ヘルスケア
㈱東京都港区港南2丁目
16番1号 品川イーストワ
ンタワー12階

8010401084666 公募 - 302,223,960 -

オーダリングシステム・ソフト（電
子カルテ含む）保守業務

平成30年4月1日
㈱ソフトウェア・サービ
ス　大阪府大阪市淀川区
西宮原二丁目６番１号

4120001103331 公募 - 13,077,936 -

蒸気ボイラ保守業務 平成30年4月1日
三浦工業㈱
愛媛県松山市堀江町7番
地

7500001003977 公募 - 2,048,328 -

注射薬自動払出システム保守業務 平成30年4月1日

㈱大崎コンピューターエ
ンヂニアリング
東京都品川区大崎１丁目
１１番２号

5010701001910 公募 - 4,212,000 -

昇降機（入院棟）保守業務 平成30年4月1日
㈱日立ビルシステム
千葉県柏市柏四丁目８番
１号

2010001027031 公募 - 10,886,400 -

全身用Ｘ線コンピューター撮影装置
保守業務

平成30年4月1日

ＧＥヘルスケア・ジャパ
ン㈱
千葉県千葉市中央区中央
港１ー９−５ダイトー千
葉ポートセンター2Ｆ

4013401002304 公募 - 58,320,000 -

平成30年度医薬品 平成30年4月1日
アルフレッサ㈱千葉支店
千葉県千葉市中央区末広
5-1-1

3010001027880 一般競争契約 - 39,260,751 -



施設名 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名 院長　河野　陽一

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

法人番号
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（消費税を含
む。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率 備　考

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）

平成30年度医薬品 平成30年4月1日
岩渕薬品㈱
千葉県千葉市若葉区桜木
5-4-22

2040001046615 一般競争契約 - 20,295,787 -

平成30年度医薬品 平成30年4月1日
㈱スズケン木更津支店
千葉県木更津市ほたる野
1-30-10

1180001017009 一般競争契約 - 20,228,817 -

平成30年度医薬品 平成30年4月1日
東邦薬品㈱千葉営業所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-21-15

5010901023507 一般競争契約 - 172,731,614 -

平成30年度医薬品 平成30年4月1日
㈱メディセオ
東京都中央区八重洲2-7-
15

5010001087238 一般競争契約 - 43,676,250 -

平成30年度検査試薬品 平成30年4月1日
㈱スズケン木更津支店
千葉県木更津市ほたる野
1-30-10

1180001017009 一般競争契約 - 41,554,092 -

平成30年度検査試薬品 平成30年4月1日
東邦薬品㈱千葉営業所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-21-15

5010901023507 一般競争契約 - 3,004,612 -

平成30年度検査試薬品 平成30年4月1日
㈱メディセオ
東京都中央区八重洲2-7-
15

5010001087238 一般競争契約 - 229,225,932 -



施設名 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名 院長　河野　陽一

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

法人番号
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（消費税を含
む。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率 備　考

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）

平成30・31年度酸素・医療ガス等 平成30年4月1日

日本メガケア㈱東関東支
店
千葉県千葉市若葉区源町
551-7

2011401003365 一般競争契約 - 21,454,610 -

平成30年度濃厚流動食 平成30年4月1日
㈱スズケン木更津支店
千葉県木更津市ほたる野
1-30-10

1180001017009 一般競争契約 - 13,318,430 -

平成30年度リサイクルトナー等 平成30年4月1日
和高商事㈱
千葉県市原市牛久1226

9040001054710 一般競争契約 - 3,124,170 -

平成30年度ラベル用紙等 平成30年4月1日
㈱スズケン木更津支店
千葉県木更津市ほたる野
1-30-10

1180001017009 一般競争契約 - 4,051,080 -

平成30年度ラベル用紙等 平成30年4月1日

小林クリエイト㈱千葉営
業部
千葉県千葉市中央区登戸
1-21-8

5180301013959 一般競争契約 - 3,320,460 -

平成30年度感染性廃棄物専用容器 平成30年4月1日
千種興産㈱
千葉県市原市千種海岸7-
3

1040001054247 一般競争契約 - 5,297,400 -

平成30年度看護衣等 平成30年4月1日

ワタキューセイモア
（株）
京都府綴喜郡井手町大字
多賀小字茶臼塚12-2

7130001037872 一般競争契約 - 4,876,581 -



施設名 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名 院長　河野　陽一

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

法人番号
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（消費税を含
む。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率 備　考

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）

移動型X線撮影装置（Cアーム） 平成30年5月9日
㈱栗原医療器械店
群馬県太田市清原町4-5

4070001022669 一般競争契約 - 7,441,200 -

公用車　一台 平成30年5月8日

千葉トヨペット㈱市原支
店
千葉県市原市八幡海岸通
り18-1

5040001004834 一般競争契約 - 4,717,341 -

複写機の賃貸借 平成30年6月11日
和高商事㈱
千葉県市原市牛久1226

9040001054710 一般競争契約 - 11,838,339 -

病院総合情報システム 平成30年6月19日

㈱ソフトウェア・サービ
ス
大阪府大阪市淀川区西宮
畑2-6-1

4120001103331 一般競争契約 - 208,980,000 -

平成30・31年度コピー用紙 平成30年6月29日
㈱清和ビジネス
東京都中央区日本橋室町
4-3-18

8010001020600 一般競争契約 - 5,602,342 -

除細動器　一式 平成30年8月23日
㈱イノメディックス
東京都文京区小石川４-
１７-１５

2010001004773 一般競争契約 - 3,888,000 -

温冷配膳車　２台 平成30年8月23日
㈱フジマック千葉営業所
千葉県千葉市中央区鶴沢
町１５-５

3010401026945 一般競争契約 - 2,204,496 -



施設名 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名 院長　河野　陽一

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

法人番号
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（消費税を含
む。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率 備　考

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）

全身麻酔装置　一式 平成30年9月12日
㈱イノメディックス
東京都文京区小石川４-
１７-１５

2010001004773 一般競争契約 - 6,530,760 -

開放型保育器　一式 平成30年9月12日
㈱イノメディックス
東京都文京区小石川４-
１７-１５

2010001004773 一般競争契約 - 2,786,400 -

超音波画像診断装置　一式 平成30年9月12日
㈱イノメディックス
東京都文京区小石川４-
１７-１５

2010001004773 一般競争契約 - 4,104,000 -

個人用透析装置　一式 平成30年9月13日
マテリクス㈱千葉支店
千葉県千葉市花見川区幕
張本郷２-４１-５

2120001008656 一般競争契約 - 3,385,800 -

マルチパワープラットフォーム　一
式

平成30年9月13日
（株）栗原医療器械店
群馬県太田市清原町４-
６

4070001022669 一般競争契約 - 6,890,400 -

平成30年度医薬品 平成30年9月28日
アルフレッサ㈱千葉支店
千葉県千葉市中央区末広
5-1-1

3010001027880 一般競争契約 - 31,401,626 -

平成30年度医薬品 平成30年9月28日
岩渕薬品㈱
千葉県千葉市若葉区桜木
5-4-22

2040001046615 一般競争契約 - 11,633,842 -



施設名 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名 院長　河野　陽一

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

法人番号
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（消費税を含
む。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率 備　考

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）

平成30年度医薬品 平成30年9月28日
㈱スズケン木更津支店
千葉県木更津市ほたる野
1-30-10

1180001017009 一般競争契約 - 20,503,801 -

平成30年度医薬品 平成30年9月28日
東邦薬品㈱千葉営業所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-21-15

5010901023507 一般競争契約 - 155,668,231 -

平成30年度医薬品 平成30年9月28日
㈱メディセオ
東京都中央区八重洲2-7-
15

5010001087238 一般競争契約 - 25,913,704 -

平成30年度医薬品 平成30年9月28日
㈱京葉東和薬品
千葉県千葉市中央区村田
町８９３-５

5040001002144 一般競争契約 - 2,192,892 -

高周波リニアプローブ　一式 平成30年9月13日

キヤノンメディカルシス
テムズ㈱
千葉県千葉市美浜区中瀬
２-６-１

3010001005457 一般競争契約 - 3,385,800 -

ＭＲＩ（Ingenia-3.0T）保守業務 平成30年10月1日

エム・シー・ヘルスケア
㈱
東京都港区港南２丁目１
６番１号

8011001061436 一般競争契約 - 96,098,400 -

病院情報システム統合仮想サーバー
保守業務

平成30年10月1日

横河医療ソリューション
ズ（株）
東京都杉並区荻窪４丁目
３０番１６号

1011301017219 一般競争契約 - 21,060,000 -



施設名 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名 院長　河野　陽一

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

法人番号
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（消費税を含
む。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率 備　考

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）

ウェルカウンタ　一式 平成30年10月11日
アクロバイオ㈱
東京都新宿区原町３-６
１

1011101040899 一般競争契約 - 1,555,200 -

医用テレメータ　一式 平成30年12月3日

日本光電工業（株）東関
東支店
千葉県千葉市中央区４丁
目２１番２１号

2011101016254 一般競争契約 - 6,534,000 -

生体情報管理システム　一式 平成30年12月3日
（株）栗原医療器械店
群馬県太田市清原町４-
６

4070001022669 一般競争契約 - 10,746,000 -

人工呼吸器　一式 平成30年12月3日
㈱イノメディックス
東京都文京区小石川４-
１７-１５

2010001004773 一般競争契約 - 7,354,800 -

灯油 ＪＩＳ Ｋ2203 1号 平成31年1月1日
共栄海運㈱
千葉県木更津市潮見３-
１４-１

9040001050528 一般競争契約 - 66,744 -

電動ベッド　30式 平成31年1月31日
㈱イノメディックス
東京都文京区小石川４-
１７-１５

2010001004773 一般競争契約 - 11,718,000 -

勤務管理システム　一式 平成31年2月14日
㈱アマノ
千葉県千葉市中央区都町
１-３５-１０

3020001019365 一般競争契約 - 7,992,000



施設名 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名 院長　河野　陽一

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

法人番号
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（消費税を含
む。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率 備　考

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）

ファイアウォールセキュリティ変更
作業

平成31年2月18日
アライドテレシス㈱
東京都品川区西五反田7-
21-11 第2TOCビル

5010701015555 一般競争契約 - 4,212,000 -

T-MAXビーチチェア　一式 平成31年3月13日
（株）ムトウ
千葉県千葉市中央区千葉
寺町９７２番５

2430001016743 一般競争契約 - 1,339,200 -

脊椎内視鏡手術用カメラシステム
一式

平成31年3月13日
（株）ムトウ
千葉県千葉市中央区千葉
寺町９７２番５

2430001016743 一般競争契約 - 11,232,000 -

搬送用ベッドサイドモニタ　一式 平成31年3月13日

日本光電工業（株）東関
東支店
千葉県千葉市中央区４丁
目２１番２１号

2011101016254 一般競争契約 - 1,382,400 -

自動心臓マッサージシステム　一式 平成31年3月13日
㈱イノメディックス
東京都文京区小石川４-
１７-１５

2010001004773 一般競争契約 - 2,889,000 -

診察券発行機　一式 平成31年3月13日

㈱ドッドウエル ビー・
エム・エス
東京都中央区日本橋久松
町12-8

4010001052465 一般競争契約 - 2,700,000 -

輸液ポンプ　20台 平成31年3月13日
㈱イノメディックス
東京都文京区小石川４-
１７-１５

2010001004773 一般競争契約 - 3,736,800 -

シリンジポンプ　10台 平成31年3月13日
（株）ムトウ
千葉県千葉市中央区千葉
寺町９７２番５

2430001016743 一般競争契約 - 1,242,000 -

遠心血液ポンプシステム　一式 平成31年3月19日

㈱ウイン・インターナ
ショナル
千葉県千葉市中央区新田
町１-１

2010501010131 一般競争契約 - 22,714,992 -



施設名 千葉労災病院
施設の所在地千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名院長　河野　陽一

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

法人番号

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（消費税
を含む。単位：
円）

契約金額（消費税
を含む。単位：
円）

落札率
再就職の役員
の数

備　考

平成30年度血液製剤供給 平成30年4月1日

日本赤十字関東甲信越
ブロック血液センター
東京都江東区辰巳2-1-
67

6010405002452

血液製剤は当該業者以
外から購入できないも
のであり、会計細則５
２条第６号に該当。

- 143,481,554 - 0

平成30年度放射線医薬品 平成30年4月1日

（社）日本アイソトー
プ協会
東京都文京区駒込2-
28-45

7010005018674

放射性同位元素は当該
業者以外から購入でき
ないものであり、会計
細則52条第6号に該
当。

- 39,101,392 - 0

歯科技工 平成30年4月1日
㈲リアル歯研
千葉県市原市白銀町3-
60-2

7040002075708

歯科技工料については、長
年の経験、実績が必要であ
り、患者に使用するにあた
り信頼できる業者へ依頼す
る必要があるため。会計細
則第５２条６号に該当。

- 2,178,745 - 0

歯科技工 平成30年4月1日
㈲ワンオフ
千葉県市原市辰巳台西
5-1-9

3040002074515

歯科技工料については、長
年の経験、実績が必要であ
り、患者に使用するにあた
り信頼できる業者へ依頼す
る必要があるため。会計細
則第５２条６号に該当。

- 2,226,567 - 0

放射線部門システム（RIS）バージョ
ンアップ

平成30年8月1日

横河医療ソリューショ
ンズ㈱
東京都杉並区荻窪4-
30-16

1011301017219

公募内容等の条件を満
たす参加者が1者しか
いないため。会計細則
第５２条６号に相当。

- 10,260,000 - 0

ＤＰＣ分析ソフト及び機能評価係数
Ⅱマネージメントツール

平成30年4月1日
㈱girasol
東京都中央区日本橋茅場
町２丁目７番１号

9010001130043

契約の性質又は目的が
競争を許さない場合
(会計法第２９条の３
第４項相当)

- 1,049,760 - 0

酸素供給装置賃貸借 平成30年4月1日
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区霞が関３
丁目２番１号

4010001098723

契約の性質又は目的が
競争を許さない場合
(会計法第２９条の３
第４項相当)

- 48,514,464 - 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 千葉労災病院
施設の所在地千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名院長　河野　陽一

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

法人番号

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（消費税
を含む。単位：
円）

契約金額（消費税
を含む。単位：
円）

落札率
再就職の役員
の数

備　考

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）

持続陽圧呼吸器療法装置賃貸借 平成30年4月1日
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区霞が関３
丁目２番１号

4010001098723

契約の性質又は目的が
競争を許さない場合
(会計法第２９条の３
第４項相当)

- 4,000,190 - 0

従圧式陽圧人工呼吸器賃貸借 平成30年4月1日
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区霞が関３
丁目２番１号

4010001098723

契約の性質又は目的が
競争を許さない場合
(会計法第２９条の３
第４項相当)

- 7,058,167 - 0

超音波骨折治療器賃貸借 平成30年4月1日
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区霞が関３
丁目２番１号

4010001098723

契約の性質又は目的が
競争を許さない場合
(会計法第２９条の３
第４項相当)

- 1,101,060 - 0

在宅人工呼吸療法装置賃貸借 平成30年4月1日
㈱星医療酸器
千葉県千葉市稲毛区山王
町305-10

2011801011868

契約の性質又は目的が
競争を許さない場合
(会計法第２９条の３
第４項相当)

- 1,728,540 - 0

在宅持続陽圧呼吸療法装置賃貸借 平成30年4月1日

フィリップス・レスピロ
ニクス合同会社
東京都港区港南二丁目13
番37号

3010403008693

契約の性質又は目的が
競争を許さない場合
(会計法第２９条の３
第４項相当)

- 2,482,920 - 0

手術用器械賃貸借 平成30年4月1日
㈱ムトウ
千葉県千葉市中央区千葉
寺町９７２番５

2430001016743

契約の性質又は目的が
競争を許さない場合
(会計法第２９条の３
第４項相当)

- 4,081,147 - 0

手術用器械賃貸借 平成30年4月1日
㈱福山医科
千葉県千葉市若葉区千城
台西１－１１－１

8040001006522

契約の性質又は目的が
競争を許さない場合
(会計法第２９条の３
第４項相当)

- 1,943,520 - 0



施設名 千葉労災病院
施設の所在地千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名院長　河野　陽一

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

法人番号

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（消費税
を含む。単位：
円）

契約金額（消費税
を含む。単位：
円）

落札率
再就職の役員
の数

備　考

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）

ＩＣＵ・ＨＵＣ運用コンサルティン
グ業務

平成30年4月1日
㈱岡田新一設計事務所
東京都文京区春日１－１
０－１

3010001001539

契約の性質又は目的が
競争を許さない場合
(会計法第２９条の３
第４項相当)

- 1,890,000 - 0

内視鏡機器等症例単価払い賃貸借 平成30年10月1日
ティーメディクス（株）
東京都新宿区西新宿１丁
目２２番２号

5011101053360
公募を実施したが、応
募が１社のみであった
た め。

- 313,389,000 - 0

内視鏡手術機器等症例単価払い賃貸
借

平成30年10月1日
ティーメディクス（株）
東京都新宿区西新宿１丁
目２２番２号

5011101053360
公募を実施したが、応
募が１社のみであった
た め。

- 122,040,173 - 0

メンテナンス付カーテン賃貸借 平成30年10月1日

ワタキューセイモア
（株）
京都府綴喜郡井手町大字
多賀小字茶臼塚１２番地
の２

7130001037872

随意契約によるときは時
価に比べて著しく有利な
価格で契約ができる見込
みがあることから、会計
細則第５２条第４号に該
当。

- 4,484,160 - 0

有料室療養環境整備の備品賃貸借 平成30年10月13日

ＮＴＴファイナンス
（株）
東京都港区港南1丁目2番
70号

8010401005011

随意契約によるときは時
価に比べて著しく有利な
価格で契約ができる見込
みがあることから、会計
細則第５２条第４号に該
当。

- 1,386,330 - 0

生体情報モニタリングシステム保守 平成30年10月1日

日本光電工業（株）東関
東支店
千葉県千葉市中央区４丁
目２１番２１号

2011101016254
公募を実施したが、応
募が１社のみであった
た め。

- 8,316,000 - 0

電動デルマドーム　一式 平成31年3月1日
㈱イノメディックス
東京都文京区小石川４-１
７-１５

2010001004773

予定価格が160万を超
えない財産を買い入れ
るとき場合（会計細則
52条第10号相当）

- 1,088,640 - 0



施設名 千葉労災病院
施設の所在地千葉県市原市辰巳台東２丁目１６番地
契約担当役氏名院長　河野　陽一

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

法人番号

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（消費税
を含む。単位：
円）

契約金額（消費税
を含む。単位：
円）

落札率
再就職の役員
の数

備　考

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）

手術用光学視管セット　一式 平成31年3月8日
（株）栗原医療器械店
群馬県太田市清原町４-６

4070001022669

予定価格が160万を超
えない財産を買い入れ
るとき場合（会計細則
52条第10号相当）

- 1,333,800 - 0

心臓リハビリテーション用送信機シ
ステム　一式

平成31年3月12日

日本光電工業（株）東関
東支店
千葉県千葉市中央区４丁
目２１番２１号

2011101016254

予定価格が160万を超
えない財産を買い入れ
るとき場合（会計細則
52条第10号相当）

- 1,510,920 - 0

インマルサットBGANエクスプローラ
710
一式

平成31年3月19日
（株）ムトウ
千葉県千葉市中央区千葉
寺町９７２番５

2430001016743

予定価格が160万を超
えない財産を買い入れ
るとき場合（会計細則
52条第10号相当）

- 1,242,000 - 0


