
様式第21号（第27条の２関係）

施設名 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台2-16
契約担当役氏名 院長　岡本　美孝

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（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率 備　　考

臨床工学技士室改修工事 令和4年6月22日

キングランリニュー
アル（株）
東京都千代田区神田
小川町１－１

3010001147217 一般競争入札 - 35,970,000 -

入院棟３階病理検査室・外
来棟３階旧外来改修工事

令和4年9月9日

キングランリニュー
アル（株）
東京都千代田区神田
小川町１－１

3010001147217 一般競争入札 - 97,900,000 -

競争入札に係る情報の公表（工事）



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台2-16
契約担当役氏名 院長　岡本　美孝

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

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

随意契約に係る情報の公表（工事）



様式第23号（第27条の２関係）

施設名 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台2-16
契約担当役氏名 院長　岡本　美孝

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（税込、円）
契約金額（税込、

円）
落札率 備　　考

令和4年度検査試薬品
468品目

令和4年4月1日
（株）メディセオ
東京都中央区八重洲２-７-
１５

5010001087238 一般競争入札 - 239,313,369 -

単価契約
予定調達
総額

令和4年度検査試薬品
23品目

令和4年4月1日
（株）スズケン木更津支店
千葉県木更津市ほたる野１-
３０-１０

1180001017009 一般競争入札 - 20,954,648 -

単価契約
予定調達
総額

令和4年度検査試薬品
51品目

令和4年4月1日
東邦薬品（株）
千葉県千葉市稲毛区天台５
－２１－１５

5010901023507 一般競争入札 - 3,314,289 -

単価契約
予定調達
総額

令和4・5年度酸素・医療ガス等
18品目

令和4年4月1日

日本メガケア（株）東関東
支店
千葉県千葉市若葉区源町５
５１番地７

2011401003365 一般競争入札 - 24,030,985 -

単価契約
予定調達
総額

令和4年度濃厚流動食
48品目

令和4年4月1日
（株）スズケン木更津支店
千葉県木更津市ほたる野１-
３０-１０

1180001017009 一般競争入札 - 13,915,430 -

単価契約
予定調達
総額

令和4年度看護衣等
49品目

令和4年4月1日

ワタキューセイモア（株）
千葉営業所
千葉県佐倉市太田２４６４-
１

7130001037872 一般競争入札 - 9,239,038 -

単価契約
予定調達
総額

令和4年度注射箋用紙等
3品目

令和4年4月1日
(株)中川製作所
埼玉県蕨市錦町２丁目５番
２１号

3030001021139 一般競争入札 - 2,372,700 -

単価契約
予定調達
総額

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

3/11



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（税込、円）
契約金額（税込、

円）
落札率 備　　考

令和4年度ラベル用紙等
5品目

令和4年4月1日

小林クリエイト（株）千葉
営業部
千葉県千葉市中央区登戸１-
２１-８

5180301013959 一般競争入札 - 2,097,480 -

単価契約
予定調達
総額

令和4年度感染性廃棄物専用容器
4品目

令和4年4月1日
千種興産（株）
千葉県市原市千種海岸７-３

1040001054247 一般競争入札 - 9,158,160 -

単価契約
予定調達
総額

令和4年度コピー用紙
5品目

令和4年4月1日
（株）清和ビジネス
東京都中央区日本橋室町４-
３-１８

801001020600 一般競争入札 - 2,902,174 -

単価契約
予定調達
総額

令和4年度リサイクルトナー
19品目

令和4年4月1日
和高商事（株）
千葉県市原市牛久１２２６

9040001054710 一般競争入札 - 3,219,887 -

単価契約
予定調達
総額

建物清掃業務委託 令和4年4月1日
太平ビルサービス（株）
東京都新宿区西新宿６－２
２－１

2011101012138 一般競争入札 - 170,276,040 -

中央材料室・手術室滅菌関連業務及
び内視鏡室洗浄関連業務委託

令和4年4月1日
鴻池メディカル（株）
東京都千代田区有明町一丁
目６－４

7010001058872 一般競争入札 - 204,336,000 -

病棟クラーク業務委託 令和4年4月1日
（株）シンコー
長崎県大村市東三番町６－
１

8310001008771 一般競争入札 - 67,680,716 -

医事課外来業務（派遣） 令和4年4月1日

（株）スタッフサービス
東京都千代田区神田練塀町
85ＪＥＢＬ秋葉原スクエ
ア

8010001076758 一般競争入札 - 3,325,212 -

ナースエイド（派遣） 令和4年4月1日

（株）ルフト・メディカル
ケア
東京都新宿区西新宿１－２
６－２

8011101049876 一般競争入札 - 58,482,567 -

4/11



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（税込、円）
契約金額（税込、

円）
落札率 備　　考

看護補助業務(派遣) 令和4年4月1日
（株）ひまわり
千葉県船橋市東船橋４－３
５－１０

7040001006408 一般競争入札 - 20,596,514 -

建物設備保守管理 令和4年4月1日

企業組合労協センター事業
団
東京都豊島区東池袋１－４
４－３

6013305000633 一般競争入札 - 108,900,000 -

医師事務作業補助業務（派遣） 令和4年4月1日

（株）スタッフサービス
東京都千代田区神田練塀町
85ＪＥＢＬ秋葉原スクエ
ア

8010001076758 一般競争入札 - 6,270,739 -

看護補助業務（夜間）(派遣) 令和4年4月1日

（株）ルフト・メディカル
ケア
東京都新宿区西新宿１－２
６－２

8011101049876 一般競争入札 - 29,438,016 -

全身麻酔装置（麻酔用呼吸器含む）
点検業務

令和4年4月1日
（株）イノメディックス
東京都文京区小石川４－１
７－１５

2010001004773 一般競争入札 - 2,794,000 -

造影剤注入装置点検 令和4年4月1日
（株）栗原医療器械店
千葉県千葉市中央区都町７
－９－２７

4070001022669 一般競争入札 - 1,540,000 -

内視鏡システム保守 令和4年4月1日
（株）栗原医療器械店
千葉県千葉市中央区都町７
－９－２７

4070001022669 一般競争入札 - 1,512,500 -

眼科電子カルテシステム保守 令和4年4月1日
（株）ムトウ
北海道札幌市北区北十一条
西４－１－１５

2430001016743 一般競争入札 - 1,360,000 -

ネットワークシステムハードウェ
ア・監視サービス保守

令和4年4月1日
アライドテレシス（株）
東京都品川区西五反田７－
２１－１１

7010001034956 一般競争入札 - 28,314,000 -
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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（税込、円）
契約金額（税込、

円）
落札率 備　　考

陰圧創傷治療システム賃貸借 令和4年4月1日
（株）イノメディックス
東京都文京区小石川４－１
７－１５

2010001004773 一般競争入札 - 3,354,450 -

灯油ＪＩＳ（Ｋ２２０３）１号 令和4年4月1日
（株）堀江商店
千葉県千葉市中央区明神町
３２－１

4040001006971 一般競争入札 - 11,235,840 -

単価契約
予定調達
総額

体外衝撃波結石破砕装置 令和4年7月22日
リチャードウルフ（株）
東京都港区白金台2丁目26-
10グリーンオーク高輪台9階

8010401099268 一般競争入札 - 32,549,000 -

超広角走査レーザー検眼鏡 令和4年8月19日
（株）ムトウ千葉支店
千葉県千葉市中央区千葉寺
町972番5

2430001016743 一般競争入札 - 22,165,000 -

電動ベッド 令和4年8月10日
（株）イノメディックス
東京都文京区湯島二丁目１
６番１１号

2010001004773 一般競争入札 - 4,444,000 -

昇降式介護浴槽 令和4年8月3日
（株）栗原医療器械店
千葉県千葉市中央区都町７-
９-２７

4070001022669 一般競争入札 - 5,494,500 -

医用テレメータ 令和4年9月6日

日本光電工業（株）東関東
支店
千葉県千葉市中央区末広４
－２１－２１

2011101016254 一般競争入札 - 12,980,000 -

生体情報管理システム 令和4年9月15日

日本光電工業（株）東関東
支店
千葉県千葉市中央区末広４
－２１－２１

2011101016254 一般競争入札 - 5,060,000 -

患者送迎バス運行管理業務 令和4年7月1日
九十九里鉄道株式会社
千葉県東金市田間２５番地

4040001057172 一般競争入札 - 9,290,380 -
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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（税込、円）
契約金額（税込、

円）
落札率 備　　考

灯油ＪＩＳ（Ｋ２２０３）１号（ボ
イラー用の燃料）

令和4年7月1日
株式会社堀江商店
千葉県千葉市中央区神明町
３２番地１

4040001006971 一般競争入札 - 9,682,200 -

単価契約
予定調達
総額

病院情報システム統合仮想サーバー
保守業務

令和4年8月1日

富士フィルム医療ソリュー
ションズ株式会社
東京都港区西麻布２丁目２
６番３０号

1011301017219 一般競争入札 - 53,900,000 -
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様式第24号（第27条の２関係）

施設名 千葉労災病院
施設の所在地 千葉県市原市辰巳台2-16
契約担当役氏名 院長　岡本　美孝

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 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（税込、円）
契約金額（税込、

円）
落札率

再就職の
役員の数

備　　考

固定電話通信サービス 令和4年4月1日
ソフトバンク株式会社
東京都港区海岸一丁目７番１号

9010401052465 公募随契 - 9,755,112 - -

令和4年度検査試薬品
12品目

令和4年4月1日
（株）メディセオ
東京都中央区八重洲２-７-１５

5010001087238

競争に付しても応札者の
ない、又は再度の入札に
付しても落札者がないも
のであり、会計規則第53
条に該当

- 5,515,513 - -

単価契約
予定調達
総額

令和4年度放射線医薬品
111品目

令和4年4月1日
（社）日本アイソトープ協会
東京都文京区本駒込２-２８-４
５

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。

- 34,889,480 - -

単価契約
予定調達
総額

令和4年度血液製剤供給
43品目

令和4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52条第6
号に該当。

- 105,950,092 - -

単価契約
予定調達
総額

インスリンポンプ賃貸借 令和4年4月1日

株式会社ウイン・インターナ
ショナル　第七営業部
千葉県千葉市中央区新田町１番
１号ＩＭＩ未来ビル５Ｆ

2010501010131

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)

- 1,518,000 - -

単価契約
予定調達
総額

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）
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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 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（税込、円）
契約金額（税込、

円）
落札率

再就職の
役員の数

備　　考

酸素供給装置賃貸借 令和4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)

- 54,380,590 - -

単価契約
予定調達
総額

従圧式陽圧人工呼吸器賃貸
借

令和4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)

- 9,093,370 - -

単価契約
予定調達
総額

持続陽圧呼吸器療法装置賃
貸借

令和4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)

- 4,598,385 - -

単価契約
予定調達
総額

超音波骨折治療器賃貸借 令和4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)

- 2,088,350 - -

単価契約
予定調達
総額

加温加湿フロージェネレー
ター賃貸借

令和4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３
７号フィリップスビル

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)

- 897,600 - -

単価契約
予定調達
総額

手術用器械賃貸借 令和4年4月1日
（株）ムトウ千葉支店
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)

- 9,533,007 - -

単価契約
予定調達
総額

手術用器械賃貸借 令和4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)

- 3,594,314 - -

単価契約
予定調達
総額
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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 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（税込、円）
契約金額（税込、

円）
落札率

再就職の
役員の数

備　　考

循環器用超音波診断装置賃
貸借

令和4年4月1日

ボストン・サイエンティフィッ
クジャパン（株）
東京都中野区中野四丁目１０番
２号

9011101019705

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)

- 825,000 - -

単価契約
予定調達
総額

ＤＰＣ分析ソフト及び機能
評価係数Ⅱマネジメント
ツール

令和4年4月1日
（株）ｇｉｒａｓｏｌ
東京都中央区日本橋茅場町２－
７－１

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)

- 1,069,200 - -

業務用冷凍空調機点検業務 令和4年4月1日
（有）エアークール千葉県千葉
市緑区おゆみ野中央８－１９－
５

7040002013584

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)

- 1,089,000 - -

ＲＩ施設保守点検 令和4年4月1日
（株）テクト
神奈川県大和市中央林間９－１
７－１０

7021001025622

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)

- 1,017,500 - -

蒸気ボイラ保守業務 令和4年4月1日
三浦工業（株）
愛媛県松山市堀江町７

7500001003977 公募随契 - 2,688,664 - -

自動採血管準備装置保守 令和4年4月1日
（株）メディセオ
東京都中央区八重洲２－７－１
５

5010001087238

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)

- 1,848,000 - -

全自動血液凝固分析装置保
守

令和4年4月1日
（株）メディセオ
東京都中央区八重洲２－７－１
５

5010001087238 公募随契 - 1,320,000 - -
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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 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（税込、円）
契約金額（税込、

円）
落札率

再就職の
役員の数

備　　考

自動血球分析装置 令和4年4月1日
（株）メディセオ
東京都中央区八重洲２－７－１
５

5010001087238 公募随契 - 11,682,000 - -

生化学・免疫自動分析装置 令和4年4月1日
（株）メディセオ
東京都中央区八重洲２－７－１
５

5010001087238 公募随契 - 22,968,000 - -

職員用駐車場賃貸借 令和4年4月1日
（株）ＮＨファシリティーズ
千葉県市原市八幡海岸通１

3040001056167

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)

- 1,936,000 - -

単価契約
予定調達
総額

内視鏡手術機器等症例単価
払い賃貸借

令和4年4月1日
ティーメディクス（株）
東京都新宿区西新宿２－３－１

5011101053360 公募随契 - 144,600,746 - -

単価契約
予定調達
総額
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