
（法人名：　独立行政法人労働者健康福祉機構　　）

件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1
丸木医科器械㈱
岩手県盛岡市新庄町2-48

医療消耗備品
医療消耗備品単価契約（薬
袋ロール紙他）

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 1,767,828 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

2
共立医科器械㈱
岩手県盛岡市愛宕町１５番９
号

医療消耗備品（レットダット
2237他）

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 2,491,384 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

3
（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

薬品単価契約（クエン酸ガ
リウム他）

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 1,681,995 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

4
小田島商事㈱
花巻市卸町６６番地

Ａ重油単価契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 13,184,354 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

5
日本オーチスエレベーター㈱
仙台市青葉区一番町１-３-１
日本生命仙台ビル

昇降機保守契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 2,986,200 随意契約 
昇降機の保守契約であり、専門の技術を要するため契
約を締結出来るのは製造元である当該業者以外にいな
いことから会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

6
花巻市清掃（株）
岩手県花巻市諏訪104-1

浄化槽維持管理契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 1,365,000 随意契約 
特殊な業務であり、経験や実績、臨時対応等を考慮す
る必要があったため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

7
ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ㈱
東京都日野市旭が丘4-7-127

ＣＴ保守契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 5,250,000 随意契約 
特殊な業務であり、経験や実績、臨時対応等を考慮す
る必要があったため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

8
日立メディコ
東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

廃棄機器撤去処分契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

19.1.15 2,270,940 随意契約 
特殊な業務であり、経験や実績、臨時対応等を考慮す
る必要があったため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

9
㈱千代田テクノル
東京都文京区湯島1-7-12

ＲＩ施設廃止に係る汚染検
査・除染作業契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

19.2.1 1,155,000 随意契約 
特殊な業務であり、経験や実績、臨時対応等を考慮す
る必要があったため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】
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10
志戸平合資会社
岩手県花巻市湯口字志戸平11
番地1

温泉供給契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 7,371,000 随意契約 当該契約は供給者が当該業者に限られており、会計細
則第５２条第６項に該当するため

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

11
㈱丸石産業
山形県上山市金瓶字湯尻19-
14

医療廃棄物運搬処理処分
契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 2,141,210 随意契約 
特殊な業務であり、経験や実績、臨時対応等を考慮す
る必要があったため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

12
（有）晴山商店
滝沢村滝沢字巣子736-69

廃棄機器収集運搬処分契
約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

19.3.30 1,501,500 随意契約 
特殊な業務であり、経験や実績、臨時対応等を考慮す
る必要があったため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

13
㈱南部医理科
岩手県紫波郡矢巾町高田10-
37

薬品単価契約（ラピッドスプ
レーＧＦ他）

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 2,010,651 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

14
共立医科器械㈱
岩手県盛岡市愛宕町１５番９
号

診療材料単価契約（ウェル
パス１００ｍL他）

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 3,196,823 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

15
丸木医科器械㈱
岩手県盛岡市新庄町2-48

診療材料単価契約（サイ
デックスプラス他）

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 6,818,170 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

16
㈱小田島
岩手県花巻市卸町６８

診療材料単価契約（イソジ
ン液１０％他）

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 12,690,896 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

17
コニカミノルタメディカル㈱
岩手県盛岡市上田4-14-26

診療材料単価契約（Ｘ線
フィルム他）

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 1,976,464 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

18
フクダライフテック北東北㈱
秋田市川尻御休町9-23

在宅酸素機器賃借契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 4,058,372 随意契約 
当装置賃借は在宅酸素療法で患者が直接装着する医
療器具であり、患者自身が操作するため、安全上機種
の変更が出来ない、当機種の契約は当該業者以外に
いないため、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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19
バクスター㈱
東京都中央区晴海1－8－10

在宅自動腹膜灌流装置賃
借契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 1,234,800 随意契約 
在宅医療機器については、その性質上、長期継続して
使用するものであり、患者自身が操作性、安全性の観
点から操作に慣れている機器である必要があることか
ら、会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

20 ㈲ｿﾌｨｱ・ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 歯科技工業務委託契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 1,587,666 随意契約 
確実性、信用性及び専門的知識を必要とする業務にお
いて、それらを満たす人材を提供できるのが、当該業者
のみであり、会計細則第52条第６号に該当するため

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

21
日清医療食品㈱
岩手県盛岡市大通3-3-10

給食業務委託契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 19,486,950 随意契約 
患者の病状に応じた栄養を必要とすることや、感染の問
題など医療の一環として提供されるべきである。このた
め、経験や実績を考慮する必要があるため、会計細則
第５２条第６号に該当

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

22
及川ﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ
岩手県花巻市小瀬川第４地割
１０１－１

歯科技工業務委託契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 1,856,007 随意契約 
確実性、信用性及び専門的知識を必要とする業務にお
いて、それらを満たす人材を提供できるのが、当該業者
のみであり、会計細則第52条第６号に該当するため

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

23
㈱オイラー
岩手県奥州市水沢区東大通り
３-７-１５

医事課業務委託契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 9,487,800 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

24
㈱オイラー
岩手県奥州市水沢区東大通り
３-７-１５

窓口現金出納員業務委託
契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 3,017,700 随意契約 
確実性、信用性及び専門的知識を必要とする業務にお
いて、それらを満たす人材を提供できるのが、当該業者
のみであり、会計細則第52条第６号に該当するため

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

25
㈱オイラー
岩手県奥州市水沢区東大通り
３-７-１５

営繕業務委託契約

労働者健康福祉機構岩
手労災病院契約担当役
院長　村井　和夫
岩手県花巻市湯口字志
戸平26

18.4.1 1,272,600 随意契約 
確実性、信用性及び専門的知識を必要とする業務にお
いて、それらを満たす人材を提供できるのが、当該業者
のみであり、会計細則第52条第６号に該当するため

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

26

㈱イトーキ神奈川支社　横浜
支店
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2-2-1-1横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ
39F

応接テーブル　ＴＹＴ－１２６
４ＥＲ－１５　３台他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

19.3.1 2,079,564 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

27
㈱盛岡地域交流センター
岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-
1マリオス２０階

事務所賃借

労働者健康福祉機構岩
手産業保健推進センター
契約担当役　所長　石川
育成
岩手県盛岡市盛岡駅西
通2-9-1
マリオス12Ｆ

18.4.1 12,224,520 随意契約 
事務所の賃貸借契約であり、条件を満たす契約を締結
できるのは当該物件の所有者のみであり、会計細則第
52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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28
（株）スミセイビルマネージメン
ト
東京都中央区八丁堀

貸室賃貸借

労働者健康福祉機構愛
媛産業保健推進センター
契約担当役
所長　中矢　良一
愛媛県松山市千舟町4-
5-4

18.4.1 9,698,997 随意契約 
事務所の賃貸借契約であり、条件を満たす契約を締結
できるのは当該物件の所有者以外いないため、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

29
山西土地管理（株）
東京都大田区大森西6-6-9

職員宿舎賃借

労働者健康福祉機構東
京産業保健推進センター
契約担当役　所長　鈴木
聰男
東京都千代田区三番町
6-14日本生命三番町ビ
ル3Ｆ

18.4.1 972,000 随意契約 職員宿舎の賃貸借契約で継続して契約する必要があ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

30
山西土地管理（株）
東京都大田区大森西6-6-9

職員宿舎賃借

労働者健康福祉機構東
京産業保健推進センター
契約担当役　所長　鈴木
聰男
東京都千代田区三番町
6-14日本生命三番町ビ
ル3Ｆ

18.4.1 1,356,000 随意契約 職員宿舎の賃貸借契約で継続して契約する必要があ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

31
三菱地所（株）
東京都千代田区大手町1-6-1

事務所賃借

労働者健康福祉機構東
京産業保健推進センター
契約担当役　所長　鈴木
聰男
東京都千代田区三番町
6-14日本生命三番町ビ
ル3Ｆ

18.4.1 49,193,304 随意契約 事務所の賃貸借契約で継続して契約する必要があり、
会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

32
東銀リース（株）
東京都中央区日本橋室町2-4-
3

業務用節水システム賃貸
借契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.12.28 6,993,000 随意契約 
専門性が高いシステムの賃貸借契約であり、当該業者
が当該契約を履行できる唯一の業者であることから、会
計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

33

ジーイー横河メディカルシステ
ム㈱千葉支社
千葉県千葉市中央区中央港1-
9-5

循環器情報システムネット
ワーク接続作業一式

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.10.2 12,075,000 随意契約 
当該業務は当該業者によるシステムのネットワーク接続
であり、専門性が高く他業者では履行できないことより、
会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

34
ジーイー横河メディカルシステ
ム㈱
鳥取県米子市新開５－３－２２

血管撮影装置保守料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 20,131,650 随意契約 
当該機器の製造、販売、保守を行っているメーカーであ
り、専門知識・専用交換部品を保有しており、他に対応
できる相手がいないため、会計細則第５２条第６号に該
当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

35
東芝メディカルシステムズ（株）
北九州市小倉北区紺屋町13-1

磁気共鳴診断装置保守

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 9,450,000 随意契約 技術的な理由により競争が存在しないため、会計細則
第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

36
（株）バイオメディカル
大分県由布市狭間町古野塚ノ
久保1100番地3-5511

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ断層撮影装置保
守

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 12,337,500 随意契約 技術的な理由により競争が存在しないため、会計細則
第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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37

㈱フィルップスエレクトリック
ジャパン
埼玉県さいたま市大宮区宮町
2-96-1

血管撮影装置保守業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 1,837,500 随意契約 
血管撮影装置の保守契約であり、専門の技術を要する
ため契約を締結出来るのは製造元である当該業者以外
にいないことから会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

38
フソウ警備防災（株）和歌山支
社
和歌山県和歌山市湊1850

病棟看護師補助業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 2,969,040 随意契約 
当該業務について頻回の交代は他診療科との連携、混
乱等を招くため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

39
(株)ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
丁目10番地

外来クラーク業務委託

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 3,276,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

40
美唄ガス（株）
北海道美唄市大通東1条南3丁
目1-31

院内ガス管取替工事
北海道美唄市東4条南1丁
目3-1

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.6.30 5,523,000 随意契約 
都市ガスの供給元が市内で唯一であり、院内から院外
まで設置工事の施工実績があるため。会計細則第52条
第6号に該当。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

41
三建設備工業㈱
北海道札幌市中央区北11条西
23丁目2番10号

ボイラー設備中央監視装置
更新工事
北海道岩見沢市4条東16丁
目5番地
平成19年1月16日～平成19
年3月30日

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

19.1.15 9,450,000 随意契約 
当更新工事はボイラー設備を納入し、当院のボイラー
設備を熟知している当該業者以外できないものであるた
め、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

42
(財)北海道電気保安協会
北海道札幌市中央区北1条東3
丁目1番地1

高圧真空遮断装置更新工
事
北海道岩見沢市4条東16丁
目5番地
平成18年10月4日～平成18
年11月11日

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.10.3 3,465,000 随意契約 
当更新工事は当院の電気設備保守業者であり、古くか
ら当院の電気設備を熟知している当該業者以外できな
いものであるため、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

43
三浦工業（株）
福島県いわき市平祢宜町1

ボイラー４号機取替工事
福島県いわき市内郷綴町
沼尻3
平成18年5月1日～平成18
年7月31日

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.5.1 4,567,500 随意契約 
当該工事は、院内ボイラー５台のうち１台の取替工事で
ある。既存ボイラーとの連動運転ができるボイラーの開
発、設置業者以外には施工できないものであるため、会
計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

44
戸田建設（株）
宮城県仙台市青葉区一番町3-
7-23

北棟１階東空調機械室アス
ベスト除去工事
福島県いわき市内郷綴町
沼尻3
平成18年5月31日～平成18
年7月31日

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.5.31 2,835,000 随意契約 

当該工事は、病院北棟のアスベスト除去工事である。北
棟の施工業者であり、院内設備等について熟知してい
るうえ、アスベスト除去に係る施工実績のある業者以外
には施工できないものであるため、会計細則第52条第6
号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

45
渥美工業（株）
北海道札幌市中央区南6条西
17

ＣＴ導入に係る第２血管造
影室改修工事
福島県いわき市内郷綴町
沼尻3
平成18年12月5日～平成18
年12月28日

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.12.5 3,622,500 随意契約 

当該工事は、ＣＴ導入に係る第２血管造影室の改修工
事である。ＣＴ撮影時に発生する放射線による被爆を
小限にとどめるなど特殊工事の施工実績のある業者以
外には施工できないものであるため、会計細則第52条
第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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46

㈱みやしょう
茨城県神栖市日川草場1963-
89　平成18年９月13日～平成
18年９月29日

職員宿舎Ｃ棟改修工事
茨城県神栖市土合本町一
丁目9108-2

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.9.12 2,940,000 随意契約 
本工事は職員宿舎Ｃ棟の改修工事であり、急を要する
工事であることから宿舎内装補修工事の実績のある当
該業者と契約する必要があり、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

47

㈱大林組
東京都港区港南２丁目15番２
号　　平成18年７月25日～平成
18年８月31日

栄養管理室検品室設置工
事一式
茨城県神栖市土合本町
9108-2

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.7.24 2,730,000 随意契約 
本工事は検品室設置工事であり、躯対部分の撤去を伴
う工事であることから、当院を熟知している当院建築業
者でなければできないことから会計細則第５２条第６号
に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

48
岩田建設㈱東京支社
東京都文京区小石川1-2-4

宿舎Ｂ棟112号室改修（保
育所）工事　一式
千葉県市原市辰巳台東2-
16
平成18年10月21日～平成
18年12月26日

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.10.20 7,245,000 随意契約 
早急な履行の求められる業務であり、当該宿舎の施工
業者である当該業者が履行できる唯一の業者であるこ
とから、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

49
東洋熱工業㈱関東支店
千葉県千葉市中央区中央3-3-
8

C棟貯湯槽NO1の破損に伴
う更新及び壁開口復旧工
事　一式
千葉県市原市辰巳台東2-
16
平成18年８月２日～平成18
年10月31日

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.8.1 8,846,250 随意契約 
当院の配管を施置した業者であり、部品の調達及び専
門技術の観点より、当該業務を履行できる唯一の業者
であることから、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

50
東洋熱工業㈱関東支店
千葉県千葉市中央区中央3-3-
8

C棟貯湯槽NO2及び給湯ポ
ンプ更新工事一式
千葉県市原市辰巳台東2-
16
平成18年８月２日～平成１
８年10月３１日

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.8.1 7,848,750 随意契約 
当院の配管を施置した業者であり、部品の調達及び専
門技術の観点より、当該業務を履行できる唯一の業者
であることから、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

51

ジーイー横河メディカルシステ
ム㈱千葉支社
千葉県千葉市中央区中央港1-
9-5

循環器情報システムネット
ワーク配線工事一式
千葉県市原市辰巳台東2-
16
平成18年10月３日～平成
18年10月13日

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.10.2 2,817,150 随意契約 
当該業務は当該業者によるシステムの配線工事であ
り、専門性が高く他業者では履行できないことより、会計
細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

52
ジョンソンコントロールズ（株）
東京都渋谷区笹塚１－５０－１

温水２次ポンプＩＮＶ化工事
東京都大田区大森南４－１
３－２１

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.7.13 3,150,000 随意契約 

本工事は東京都環境確保条例である「地球温暖化対
策」に係るものであることから、本院の現状エネルギー
使用状況を熟知していること、及び当該業務の指定を受
けているため。会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

53
ジョンソンコントロールズ（株）
東京都渋谷区笹塚１－５０－１

冷水２次ポンプＩＮＶ化工事
東京都大田区大森南４－１
３－２１

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.11.16 3,570,000 随意契約 

本工事は東京都環境確保条例である「地球温暖化対
策」に係るものであることから、本院の現状エネルギー
使用状況を熟知していること、及び当該業務の指定を受
けているため。会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

54
㈱間組
大阪市北区堂島浜2丁目2-8

眼科待合拡張工事

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.11.1 4,305,000 随意契約 
当該業者は当院第1期竣工時以来、躯体や改修等詳細
に も熟知・精通し作業環境上についても も円滑に履
行できるため会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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55
㈱間組
大阪市北区堂島浜2丁目2-8

第11X線撮影室改修工事

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.11.1 8,988,000 随意契約 
当院第1期竣工時以来、躯体や改修等詳細に も熟
知・精通し作業環境上について円滑に履行できるのが
当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号に該
当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

56
㈱間組
大阪市北区堂島浜2丁目2-8

リハビリテーション科言語療
法室改修工事

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.11.1 7,980,000 随意契約 
当院第1期竣工時以来、躯体や改修等詳細に も熟
知・精通し作業環境上において円滑に履行できるのは
当該業者のみであるため会計細則第５２条第６号に該
当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

57
㈱間組
大阪市北区堂島浜2丁目2-8

リハビリテーション科診察室
改修工事

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.11.1 8,820,000 随意契約 
当院第1期竣工時以来、躯体や改修等詳細に も熟
知・精通し作業環境上において円滑に履行できるのは
当該業者のみであるため会計細則第５２条第６号に該
当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

58
（株）東畑建築事務所
大阪府大阪市中央区伏見町4-
4-10

院内セキュリティ工事に伴
う設計料
兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目
1番69号
平成18年10月2日～平成18
年10月11日

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.10.2 2,719,500 随意契約 既設設備の変更を含み、経験のある当該業者以外に出
来ないため、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

59
（株）竹中工務店
大阪府大阪市中央区本町4-1-
13

N７階皮膚科診察室改修工
事
兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目
1番69号
平成18年4月3日～平成18
年4月31日

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 2,520,000 随意契約 既設設備の変更を含み、経験のある当該業者以外に出
来ないため、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

60
（株）竹中工務店
大阪府大阪市中央区本町4-1-
13

ＰＥＴ－ＣＴ設置改修工事
兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目
1番69号
平成18年10月10日～平成
19年3月31日

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.10.2 136,500,000 随意契約 既設設備の変更を含み、経験のある当該業者以外に出
来ないため、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

61
（株）竹中工務店
大阪府大阪市中央区本町4-1-
13

Ｓ７階耳鼻科診察室改修工
事
兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目
1番69号
平成18年4月3日～平成18
年4月31日

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 2,625,000 随意契約 既設設備の変更を含み、経験のある当該業者以外に出
来ないため、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

62
（株）竹中工務店
大阪府大阪市中央区本町4-1-
13

栄養管理室厨房床再塗装
工事
兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目
1番69号
平成18年12月14日～平成
18年12月28日

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.12.14 2,730,000 随意契約 既設設備の変更を含み、経験のある当該業者以外に出
来ないため、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

63
（株）竹中工務店
大阪府大阪市中央区本町4-1-
13

南棟６・７階病床再編に伴う
工事
兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目
1番69号
平成19年3月9日～平成19
年3月31日

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

19.3.9 6,794,000 随意契約 既設設備の変更を含み、経験のある当該業者以外に出
来ないため、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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64
㈱フジタ広島支店
広島県広島市中区中町８－６

スロープ棟電気室防水工事
鳥取県米子市皆生新田１
丁目８番１号　　　　　平成
18年８月10日～平成18年
10月27日

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.8.1 3,549,000 随意契約 

雨水の漏水のため漏電による本館東の停電が発生した
際に原因の究明が困難であった経緯から、スロープ棟
の構造について精通しており、かつ、施工後の責任の
明確化のために当該事業者しか施行することができな
い工事であり、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

65
ダイダン㈱中国支社
広島県広島市中区加古町２－
２２

ＣＢＳ盤コンデンサ・リアクト
ル更新工事
鳥取県米子市皆生新田１
丁目８番１号　　　　　平成１
８年７月１２日～平成１８年
１０月２７日

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.6.1 3,412,500 随意契約 

当該電気設備作業は高圧電気を取り扱うため作業に危
険が伴う、当該設備は基幹設備のため、他の既設設備
と密接な関係にある、作業中と施工後の安全確保と責
任の明確化のためには当院の電気設備全体に精通し
信頼のおける当該業者以外に工事を行うことができな
いとの理由から会計細則第52条第６号に該当するた
め。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

66
ダイダン㈱中国支社
広島県広島市中区加古町２－
２２

レントゲンキューピクル高圧
ケーブル更新工事　鳥取県
米子市皆生新田１丁目８番
１号　　　　　平成18年７月
12日～平成18年10月20日

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.7.1 5,565,000 随意契約 

当該電気設備作業は停電をするため診療活動に、ま
た、高圧電気を取り扱うため作業に危険が伴う。また、
当該設備は基幹設備のため他の既設設備と密接な関
係にある。作業中と施工後の安全確保と責任の明確化
のためには、当院の電気設備全体に精通し信頼性のあ
る業者以外には工事を行うことができないため会計細
則第５２条第６号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

67
協和建設工業㈱
福岡県福岡市博多区奈良屋町
6-29

外来・病棟他ファンコイル更
新工事
福岡県北九州市小倉南区
葛原高松1-3-1
平成18年5月1日～平成18
年6月15日

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.5.1 5,985,000 随意契約 
当該工事は、外来・病棟他の既存設備の老朽化に伴う
工事であるが、病院業務の稼動中に行うため、設備及
び業務を充分に理解し工事を行う必要があるため、会
計細則第５２条第６号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

68
西松建設㈱
東京都港区虎の門１丁目20-
10

小児科外来改修工事一式
熊本県八代市竹原町１６７
０
平成18年5月1日～平成18
年5月31日

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.5.1 3,832,500 随意契約 
今回小児科改修工事を施工するにあたり配管・医療ガ
ス・防災設備等工事が必要であり、当院の建築構造に
も精通しているため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

69
日本ホステック(株)
東京都千代田区飯田橋2丁目3
番7号

OP室保温庫・保冷庫更新
工事
岡山県加賀郡吉備中央町
吉川7511

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

19.3.1 3,045,000 随意契約 
保温庫保冷庫は前回特注品で製作しており、製作した
業者に依頼した方が安価で契約できるため。会計細則
第52条第6号に該当。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

70
(有)小山商会
岡山県加賀郡吉備中央町上加
茂21964の1

世帯用宿舎浴槽給湯器取
替工事
岡山県加賀郡吉備中央町
吉川7511

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

19.3.15 3,658,788 随意契約 

職員宿舎のガス製品(ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ)は当業者(当センター
に も近い業者)に 建築当初より設備管理を任せてお
り、不具合があった場合２４時間体制で 対応している。
特に、昨今のガス製品の不具合による事故も報道され
ていることから、ガス製品使用に際しての安全面を確保
する必要があり、この条件下では、当該業者のみが対
応可能であるため、会計細則第52条第6号に該当する
ため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

71
東邦動力工業（株）
名古屋市千種区井上町33

アスベスト対策工事
瀬戸市上之山町2-184

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション愛
知作業所契約担当役
所長　南木　道生
愛知県瀬戸市上之山町2
－184

18.10.3 14,700,000 随意契約 アスベスト撤去の特殊作業となることから会計細則第52
条６項を適用

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

72
（株）安田ビル
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋
町２－２０－３

第６安田ビル３階事務所
パーテーション工事
神奈川県横浜市神奈川区
鶴屋町３－２９－１
平成１８年１２月２日～平成
１８年１２月２日

労働者健康福祉機構神
奈川産業保健推進セン
ター契約担当役　所長
石渡　弘一
神奈川県横浜市神奈川
区鶴屋町3－29－1　第6
安田ビル3F

18.11.1 3,133,200 随意契約 
事務所移転に係る契約であり、契約条件を満たす相手
方が当該業者以外にいないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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73
（株）安田ビル
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋
町２－２０－３

第６安田ビル３階事務所空
調・換気工事
神奈川県横浜市神奈川区
鶴屋町３－２９－１
平成１８年１１月６日～平成
１８年１２月１０日

労働者健康福祉機構神
奈川産業保健推進セン
ター契約担当役　所長
石渡　弘一
神奈川県横浜市神奈川
区鶴屋町3－29－1　第6
安田ビル3F

18.11.1 4,655,175 随意契約 
事務所移転に係る契約であり、契約条件を満たす相手
方が当該業者以外にいないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

74
（株）テクト
神奈川県大和市下鶴間１５１２
－１３

ＲＩ排水分配槽及びピット内
補修工事
神奈川県横浜市港北区小
机町３２１１
平成１９年１月１５日から２
月２８日

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

19.2.1 3,360,000 随意契約 
ＲＩ設備室内での排水不良のため、緊急的に保守業者に
特定したため、会計細則第５２条第１項に該当するた
め。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

75
東邦動力工業（株）
名古屋市千種区井上町33

体育館排煙設備改修工事
瀬戸市上之山町2-184

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション愛
知作業所契約担当役
所長　南木　道生
愛知県瀬戸市上之山町2
－184

18.8.21 4,042,500 随意契約 早急に契約しなければ管理業務に重大な支障を来たす
ことから会計細則第52条１項を適用

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

76
東邦動力工業（株）
名古屋市千種区井上町33

重油タンク地上化設置改修
工事
瀬戸市上之山町2-184

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション愛
知作業所契約担当役
所長　南木　道生
愛知県瀬戸市上之山町2
－184

18.11.9 12,495,000 随意契約 早急に契約しなければ管理業務に重大な支障を来たす
ことから会計細則第52条１項を適用

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

77
東邦動力工業（株）
名古屋市千種区井上町33

非常用スロープ改修工事
瀬戸市上之山町2-184

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション愛
知作業所契約担当役
所長　南木　道生
愛知県瀬戸市上之山町2
－184

19.2.1 10,080,000 随意契約 早急に契約しなければ管理業務に重大な支障を来たす
ことから会計細則第52条１項を適用

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

78
鉄建建設（株）
東京都千代田区三崎町二丁目
５番３号

リハ科運動浴室解体工事
（変更）一式
神奈川県横浜市港北区小
机町3211
平成19年３月５日から平成
19年３月31日

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

19.3.5 5,775,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

79
千歳電気工業（株）
愛知県名古屋市中村区太閤1
丁目4番10号

浜松労災病院旧本館ネット
ワークシステム機器設置・
配管配線工事
静岡県浜松市東区将監町
25番地

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

19.3.9 5,512,500 随意契約 増改築工事（平成22年6月新築移転予定）に関連する工
事であり会計細則第52条第2号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

80
川北電気工業（株）
愛知県名古屋市中区栄４－６
－２５

外来ｶﾙﾃ管理ｼｽﾃﾑ導入に
伴う電源工事

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

19. 3. 9 3,339,000 随意契約 
当院が増改築工事の途中であり、増改築工事を実施し
ている締結業者以外の業者に発注することは、不利と
認められるため会計細則第５２条第2号に該当するた
め。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

81

スキルインフォメーションズ
（株）
大阪府大阪市東淀川区東中島
1-17-26

院内がん登録システム一
式

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

19.3.16 4,267,200 随意契約 
専門性が高いシステムの売買契約であり、当該業者が
当該契約を履行できる唯一の業者であることから、会計
細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

9/278



件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

82
利康商事㈱
東京都豊島区要町2-16-11

体外衝撃波結石破砕装置
一式

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 39,952,500 随意契約 

修理不能の故障が発生したが、手術の予定も組まれて
あった。また地域医療連携室には開業医より依頼があ
り早急な調達が必要であった。当該業者が当該装置の
輸入元であり早急な整備に対応できる唯一の業者であ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

83
日本電気㈱千葉支社
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6

オーダリング端末4式

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.9.14 2,373,000 随意契約 
保守契約及びシステムの安全運用の観点から、当該業
者以外での調達が出来ず、会計細則第52条第6号に該
当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

84
石黒メディカルシステム（株）
京都府京都市伏見区竹田中川
原町62番地

脊髄手術開創器具(特注
品)Ｋ－ゲルピー開創器具
１０式

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.7.11 1,743,000 随意契約 特注品であることに加え、購入できる業者が限定されて
いるため、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

85
（株）千代田テクノル金沢営業
所
石川県金沢市広岡2-13-33

PET診察用防護衝立　２台

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.19 2,373,000 随意契約 
特注品であり購入できる業者が限定されていることに加
え、作成に期間を要し、PETセンター開設まで競争に付
す暇がなかったため、会計細則第52条第1号に該当す
るため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

86
ニッセイ情報テクノロジー（株）
東京都大田区蒲田5-37-1

ＭＥＤＩ-ＤＰＣコードファイン
ダー

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.8.1 6,405,000 随意契約 
既存のｼｽﾃﾑに接続するため、専門知識を要する器械
であり、当該業者が当該業務を履行できる唯一の業者
であるため、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

87
㈱ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻ-ﾋﾞｽ
大阪府大阪市淀川区西宮原1-
7-38

電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑ　1式購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.11.1 70,495,950 随意契約 
専門性が高い当院ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑに関連するｼｽﾃﾑの
拡張導入であり、当該業者が当該業務を履行できる唯
一の業者であることから会計細則第52条第6項に該当
するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

88
㈱島津製作所
福岡県福岡市博多区冷泉町4-
20

コバルト治療用線源の更新

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 31,395,000 随意契約 

放射性同位元素であるコバルトの特殊性から、コバルト
治療用線源の交換に係る遮蔽容器の分離、輸送、線源
封入、装着などの一連の作業にはメーカー毎に異なるノ
ウハウが確立しており、装置の製造業者以外では作業
が極めて困難であるため会計細則第52条第6号に該当
するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

89

㈱イトーキ神奈川支社　横浜
支店
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2-2-1-1横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ
39F

ロビーチェア　ＬＲＷ－１３
ＷＤ－１５　６台他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

19.3.1 2,777,670 随意契約 
事務所移転に係る契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

90
㈱マストレメディカル
静岡県浜松市東区有玉南町
2365番地

人工呼吸器フクダ電子サー
ボS　一式

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

19.3.5 3,399,900 随意契約 
一般競争入札から約１ヶ月後の追加購入であり、スケー
ルメリット等により前回落札価格より更に安価であったこ
とから会計細則第52条第2号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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91
山下医科器械(株)
長崎県佐世保市湊町3番13号

深部静脈血栓予防装置１０
台

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.5.26 3,990,000 随意契約 
複数の業者と複数回の価格交渉が可能であり、有利に
契約できるため、会計細則第52条第13号に該当するた
め。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

92
（株）竹山
北海道岩見沢市大和2条5丁目
11-1

散薬調剤台

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.10.31 1,902,600 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

93
㈱竹山
北海道釧路市若竹町６－１５

全身麻酔装置

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

19.1.23 11,467,050 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

94
(有)オルガンメディカル
秋田県秋田市桜二丁目27番30
号

多人数用透析液供給装置
の購入

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.7.24 7,497,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

95
（株）エスマック
東京都文京区本郷３－３０－２

上部消化管ビデオスコープ
１式

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.6.29 2,772,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

96
日本光電南関東（株）
横浜市保土ヶ谷区天王町１－
３０－１７

救急病床モニターシステム
一式

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.12.7 19,078,080 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

97
日本メディプロ（株）
東京都文京区本郷２丁目６番
１０号

Ａ剤／Ｂ剤溶解装置一式

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.12.22 4,830,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

98
日本メディプロ（株）
東京都文京区本郷２丁目６番
１０号

透析用監視装置一式

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.12.22 8,715,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

99
東芝メディカルシステムズ㈱
横浜市西区みなとみらい２－３
－５　クイーンズタワーＣ１４階

超音波診断装置一式

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.6.15 11,550,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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100
協和医科器械（株）
横浜市港北区新横浜２－１２
－１２　新横浜１Ｋビル３０１

超音波診断装置一式

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.7.18 4,305,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

101
（株）一色歯科商店
川崎市幸区小向町２２－２４

歯科ユニットシステム一式

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.12.1 18,690,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

102
（株）ムトウ
横浜市神奈川区片倉４丁目３
番１７号

産婦人科診察台一式

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

19.2.28 4,431,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

103

（株）イトーキ横浜支店
横浜市西区みなとみらい２－２
－１－１横浜ランドマークタ
ワー３９Ｆ

カルテフィルム棚一式

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.12.7 32,550,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

104
協和医科器械（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜
二丁目１２番１２号-３０１号

超音波白内障手術装置
一式

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.7.14 15,645,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

105
誠光堂（株）
和歌山県和歌山市築港6丁目9
番10

分娩監視装置一式

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.11.30 1,785,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

106
（株）大黒
和歌山県和歌山市手平3丁目8
番43号

大腸ビデオスコープ一式

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.10.27 3,055,500 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

107
（株）大黒
和歌山県和歌山市手平3丁目8
番43号

超音波診断装置一式

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.10.27 5,512,500 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

108
（株）大黒
和歌山県和歌山市手平3丁目8
番43号

内視鏡ビデオ情報システム
一式

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.10.27 7,665,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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109
扇陽興業（株）
岡山県岡山市福富西1-6-26

高圧蒸気滅菌装置１式

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.9.29 5,932,500 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

110
犬飼医療器（株）
岡山県岡山市西市114-2

泌尿器科診察セット１式

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.9.29 2,247,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

111
(株）カワニシ
岡山県岡山市今1-4-31

ACLSトレーニングシステム
１式

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.9.29 2,079,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

112
(株）カワニシ
岡山県岡山市今1-4-31

人工呼吸器2式

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.9.29 7,780,500 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

113
㈱山下医科機器
北九州市小倉南区徳力新町

小型消毒器購入契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.8.22 1,866,900 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

114
㈱アステムメディカル
北九州市小倉南区下曽根新町

下部尿路機能検査装置購
入契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

19.2.19 2,098,950 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

115
（株）リィツメディカル
北九州市八幡西区舟町2-10

眼科用手術顕微鏡装置一
式

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.5.18 9,030,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

116
アイティーアイ(株)
長崎県佐世保市卸本町30番16
号

超音波診断装置

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

19.3.28 15,860,250 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

117
（株）アステムメディカル筑豊
福岡県飯塚市綱分

電動リモートコントロール
ベッド

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

19.2.16 4,305,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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118
東芝メディカルシステムズ（株）
宮城県仙台市青葉区南吉成２
－１７－２

胸部撮影側管球他交換修
理一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 3,012,450 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

119
協和医科器械㈱
静岡県浜松市東区笹ヶ瀬町
400

キャンデラ色素治療用レー
ザーPLDL/TL-1 一式

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

19.2.13 1,616,760 随意契約 
構成品の製造中止により、修理用部品の確保が困難で
あったことから代理店と契約するしかなく会計細則第52
条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

120
（株）岡田新一設計事務所
東京都文京区春日１－１０－１

リハ科運動浴室解体工事
設計監理委託一式
神奈川県横浜市港北区小
机町3211
平成19年１月４日から平成
19年３月31日

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

19.1.4 3,150,000 随意契約 
病院新築時からの設計業者であり、病院の設備・機能
等に熟知し業務を行える業者が当該業者以外にいない
ため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

121
㈱三晃空調
大阪市北区西天満3丁目13-20

手術室空調機修繕一期工
事

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.26 15,025,500 随意契約 
当院第1期竣工時以来、躯体や改修等詳細に も熟
知・精通し作業環境上についても円滑に履行できる業者
が他にないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

122
㈱三晃空調
大阪市北区西天満3丁目13-20

病棟カンファレンス室空調
更新その他工事

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.7.4 25,305,000 随意契約 
当院第1期竣工時以来、躯体や改修等詳細に も熟
知・精通し作業環境上についても円滑に履行できる業者
が他にないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

123
能美防災（株）
福岡県福岡市中央区薬院２丁
目

火災報知器設備改修工事
一式
福岡県飯塚市伊岐須550-4
平成18年４月４日～平成18
年12月31日

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.3 10,500,000 随意契約 
既設設備の部分改修工事のため製造業者である当該
業者が唯一履行できるため、会計細則第５２条第６号に
該当する。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

124
能美防災（株）
福岡県福岡市中央区薬院２丁
目

火災報知器設備改修工事
一式　　　　　　       　　福岡
県飯塚市伊岐須550-4
平成19年２月９日～平成19
年３月30日

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

19.2.8 11,550,000 随意契約 
既設設備の部分改修工事のため製造業者である当該
業者が唯一履行できるため、会計細則第５２条第6号に
該当する。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

125
（株）安田ビル
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋
町２－２０－３

第６安田ビル３階事務所敷
金
神奈川県横浜市神奈川区
鶴屋町３－２９－１

労働者健康福祉機構神
奈川産業保健推進セン
ター契約担当役　所長
石渡　弘一
神奈川県横浜市神奈川
区鶴屋町3－29－1　第6
安田ビル3F

18.10.18 11,841,780 随意契約 
事務所移転に係る契約であり、契約条件を満たす相手
方が当該業者以外にいないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

126
ダイキンエアテクノ（株）
新居浜市東雲町1-1-10

北館空冷ヒートポンプチ
ラー更新工事
愛媛県新居浜市南小松原
町13-27
Ｈ18.7.4～Ｈ18.9.15

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.7.4 18,165,000 随意契約 
2台（１９年経過）の内1台が修理不能、緊急に更新工事
が必要だったため、会計細則第５２条第１号に該当する
ため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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区分 備考

127
鉄建建設（株）
東京都千代田区三崎町二丁目
５番３号

リハ科運動浴室解体工事
一式
神奈川県横浜市港北区小
机町3211
平成19年２月１日から平成
19年３月29日

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

19.1.31 19,950,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

128

中部労災病院建築　清水・東
洋・岐建特定建設工事共同企
業体
愛知県名古屋市中区錦１－３
－７

アスベスト対策工事
愛知県名古屋市港区港明
１－１０－５
平成１９年３月１日～平成１
９年３月２０日

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション工
学センター契約担当役
所長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

19.1.26 23,730,000 随意契約 
当ｾﾝﾀｰ解体工事と一連の工事であり、解体工事を履行
中の当該業者以外との契約は価格的に不利であり、会
計細則第52条第2号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

129
（有）ツダ医科器械店
和歌山県和歌山市弁財天丁57

全自動式電動治療椅子一
式

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

19.3.2 2,436,000 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

130
（株）クラヤ三星堂
東京都中央区八重洲二丁目7
番15号

全自動散薬分包機・全自動
錠剤分包機一式

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

19.2.28 6,665,400 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

131
㈱今仙技術研究所
愛知県犬山市大字犬山字東古
券４１９

膝継手装具試作品一式

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション工
学センター契約担当役
所長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.3 2,211,930 随意契約 
特許出願中の物品の試作品製作であり、共同研究者で
ある当該業者以外に履行できず、会計細則第52条第6
号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

132
㈱今仙技術研究所
愛知県犬山市大字犬山字東古
券４１９

パテラモジュール（膝蓋骨）
試作品一式

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション工
学センター契約担当役
所長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

19.2.1 2,703,750 随意契約 
特許出願中の物品の試作品製作であり、共同研究者で
ある当該業者以外に履行できず、会計細則第52条第6
号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

133
日清医療食品（株）
北海道支店　北海道札幌市北
区北7条西1丁目2番地6

学生給食業務委託

労働者健康福祉機構美
唄労災看護専門学校契
約担当役　校長　金田
清志
美唄市４条南１丁目3-5

18.4.1 2,633,975 随意契約 
隣接する美唄労災病院が契約している業者であり、同
業者と契約するほうが有利であり会計細則第５２条第６
項に該当

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

134
フソウ警備防災（株）和歌山支
社
和歌山県和歌山市湊1850

事務補助業務委託契約

労働者健康福祉機構和
歌山労災看護専門学校
契約担当役　校長　玉置
哲也
和歌山市古屋435

18.4.1 2,646,696 随意契約 頻回の業者交代は、当該業務に支障をきたし、かつ混
乱を招くため、会計細則第５２条第６号に該当するため

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

135
(株)ミックス
北海道札幌市手稲区星置南4
丁目43番8号

ＳＰＤ導入経費

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.9.29 2,100,000 随意契約 当ＳＰＤシステムは当該業者以外できないものであるた
め、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
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136
ジョンソンコントロールズ㈱
北海道札幌市中央区北２条西
１－１

中央監視装置設定作業料

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.8.31 2,205,000 随意契約 機械器具修繕のため、購入業者以外に不可。会計細則
第52条第6号に該当するため。

その他
19年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

137
呉共同機工（株）
北九州市小倉南区長行東１丁
目1-10

小型貫流ボイラー一式

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.11.17 5,134,500 随意契約 
前貫流ﾎﾞｲﾗｰが故障、及び修理不能となり、院内の蒸
気を送ることが出来なくなり業務に支障が出ﾈ急遽交換
設置が必要であったため、会計細則第52条第1号に該
当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

138
富田薬品（株）
北九州市八幡西区則松２丁目
1638

薬品費
レベトールカプセル200mg
他

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 22,394,284 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

139
常盤薬品（株）
福岡県田川市川宮二ツ堂908
の1

薬品費
ソリナーゼ注射用260万他
９０件

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 32,065,508 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

140
（株）スズケン
飯塚市有安６７５

薬品費
ソセゴン注射液15mg他３３
２件

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 40,522,411 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

141
（株）翔薬
福岡県飯塚市仁保407番地

薬品費
ドブトレクス注600mg他９７
件

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 46,320,101 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

142
（株）アトル
北九州市小倉北区原町２丁目
2-5

薬品費
フェンタネスト注射液0.1mg
他１８５件

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 59,322,724 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

143
（株）アステム北九州
北九州市小倉南区下曽根新町
13-1

薬品費
オプソ内服液5mg他１５７件

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 80,292,977 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

144
トーヨーエナジー（株）
福岡市中央区天神１丁目9-17

重油A

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 26,592,048 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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145
帝人医療（株）
東京都千代田区内幸町２丁目
1-1

在宅酸素賃借

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 7,641,375 随意契約 
当装置賃借は在宅酸素療法で患者が直接装着する医
療器具であり、患者自身が操作するため、安全上機種
の変更が出来ない、当機種の契約は当該業者以外に
いないため、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

146
ダイヤモンドリース（株）
東京都中央区新川１丁目31-4

臨床検査システム機器賃
借

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 1,014,300 随意契約 
現状では、現有機器で業務に支障ないため再リース契
約を結ぶ。また新規更新には費用がかかるため、会計
細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

147
日本光電九州（株）
福岡県飯塚市川津３０

心電図解析装置賃借

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.6.30 1,323,000 随意契約 
契約条件を満たす機器を所有している相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

148
産業医科大学
北九州八幡西区医生ヶ丘1-1

会計用度業務

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 2,991,600 随意契約 研究の一環として診断を依頼しているため、相手方が特
定されている。会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

149
山下医科器械（株）
福岡県飯塚市有安1025-3

物品管理業務

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 2,520,000 随意契約 
現契約業者により開発されたｼｽﾃﾑであり、物流及びﾄﾗ
ﾌﾞﾙ等速やかな対処を求めるため。会計細則第52条第6
号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

150
（株）リンテック
福岡市博多区西月隈１丁目2-
27

尿素呼気試験他５件

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 1,565,004 随意契約 
業者毎に試薬、検査方法が異なり、検査結果に差が生
じ、数値が変動することで患者の状態の認識等に支障
がでるため。会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

151
（株）ビ－・エム・エル福岡営業
所
福岡市東区松島1-44-12

HCV-RNA検査他２１５件

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 8,446,959 随意契約 
業者毎に試薬、検査方法が異なり、検査結果に差が生
じ、数値が変動することで患者の状態の認識等に支障
がでるため。会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

152
（株）ニチイ学館小倉支店
北九州市小倉北区香春口1-
13-1

会計用度業務

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 3,270,601 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

153
（株）ニチイ学館小倉支店
北九州市小倉北区香春口1-
13-1

宿日直業務

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 6,214,950 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

154
（株）ｱｿｳ･ﾋｭｰﾏﾆｰｾﾝﾀｰ
北九州市小倉北区京町3-7-17

内視鏡室事務補助業務

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 2,978,308 随意契約 
当該業務に精通しているのみならず、特段の職務上の
守秘義務を求められる業務であり、また患者様と直接接
する機会も多く、十分な経験を有していることが必要とさ
れるため会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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155
ＮＣＢオフィスサービス
福岡市博多区博多駅前3-1-1

窓口派遣行員

労働者健康福祉機構筑
豊労災病院契約担当役
院長　福間　道雄
福岡県飯塚市弁分633

18.4.1 1,958,907 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

156
日清医療食品㈱北海道支店
札幌市北区北7西1-2-6
NSSﾆｭｰｽﾃｰｼﾞ札幌6F

厨房業務委託

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション北
海道作業所契約担当役
所長　森田　　肇
北海道美唄市東明4条2
－2－1

18.4.1 8,013,600 随意契約 市場調査を行った結果、随意契約とした方が明らかに
安価に契約することが見込まれた。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

157
（株）サーンガス
広島県広島市西区観音町１６
番２０号

ガス料

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション広
島作業所契約担当役
所長　永田　義紀
広島県呉市郷原町野路
山麓

18.4.1 2,411,759 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

158
㈱ヤクシン北九州支店
北九州市門司区社の木

薬品・アザルフェジンＥＮ錠
他契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 53,010,317 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

159
㈱冨田薬品
北九州市小倉北区長野１丁目

 薬品・セファメジンα他契
約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 3,446,403 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

160
㈱常磐薬品
北九州市小倉北区高峰町

薬品・アビショット他契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 41,777,533 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

161
㈱鶴原吉井
北九州市小倉北区大手町

薬品・アカルティカカプセル
他契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 32,930,127 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

162
㈱スズケン北九州支店
北九州市小倉南区下城野

薬品・アテレック他契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 54,975,497 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

163
㈱翔薬
北九州市小倉北区中井

薬品・ＥＬ３号他契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 56,189,090 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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164
㈱アトル北九州営業所
北九州市小倉北区原町

薬品・アーガメイトゼリー他
契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 61,614,641 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

165
㈱アステム北九州営業所
北九州市小倉南区下曽根新町

薬品・アーチスト他契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 71,481,643 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

166
㈱竹山
北海道札幌市東区北6条東2丁
目2番15号

診療材料
ＰＦＮＡエクストラモール

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 4,013,730 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

167
㈱西部ガス
北九州市小倉北区竪町

中圧ガス契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 26,656,000 随意契約 
ボイラー設備運転等、施設運営のためのガスの購入契
約であり、契約の相手方が１社に限られているため、会
計細則第５２条６項に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

168
㈱九州電力
北九州市小倉北区米町

電気料金契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 50,585,000 随意契約 
病院施設の運営上、緊急災害時においても安定した電
力供給が補償される業者との契約が必須であり、当該
業者以外に条件を満たすことが出来る業者がいないた
め会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

169
㈱常磐薬品
山口県下関市一の宮御本町

在宅酸素療法濃縮器賃借
契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 3,535,000 随意契約 
当装置賃借は在宅酸素療法で患者が直接装着する医
療器具であり、患者自身が操作するため、安全上機種
の変更が出来ない、当機種の契約は当該業者以外に
いないため、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

170
㈱常磐薬品
山口県下関市一の宮御本町

人工呼吸器賃借契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 2,848,860 随意契約 
患者が直接装着する医療機器の賃借であり、患者自身
が操作するため、安全上一般競争が不可能であり、会
計細則５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

171
㈱昭和リース
東京都新宿区四谷

ＭＲＩリース契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 99,889,500 随意契約 
平成１６年よりの５年リース契約（毎年契約更新）による
１８年度の単年度契約分のため。会計細則５２条第６号
に該当うする。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

172
㈱オリックス
東京都港区浜松町

高圧蒸気滅菌装置リース
契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 19,089,000 随意契約 
平成１５年よりの５年リース契約（毎年契約更新）による
１８年度の単年度契約分のため。会計細則５２条第６号
に該当する。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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173
㈱オリックス
東京都港区浜松町

骨密度測定装置リース契
約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 9,336,600 随意契約 
平成１６年よりの５年リース契約（毎年契約更新）による
１８年度の単年度契約分のため。会計細則５２条第６号
に該当する。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

174
㈱ＮＥＣリース
東京都港区芝

薬品在庫システムリース契
約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 10,748,808 随意契約 
平成１５年よりの６年リース契約（毎年契約更新）による
１８年度の単年度契約分のため。会計細則５２条第６号
に該当する。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

175
㈱東銀リース
東京都中央区日本橋

節水システム賃貸借契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 1,305,360 随意契約 
平成１５年よりの５年リース契約（毎年契約更新）による
１８年度の単年度契約分のため。会計細則５２条第６号
に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

176
㈱キングラン九州
熊本市戸島町

防炎カーテン賃貸借契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 6,300,000 随意契約 
平成１７年よりの５年リース契約（毎年契約更新）による
１８年度の単年度契約分のため。会計細則５２条第６号
に該当する。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

177
㈱エヌ・ティ・ティ・リース
福岡市博多駅前

院内ＰＨＳリース契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 14,571,900 随意契約 
平成１５年よりの５年リース契約（毎年契約更新）による
１８年度の単年度契約分のため。会計細則５２条第６号
に該当する。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

178
北海道エア・ウォーター（株）
北海道滝川市流通団地2丁目
2-38

酸素濃縮器ボンベ賃借

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 6,477,450 随意契約 
当装置賃借は在宅酸素療法で患者が直接装着する医
療器具であり、患者自身が操作するため、安全上機種
の変更が出来ない、当機種の契約は当該業者以外に
いないため、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

179
㈱マストレメディカル
静岡県浜松市東区有玉南町
2365番地

フクダ電子製人工呼吸器
サーボＳ賃貸借契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,171,200 随意契約 
患者が直接装着する医療機器の賃借であり、患者自身
が操作するため、安全上一般競争が不可能であり、会
計細則５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

180
オズ（株）
静岡県浜松市東区笹ヶ瀬町
364番地

ﾀｲｺﾍﾙｽｹｱ社製人工呼吸
器ｱﾁｰﾊﾞ･ﾌﾟﾗｽ賃貸借契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,197,000 随意契約 
患者が直接装着する医療機器の賃借であり、患者自身
が操作するため、安全上一般競争が不可能であり、会
計細則５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

181
オギ医理科商事（株）
新潟県新潟市紫竹卸新町１８
０８－２２

大動脈バルーンポンプ賃借

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.8.1 3,780,000 随意契約 
当システム製作業者から直接代理店業務を委託されて
いるのが県内で一であるため（会計細則第５２条第６号
該当）。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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182

ジーイーキャピタルリーシング
（株）
東京都港区白金台三丁目2番
10号

シンチレーションカメラリー
ス

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.8.21 47,592,000 随意契約 

撮影処理能力の向上、既存保有データの互換性、既設
のPET-CT（GE社製）との連動による対象検査内容の充
実及び費用対効果を 大限に発揮させることを目的と
し、それは既設シンチレーションカメラの製造・運用・管
理等の一切を行ってきたGE社のみが可能であり、GE社
唯一のリース会社である当該業者に限定されるため、
会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

183

ジーイーキャピタルリーシング
（株）
愛知県名古屋市中区丸の内２
－１－３７

コンピュータ断層撮影装置
リース料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 20,916,000 随意契約 
平成１３年１２月にリース開始し、リース期間が満了して
おらず引き続き使用するため、会計細則第５２条第６号
に該当にするため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

184
九州風雲堂㈱
福岡県福岡市博多区東比恵3-
25-10

肩支持器器械33件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 1,212,750 随意契約 
手術用の器具であり、毎年、機器の変更により操作方
法が変わることにより、操作ミスなどの危険性があるた
ね、毎年の機器変更が好ましくないことから、会計細則
第52条第6条に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

185
富士通リース（株）
愛知県名古屋市中区錦１－１
０－１

オーダリングシステムリー
ス料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 82,908,000 随意契約 
平成１５年３月にリース開始し、リース期間が満了してお
らず引き続き使用するため、会計細則第５２条第６号に
該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

186
富士通リース（株）
愛知県名古屋市中区錦１－１
０－１

ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑﾘｰｽ料（機
能改）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 57,825,180 随意契約 
平成１７年１２月にリース開始し、リース期間が満了して
おらず引き続き使用するため、会計細則第５２条第６号
に該当にするため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

187
富士通リース（株）
愛知県名古屋市中区錦１－１
０－１

ﾘﾊﾋﾞﾘｵｰﾀﾞｼｽﾃﾑﾘｰｽ料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 2,147,040 随意契約 
平成１６年１１月にリース開始し、リース期間が満了して
おらず引き続き使用するため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

188
富士通リース（株）
愛知県名古屋市中区錦１－１
０－１

医事会計システム端末リー
ス料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 29,799,000 随意契約 
平成１５年３月にリース開始し、リース期間が満了してお
らず引き続き使用するため、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

189
富士通リース（株）
愛知県名古屋市中区錦１－１
０－１

栄養管理システムリース料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 2,850,120 随意契約 
平成１５年３月にリース開始し、リース期間が満了してお
らず引き続き使用するため、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

190
富士通リース（株）
愛知県名古屋市中区錦１－１
０－１

自動再来受付機リース料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,666,224 随意契約 
平成１４年１０月にリース開始し、リース期間が満了して
おらず引き続き使用するため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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191
富士通リース（株）
愛知県名古屋市中区錦１－１
０－１

総合健診システムリース料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 6,420,204 随意契約 
平成１７年１２月にリース開始し、リース期間が満了して
おらず引き続き使用するため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

192
富士通リース（株）
愛知県名古屋市中区錦１－１
０－１

薬品在庫管理システムリー
ス料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,990,548 随意契約 
平成１７年１０月にリース開始し、リース期間が満了して
おらず引き続き使用するため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

193
住商リース（株）
愛知県名古屋市東区東桜１－
１－６

薬袋印字システムリース料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 6,029,100 随意契約 
平成１５年２月にリース開始し、リース期間が満了してお
らず引き続き使用するため、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

194
（株）ＳＳＫコンピュータ
新居浜市庄内町4-1-15

薬品・物品管理システム代
替サーバー機

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 1,562,400 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないことから、会計細則第５２条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

195
住商リース（株）
愛知県名古屋市東区東桜１－
１－６

院内ＰＨＳシステムリース料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 862,470 随意契約 平成１３年１０月にリース開始し、リース期間が満了して
おらず引き続き使用するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

196
ＵＦＪセントラルリース（株）
愛知県名古屋市中区栄１－２
４－１５

駐車場管理システムリース
料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.7.1 945,945 随意契約 
増改築中のため、患者用駐車スペースが確保できず、
急遽、職員駐車場の横に併設することになった。早急に
対応する必要があったため、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

197
ＵＦＪセントラルリース（株）
愛知県名古屋市中区栄１－２
４－１５

駐車場管理システムリース
料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,650,600 随意契約 
増改築中のため、患者用駐車スペースが確保できず、
急遽、職員駐車場の横に併設することになった。早急に
対応する必要があったため、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

198
三洋電機クレジット㈱
大阪市中央区城見北1-2-27

個室ユニットA29床リース料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.11.1 41,122,620 随意契約 
導入 初のリース契約が左記契約相手方との競争契
約であるが、一連性・継続性が大変高かったことから、
会計細則第５２条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

199
三洋電機クレジット㈱
大阪市中央区城見北1-2-27

個室ユニットB(西2階2床）
リース料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.6.1 6,040,020 随意契約 
導入 初のリース契約が左記契約相手方との競争契
約であるが、一連性・継続性が大変高かったことから、
会計細則第５２条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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200
三洋電機クレジット㈱
大阪市中央区城見北1-2-27

個室ユニットB16床リース料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.11.1 22,687,560 随意契約 
導入 初のリース契約が左記契約相手方との競争契
約であるが、一連性・継続性が大変高かったことから、
会計細則第５２条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

201
三洋電機クレジット㈱
大阪市中央区城見北1-2-27

個室ユニットB43床リース料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.9.1 60,975,000 随意契約 
導入 初のリース契約が左記契約相手方との競争契
約であるが、一連性・継続性が大変高かったことから、
会計細則第５２条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

202
三洋電機クレジット㈱
大阪市中央区城見北1-2-27

個室ユニット特室B9床リー
ス料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.11.1 12,761,280 随意契約 
導入 初のリース契約が左記契約相手方との競争契
約であるが、一連性・継続性が大変高かったことから、
会計細則第５２条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

203
三洋電機クレジット㈱
大阪市中央区城見北1-2-27

準個室ユニット32床リース
料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.9.1 45,376,800 随意契約 
導入 初のリース契約が左記契約相手方との競争契
約であるが、一連性・継続性が大変高かったことから、
会計細則第５２条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

204
三洋電機クレジット㈱
大阪市中央区城見北1-2-27

準個室ユニット80床リース
料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.11.1 113,441,580 随意契約 
導入 初のリース契約が左記契約相手方との競争契
約であるが、一連性・継続性が大変高かったことから、
会計細則第５２条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

205
内外科学製品（株）
札幌市白石区東札幌4条1-2-
20

2号炉筒煙管ボイラー煙管
交換工事

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.3 1,942,500 随意契約 
ボイラー設備の点検・整備を行っている業者で、当院の
設備、状況を熟知しているため、役務の円滑化が図れ
る。会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

206

（株）日本サーモエナー北海道
支社
北海道札幌市中央区大通西5
丁目11

2号ボイラー燃焼制御盤取
替工事

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

19.1.30 1,627,500 随意契約 
本設備及び燃焼制御盤の製作メーカーであり、当該設
備に熟知、精通しているため、（株）日本サーモエナーと
随意契約することで役務の円滑化が図ることができ、会
計細則第52条第6号に該当。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

207

オーク設備工業（株）青森営業
所
青森県青森市問屋町２丁目１
９－２１

エネルギー棟蒸気制御弁
点検整備　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.9.1 1,554,000 随意契約 
専門性が高い機器の保守であり、当該業者が当該業務
を履行できる唯一の業者であることから、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

208
（株）南部医理科
宮城県仙台市青葉区上杉１－
３－２３

カルテ管理システム移設作
業一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.11.1 4,515,000 随意契約 当院における当該作業の技術を有しており、会計細則
第52条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地
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209
日本電気㈱千葉支社
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6

医事・会計、オーダリングシ
ステム診療科追加変更作
業

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.11.8 1,575,000 随意契約 
当該業務は当該業者によるシステムであり、プログラム
のに精通しており、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

210
日本電気㈱千葉支社
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6

医事・会計システム変更作
業

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.7.1 3,732,750 随意契約 
当該業務は当該業者によるシステムであり、プログラム
のに精通しており、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

211

三菱電機プラントエンジニアリ
ング（株）
横浜市西区みなとみらい２丁
目２番１号

コ・ジェネシステム２万時間
点検

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

19.1.31 13,650,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

212
（株）永田メディカル
富山県高岡市問屋町12

血管造影撮影装置保守業
務

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 1,877,400 随意契約 
当該業者は製造元から保守業務の委託先として指定さ
れている富山県内唯一の業者であるため、第52条第6
項に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

213
コニカミノルタメディカル㈱
静岡県浜松市中区下池川町
20-5

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ社製画像記録用ﾄﾞ
ﾗｲｲﾒｰｼﾞｬｰ装置
DRYPRO752　三式
PRINTLINKⅡ・Ⅲ　六式
保守契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,134,000 随意契約 
患者の診断に関わる重要な機器であり、精度・信頼度
からメーカー保守でないと重大な影響がある可能性も考
えられることから、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

214
（㈱）エルクコーポレーション
静岡県浜松市東区大瀬町27-
99

ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｯﾄﾞﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨ
【CR】・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨ
【DR】システム各一式　保
守契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 5,512,500 随意契約 
患者の診断に関わる重要な機器であり、精度・信頼度
からメーカー保守でないと重大な影響がある可能性も考
えられることから、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

215
㈱両備システムズ
大阪市淀川区宮原4丁目3-39

DPC調査に伴うデータ抽
出・様式作成作業

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.7.1 3,780,000 随意契約 
当該システムの構築元であり、保守に関しても技術知見
を有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則第
５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

216
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

DPC調査

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.7.1 11,025,000 随意契約 
医事課業務委託契約が左記相手方との契約で関連が
密接で、業務の円滑な履行を図ったため、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

217

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）
兵庫県神戸市中央区港島南町
5-5-2

ＳＰＥＣＴ装置２台移設作業

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.10.2 7,203,000 随意契約 
専門知識を要する器械の移設作業であり、当該業者が
当該業務を履行できる唯一の業者であることから、会計
細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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218
日本電気（株）
長崎県長崎市万才町７番１号

ＤＰＣ導入支援システム

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.8.30 6,231,750 随意契約 
メーカー独自の開発部分があり、専門技術を有し他社で
は対応ができないため。会計細則第５２条第６号に該当
するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

219
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

６東病棟看護補助業務

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,335,600 随意契約 
業務内容に適応する人材がいないので実績を優先（一
般競争は不利である。）会計細則５２条第6号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

220
ニッセイ情報テクノロジー㈱
東京都大田区鎌田五丁目37番
1号

DPCコードファインダー導入

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.7.24 5,906,250 随意契約 

当該業務は、DPCコードファインダーシステムの開発業
者でありかつ保守業務を行い当該システムに習熟して
いるニッセイ情報テクノロジー㈱以外はおこなうことがで
きないものであり、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

221
(株)両備システムズ
岡山県岡山市豊成2丁目7番16
号

医事健診システム保守

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 1,907,640 随意契約 開発業者である当該業者以外は行うことが出来ない。
会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

222

（株）フィリップスエレクトロニク
スジャパン
愛知県名古屋市中村区那古野
1-47-1名古屋国際センタービ
ル

フィリップス社製超音波診
断装置SONOS5500　一式
保守サポート契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

19.3.7 1,260,000 随意契約 期間限定のキャンペーンによる保守特別契約であり、会
計細則第52条第5号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

223
㈱東芝メディカルシテムズ
北九州市小倉北区紺屋町

高速ＣＴ保守点検業務委託
契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 2,441,250 随意契約 
当院設置機器が東芝製ＣＴのため、部品供給及び、機
器に精通する技術を有するため、会計細則５２条６号に
該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

224

富士通サポート＆サービス
（株）
宮城県仙台市青葉区一番町３
－３－５仙台青葉通ビル

新診療棟オーダリングネッ
トワーク構築作業一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.9.28 8,673,735 随意契約 当院における当該作業の技術を有しており、会計細則
第52条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

225

富士通サポート＆サービス
（株）
宮城県仙台市青葉区一番町３
－３－５仙台青葉通ビル

新診療棟オーダリング機器
富士通クライアント移動作
業一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.11.1 1,741,530 随意契約 当院における当該作業の技術を有しており、会計細則
第52条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

226

富士通サポート＆サービス
（株）
宮城県仙台市青葉区一番町３
－３－５仙台青葉通ビル

新診療棟新サーバ室機器
移動作業一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.11.1 1,428,000 随意契約 当院における当該作業の技術を有しており、会計細則
第52条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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227
新日本空調（株）
宮城県仙台市青葉区一番町３
－７－１

管理棟医療機器解体撤去
作業一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

19.1.31 1,965,285 随意契約 当院における当該作業の技術を有しており、会計細則
第52条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

228
丸木医科器械（株）
宮城県仙台市太白区西中田３
－２０－７

解剖室移設作業一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.11.1 3,790,500 随意契約 当院における当該作業の技術を有しており、会計細則
第52条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

229
（株）ディケイエイチ
東京都板橋区成増１－２７－２
大沢ビル３F

歩行分析室プレート３台設
置作業一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.11.1 2,447,760 随意契約 当院における当該作業の技術を有しており、会計細則
第52条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

230
（株）きんでん
宮城県仙台市青葉区立町２７
－２１

コンピューター室移設に伴
う配線工事一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.11.1 2,835,000 随意契約 当院における当該工事の技術を有しており、会計細則
第52条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

231
（株）イースピリット
東京都渋谷区神宮前６－２８
－５

ホームページリニューアル
制作一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,680,000 随意契約 当院のホームページ関連業務について習熟・精通して
おり、会計細則第52条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

232
（株）シバタインテック
宮城県仙台市若林区卸町２－
１１－３

高圧蒸気滅菌装置移設作
業一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.11.1 1,575,000 随意契約 当院における当該作業の技術を有するため会計細則第
52条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

233
㈱ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝﾒ
ﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
千葉県千葉市問屋町1-35

シネアンギオ装置デジタル
化アップグレード作業一式

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.10.2 6,825,000 随意契約 
専門性の高いシステムの改修であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

234
㈱テクマ東線
東京都足立区皿沼2-19-11

ＲＩ設備保安管理業務

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 1,023,750 随意契約 
古いシステムの保安管理での為、当該業務を履行でき
る唯一の業者であることから、会計細則第52条第6号に
該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

235
日本電気㈱千葉支社
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6

診療報酬改定モジュールイ
ンストール作業

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.11.7 1,890,000 随意契約 
当該業務は当該業者によるシステムであり、プログラム
のに精通しており、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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236
日本電気㈱千葉支社
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6

病院システムレセプト電算
化作業

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.11.1 16,800,000 随意契約 
当該業務は当該業者によるシステムであり、プログラム
のに精通しており、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

237
（株）ムトウ東京西支店
東京都世田谷区玉川台２－１
１－１７

自動尿測定装置保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 1,575,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該医療機器の
誤作動は患者様の安全を損なうこととなるため、管理
面、稼働面でサポートできることから、契約相手方とする
ことが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に該当
するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

238
丸文通商（株）富山支店
富山県富山市八日町247番地
41

リニアックシステム解体作
業

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

19.3.12 1,251,600 随意契約 
本装置の解体は特有の知識並びに技術を要するもの
で、開発元の北陸地区唯一の代理店であり、納入及び
設置を行った当該業者に限定されるため、会計細則第
52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

239
富士通㈱静岡支社
静岡県静岡市駿河区南町18番
1号　サウススポット静岡13階

富士通社製医事・会計及び
一次オーダリングシステム
保守契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 12,011,736 随意契約 当該システムの開発業者であり、技術・能力共に習熟し
ていることから会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

240
協和医科器械㈱
静岡県浜松市東区笹ヶ瀬町
400

バイエルメディカル社製全
自動pH/血液ガス・電解質
分析装置　M860　一式　保
守契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.11.24 1,008,625 随意契約 
患者の診断に関わる重要な機器であり、精度・信頼度
から代理店保守でないと重大な影響がある可能性も考
えられることから、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

241
㈱ケアコム
東京都千代田区九段北4-1-3
日本ビルディング九段別館5F

ケアコム社製看護支援シス
テム「ケアパル」保守点検
契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,791,090 随意契約 当該システムの開発業者であり技術・能力共に習熟し、
会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

242
バイエルメディカル㈱
愛知県名古屋市名東区本郷2-
218

バイエルメディカル社製総
合血液学検査装置
ADVIA120　一式　保守契
約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,155,000 随意契約 
患者の診断に関わる重要な機器であり、精度・信頼度
からメーカー保守でないと重大な影響がある可能性も考
えられることから、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

243

三菱電機プラントエンジニアリ
ング（株）
大阪府大阪市淀川区宮原5-1-
18

第２電気室無停電電源（Ｕ
ＰＳ）用バッテリー交換業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

19.2.6 9,975,000 随意契約 
専門知識を要する器械部品の交換であり、当該業者が
当該業務を履行できる唯一の業者であることから、会計
細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

244
㈱ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻ-ﾋﾞｽ
大阪府大阪市淀川区西宮原1-
7-38

文書管理ｼｽﾃﾑと香川労災
病院ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑとの接
続業務

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.27 1,128,750 随意契約 
専門性が高い当院ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑとの接続業務であ
り、当該業者が当該業務を履行できる唯一の業者であ
ることから会計細則第52条第6項に該当する為。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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245
㈱環境造園
福岡県北九州市小倉南区沼緑
町1-19-15

院内環境整備（除草、樹木
伐採、剪定）

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.10.11 1,115,100 随意契約 
６月に施行した内容と概ね仕様に変更がなく、また、平
日日中に行う作業であり、患者及び近隣住民への配慮
が必要な作業であるため、会計細則第５２条第６号に該
当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

246
㈱日総建
福岡県福岡市博多区博多駅前
1-7-22

増改築基本計画策定業務

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.7.28 5,145,000 随意契約 
当院の建築設計に熟知しており履行実績のある㈱日総
建九州事務所と契約を締結するほうが有利であり、会
計細則５２条６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

247
㈱ライトアップ
東京都渋谷区道玄坂1-18-3ﾌ
ｼﾞﾋﾞﾙ37 5F

健康管理部・管理部リ
ニューアル　ビジネスプログ
制作　一式

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

19.3.1 2,866,500 随意契約 
ホームページリニューアル２年計画の２年目。VPNの秘
密保持が条件であるため、会計細則第５２条第６号に該
当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

248
安田倉庫（株）
神奈川県横浜市神奈川区守谷
町３－９－３０

第６安田ビル３階事務所移
転費用

労働者健康福祉機構神
奈川産業保健推進セン
ター契約担当役　所長
石渡　弘一
神奈川県横浜市神奈川
区鶴屋町3－29－1　第6
安田ビル3F

18.11.1 1,700,000 随意契約 
事務所移転に係る契約であり、契約条件を満たす相手
方が当該業者以外にいないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

249
三鬼商事（株）横浜支店
神奈川県横浜市中区尾上町２
－２７

第６安田ビル３階事務所仲
介手数料

労働者健康福祉機構神
奈川産業保健推進セン
ター契約担当役　所長
石渡　弘一
神奈川県横浜市神奈川
区鶴屋町3－29－1　第6
安田ビル3F

18.10.16 1,036,156 随意契約 
事務所移転に係る契約であり、契約条件を満たす相手
方が当該業者以外にいないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

250
中鑑コンサルタンツ（株）
東京都中央区日本橋３丁目５
番１４号

労災保険会館の境界確定
及び実測面積測量業務一
式

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.11.10 1,000,000 随意契約 
当該業務は、測量業務であり、業務を適正に遂行する
技術、経験、組織力が必要であることから、会計細則第
５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

251
（財）日本不動産研究所
東京都千代田区永田町２丁目
１１番１号

労災保険会館不動産鑑定
評価料

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.10.31 3,488,100 随意契約 
当該業務は、土地建物の評価業務であり、業務を適正
に遂行する技術、経験、組織力が必要であることから、
会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

252
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田1-4-28

筋・骨格系疾患分野第２次
アンケートに対する登録シ
ステムの開発

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.12.1 3,570,000 随意契約 

当該業務は、当該筋・骨格系疾患分野第２次アンケート
に対する登録システムの導入業者であり、当該機器に
習熟しているＮＥＣﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱以外には行うこと
が出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に該当
するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

253
（株）中央不動産鑑定所
東京都中央区日本橋３丁目５
番１４号

岩手労災病院鑑定評価委
託業務

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.5.11 2,051,700 随意契約 
当該業務は、土地建物の評価業務であり、業務を適正
に遂行する技術、経験、組織力が必要であることから、
会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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254
（財）日本不動産研究所
東京都千代田区永田町２丁目
１１番１号

岩手労災病院鑑定評価委
託業務

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.5.11 2,422,350 随意契約 
当該業務は、土地建物の評価業務であり、業務を適正
に遂行する技術、経験、組織力が必要であることから、
会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

255
日本電気㈱
大阪市中央区城見1丁目4-24

ファイアウォール取替作業

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.11.17 1,837,500 随意契約 ウイルス感染にかかり早急な対処を要したため、会計細
則第５２条第１号に該当

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

256
㈱環境造園
福岡県北九州市小倉南区沼緑
町1-19-15

院内環境整備（除草、樹木
伐採、剪定）

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.6.16 1,100,000 随意契約 
台風時期に急遽起案された案件で、早急に対応しなけ
れば患者及び近隣住民に被害を及ぼす恐れがあったた
め、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

257
内外科学製品（株）
札幌市白石区東札幌4条1-2-
20

ボイラー及び圧力容器定期
整備

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.8.1 1,680,000 随意契約 
ボイラー設備の点検・整備を行っている業者で、当院の
設備、状況を熟知しているため、役務の円滑化が図れ
る。会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

258
シーメンス（株）札幌営業所
北海道札幌市北区北7条西1丁
目1-2

搬送設備保守

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 1,745,100 随意契約 
本設備の設計メーカーであり、当該施設に熟知、精通し
ているため役務の円滑化が図れる。会計細則第52条第
6号に該当。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

259

シーメンス旭メディテック（株）
北海道営業所
北海道札幌市東区北22条東17
丁目1-13

磁気共鳴断層撮影装置保
守

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 9,450,000 随意契約 
本設備の設計製造元であり、当該施設に熟知、精通し
ているため役務の円滑化が図れる。会計細則第52条第
6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

260

シーメンス旭メディテック（株）
北海道営業所
北海道札幌市東区北22条東17
丁目1-13

全身用Ｘ線コンピューター
断層撮影装置保守

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 16,800,000 随意契約 
本設備の設計製造元であり、当該施設に熟知、精通し
ているため役務の円滑化が図れる。会計細則第52条第
6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

261
ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）
東京都日野市旭が丘4-7-127

核医学診断装置保守料

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 4,483,500 随意契約 
本設備の設計製造元であり、当該施設に熟知、精通し
ているため役務の円滑化が図れる。会計細則第52条第
6号に該当。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

262
五建工業（株）
北海道札幌市白石区白石中央
2条2丁目

空調及び自動制御装置保
全定期点検

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 3,570,000 随意契約 
本設備の工事受注業者で、当該施設に熟知、精通して
いるため役務の円滑化が図れる。会計細則第52条第6
号に該当。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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263
（株）ムトウ岩見沢支店
北海道岩見沢市岡山町142番
地4

手術室モニタリングシステ
ム保守

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 11,734,800 随意契約 
本設備の設計メーカーであり、当該施設に熟知、精通し
ているため役務の円滑化が図れる。会計細則第52条第
6号に該当。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

264
（株）ムトウ岩見沢支店
北海道岩見沢市岡山町142番
地4

全身麻酔器保守

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 2,486,400 随意契約 
本設備の設計メーカーであり、当該施設に熟知、精通し
ているため役務の円滑化が図れる。会計細則第52条第
6号に該当。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

265
（株）美唄未来開発センター
北海道美唄市茶志内町3区美
唄ハイテクセンターﾋﾞﾙ

医療用直線加速器装置保
守

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 5,722,500 随意契約 
本設備の設計製造元であり、当該施設に熟知、精通し
ているため役務の円滑化が図れる。会計細則第52条第
6号に該当。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

266
（株）中村鐵工所
東京都江東区亀戸1丁目43-1

高気圧酸素治療装置点検
整備

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 3,969,000 随意契約 
本設備の設計製造元であり、当該施設に熟知、精通し
ているため役務の円滑化が図れる。会計細則第52条第
6号に該当。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

267

（株）Ｓ＆Ｓエンジニアリング札
幌営業所
北海道札幌市北区北7条西1丁
目1-2

搬送設備保守

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.10.1 1,745,100 随意契約 
本設備の設計メーカーであるシーメンス（株）から業務継
承した業者であるため役務の円滑化が図れる。会計細
則第52条第6号に該当。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

268
㈱シーメンス旭メディテック
福岡市博多区山王

ＭＲＩ保守点検業務委託契
約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 9,660,000 随意契約 
当院設置機器がシーメンス社製ＭＲＩのため、部品供給
及び、機器に精通する技術を有するため、会計細則５２
条６号に該当する。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

269
㈱朝日工業社
福岡市中央区警固

空調設備保守点検業務委
託契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 4,725,000 随意契約 当院建設当時よりの取扱業者で院内空調を熟知してい
るため、会計細則５２条６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

270
（財）九州電気保安協会
北九州市門司区原町別院

電気保安管理業務委託契
約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 1,019,340 随意契約 
本業務は、電気保安、調査等に高度な技術を有する人
材を確保出来る業者が行う必要があり、（財）九州電気
保安協会はこれに該当するものであり、他には該当する
業者がなく、会計細則５２条の６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

271

（社）岩手県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会
岩手県盛岡市中野１丁目２０
番３３号

岩手労災病院の建物表題
登記委託業務

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.6.12 1,444,175 随意契約 
当該業務は、登記委託業務であり、業務を適正に遂行
する技術、経験、組織力が必要であることから、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

272
富士通㈱
北海道釧路市末広町１３丁目
１－４

ＤＰＣ導入調査対応費用

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.9.1 4,200,000 随意契約 機械器具修繕のため、購入業者以外に不可。会計細則
第52条第2号に該当。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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273
ジーイー横河メディカルシステ
ム㈱
茨城県土浦市小松1-3-33

乳房用Ｘ線撮影装置移設
作業

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.11.10 1,286,250 随意契約 
乳房撮影装置の移設及び調整業務であり、専門の技術
を要するため、契約を締結できるのは製造元である当
該業者以外いないことから会計細則第５２条第６号に該
当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

274
㈱石本建築事務所
東京都千代田区九段南4-6-12

建物等施設の維持保全に
関する修繕計画等支援業
務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 1,050,000 随意契約 
当院の建物等施設の維持保全に関する支援業務であ
り、当院を設計した当該業者でなければ出来ないことか
ら会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

275
仙台銀行
宮城県仙台市青葉区台原２－
１－１５

会計窓口業務委託

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,120,000 随意契約 
確実性、信用性及び専門的知識を必要とする業務にお
いて、それらを満たす人材を提供できるのが、当該業者
のみであり、会計細則第52条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

276
（有）マイルド
川崎市中原区木月２－１０－３
ベンチャーマックス２Ｆ－２０７

ハウスキーパーマネジメン
ト

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,548,600 随意契約 
院内清掃の実施状況確認や廃棄物管理等の補助業務
であり、専門知識が必要な上職務上の守秘義務が求め
られる。そのため経験・実績・信頼性を必要とすることか
ら会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

277
㈱　ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

オーダリングデータ移行業
務

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.8.19 3,317,391 随意契約 
当院医事業務に熟知している必要があり、当該業者以
外に出来ないため、会計細則第52条第6号に該当する
ため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

278
（株）システム環境研究所
大阪府吹田市豊津町３１－２７

臨床検査科運営改善支援
業務

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 1,890,000 随意契約 
平成１６年度より当該業務の履行業者であるため、当院
において、ＦＭＳ、ブランチ化を進めており、来年度にお
いても臨床検査科運営改善の過程であるため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

279
㈱全日本警備保障
大阪府松原市高見の里3-15-2

警備業務（夜間）

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 5,418,000 随意契約 警備業務という特殊性より院内に精通している必要があ
る。会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

280
（株）クリーンサワ
和歌山県和歌山市宇須1-1-33

看護衣他洗濯消毒業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 16,327,761 随意契約 
当該業務は当院独自の運用熟慮し、かつ感染対策が
整った信頼のおける業者でなければならないため、会計
細則第５２条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

281
あおぞら（株）
和歌山県和歌山市鳴神1035-1

夜間・休日ボイラー業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 6,502,608 随意契約 
複雑化している当院固有の設備を把握していなければ
ならず、年度毎の入札に付する業務ではないため、会
計細則第５２条第６号に該当するため

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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282
㈱にしけい
福岡県福岡市博多区店屋町5-
10

取引銀行との集配金業務

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 1,795,500 随意契約 

当該業務は、当院と福岡銀行の間を集配金する業務で
あり、当院及び福岡銀行、集配金業者の３者契約となっ
ている。銀行においては集配金業務にあたる業者が限
定されており、㈱にしけいは福岡銀行との提携により集
配金業務を行っているため、会計細則第５２条１３号に
該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

283
(株)ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地

看護補助業務委託

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 9,303,257 随意契約 
専門資格及び病院での経験を必要とし、また、職務上、
個人情報の守秘義務が求められる業務であることか
ら、実績のある当該業者を 適と考え随意契約とした。
会計細則第52条第6号に該当。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

284
栄和建物管理（株）
東京都港区南青山1-1-1

事務所清掃業務委託

労働者健康福祉機構東
京産業保健推進センター
契約担当役　所長　鈴木
聰男
東京都千代田区三番町
6-14日本生命三番町ビ
ル3Ｆ

18.4.1 1,136,268 随意契約 
事務所の清掃業務委託契約で事務所の指定する業者
と契約する必要があり、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

285 （株）エクスアンティ
患者満足度調査における
結果データ統合

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.10.27 2,354,936 随意契約 
外部に委託し３カ年に渡り継続する調査の 終年度に
係る調査結果の統合作業であり、調査依頼元の指定業
者である当該業者しか請け負うことができない業務であ
り、会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

286
スズキ（株）
静岡県浜松市南区高塚町300

スズキ㈱産業医出向【臨床
研修】業務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.12.1 3,671,440 随意契約 
医師不足解消のため、臨床研修を兼ねてでも人員を確
保する必要があり会計細則第52条第13号に該当するた
め。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

287
浜松シルバー人材センター
静岡県浜松市中区栄町128

医事課ポーター業務

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,825,123 随意契約 経験及び信用と実績があり、軽作業に相応しい低価格
であることから会計細則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

288
国立大学法人千葉大学
千葉県千葉市稲毛区弥生町1-
33

病理解剖組織診断検査・臨
床病理カンファレンス委託

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 3,293,759 随意契約 近隣で病理解剖医療機関が他に無いことから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

289
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

中央材料室補助

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,474,640 随意契約 
業務内容に適応する人材がいないので実績を優先（一
般競争は不利である。）会計細則５２条第１３号に該当
すｒｙため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

290
日清医療食品（株）北海道支店
北海道札幌市北区北７条西１
丁目

学生給食業務

労働者健康福祉機構釧
路労災看護専門学校契
約担当役　校長　小柳
知彦
北海道釧路市中園町13-
38

18.4.1 7,821,625 随意契約 病院と同業者の方が安く契約できる為 その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

291 日比谷・川本ＪＶ

東北労災病院本館７回機
械設備（空調）工事
宮城県仙台市青葉区台原
４－３－２１
平成19年1月18日～平成19
年12月20日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

19.1.17 108,150,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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292 ﾄｰｴﾈｯｸ・弘電ＪＶ

関東労災病院本館７回電
気設備（電力）工事
神奈川県川崎市中原区木
月住吉町
平成18年９月１５日～平成
２０年３月１５日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.9.14 203,070,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

293 東光・朝日ＪＶ

東北労災病院本館７回電
気設備（電力）工事
宮城県仙台市青葉区台原
４－３－２１
平成1９年１月１８日～平成
１９年１２月２０日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

19.1.17 43,575,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

294 大成温・共栄ＪＶ

関東労災病院本館７回機
械設備（衛生）工事
神奈川県川崎市中原区木
月住吉町
平成18年９月20日～平成
20年３月１５日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.9.19 205,800,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

295 大成・三井住友・岩田ＪＶ

関東労災病院本館１２回建
築工事
神奈川県川崎市中原区木
月住吉町
平成18年８月２６日～平成
１９年５月３１日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.8.25 498,960,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

296 大成・三井住友・岩田ＪＶ

関東労災病院本館１３回建
築工事
神奈川県川崎市中原区木
月住吉町
平成18年１０月３１日～平
成２０年３月１５日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.10.30 1,013,250,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

297 大氣・菱機ＪＶ

関東労災病院本館７回機
械設備（空調）工事
神奈川県川崎市中原区木
月住吉町
平成18年９月20日～平成１
９年７月３１日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.9.19 378,210,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

298 住友・川瀬ＪＶ

関東労災病院本館７回電
気設備（通信）工事
神奈川県川崎市中原区木
月住吉町
平成18年９月20日～平成
20年３月１５日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.9.19 57,498,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

299 新日空・エルゴ

東北労災病院本館７回機
械設備（衛生）工事
宮城県仙台市青葉区台原
４－３－２１
平成1９年１月２５日～平成
１９年１２月２０日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

19.1.24 50,400,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

300 清水・東洋・岐建ＪＶ

中部労災病院本館７回建
築工事
愛知県名古屋市港区港明
１－１０－６
平成18年９月４日～平成20
年３月１５日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.9.1 1,969,800,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

33/278



件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

301 サンテック・沖ＪＶ

中部労災病院本館電気設
備（通信）工事
愛知県名古屋市港区港明
１－１０－６
平成18年９月１日～平成20
年３月１５日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.8.31 85,785,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

302 三機・朝日ＪＶ

中部労災病院本館７回機
械設備（衛生）工事
愛知県名古屋市港区港明
１－１０－６
平成18年９月５日～平成20
年３月１５日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.9.4 134,400,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

303 三機・朝日ＪＶ

中部労災病院本館６回機
械設備（空調）工事
愛知県名古屋市港区港明
１－１０－６
平成18年９月４日～平成20
年３月１５日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.9.1 292,950,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

304 川北・三和ＪＶ

中部労災病院本館６回電
気設備（電力）工事
愛知県名古屋市港区港明
１－１０－６
平成18年９月５日～平成20
年３月１５日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.9.4 153,405,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

305 （株）きんでん

東北労災病院本館７回電
気設備（通信）工事
宮城県仙台市青葉区台原
４－３－２１
平成1９年１月１９日～平成
１９年１２月２０日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

19.1.18 25,725,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

306 淺沼・五洋・植木ＪＶ

東北労災病院本館９回建
築工事
宮城県仙台市青葉区台原
４－３－２１
平成１９年１月２４日～平成
１９年１２月２０日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

19.1.23 251,790,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

307
（株）横河建築設計事務所
東京都目黒区下目黒2-20-28

校舎、学生寮改修工事に
伴う設計業務委託
平成18年６月１日～平成１8
年６月３０日

労働者健康福祉機構千
葉労災看護専門学校契
約担当役　校長　深尾
立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.6.1 1,387,000 随意契約 
既存の建物の設計業者であり、当該業者以外に設計内
容・意図を熟知している業者がいないため、会計細則第
５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

308 ㈱佐藤総合計画

平成１８年度関東労災病院
増改築工事監理料
神奈川県川崎市中原区木
月住吉町
平成１８年４月１日～平成１
９年３月３１日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

19.4.1 15,888,495 随意契約 当該業者が実施設計した工事の監理業務であり、会計
細則第５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

309 ㈱梓設計

平成１８年度東北労災病院
増改築工監理料
宮城県仙台市青葉区台原
４－３－２１
平成１８年４月１日～平成１
９年３月３１日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

19.4.1 9,810,570 随意契約 当該業者が実施設計した工事の監理業務であり、会計
細則第５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの
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310 （株）日建設計

平成１８年度中部労災病院
増改築工事監理料
愛知県名古屋市港区港明
１－１０－６
平成１８年４月１日～平成１
９年３月３１日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

19.4.1 10,816,680 随意契約 当該業者が実施設計した工事の監理業務であり、会計
細則第５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

311 （株）日建設計

九州労災病院増改築工事
実施設計業務
平成18年9月23日～平成19
年3月30日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.9.22 112,875,000 随意契約 
当該増改築工事の基本設計に引き続く実施設計業務で
あり、当該業者以外に設計内容・意図を熟知している業
者がいないため、会計細則第５２条第２号に該当するた
め。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

312 大阪航空局長

九州労災病院移転用地購
入
平成1８年１１月３１日～平
成１９年３月３１日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.11.13 872,000,000 随意契約 病院移転に係る敷地の購入であり、相手先が一に限ら
れるため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

313 ㈱日建設計

中部労災病院増改築工事
実施設計変更業務
愛知県名古屋市港区港明
１－１０－６
平成18年10月3日～平成18
年10月16日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.10.2 2,467,500 随意契約 
現に履行中の工事の設計業務の追加業務であり、当該
業者以外に設計内容・意図を熟知している業者がいな
いため、会計細則第５２条第２号に該当するため。

その他
20年度以降、当該事務・事業の委託等を
行わないもの

314
（株）フレット黒部支店
富山県黒部市堀切223番地

薬品費
クームスコントロール他245
件

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 15,246,381 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

315
（株）スズケン富山支店
富山県富山市黒崎451番地の1

薬品費
ヘマステイックス他35件

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 11,272,636 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

316
㈱サンキ
鳥取県米子市旗ヶ崎２３３０

薬品費
ＩＮＦ他３４３件

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 141,775,879 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

317
㈱オムエル米子支店
鳥取県米子市両三柳２９００－
７

薬品費
カネボウ人参養栄湯他２６
７件

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 66,411,010 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

318
㈱エバルス
鳥取県米子市流通町１５８－１
５

薬品費
ＧＲＦ他６８８件

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 389,574,511 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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319
常磐薬品㈱
鳥取県米子市両三柳２３７１－
８

薬品費
茵ちん蒿湯他１２７件

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 20,836,035 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

320
成和産業㈱
鳥取県米子市上福原１３１５－
５

薬品費
葛根湯他１７４件

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 147,483,870 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

321
㈱幸燿
香川県高松市田村町948番地

薬品費
平成18年度上半期　ﾃﾞﾀﾐﾅ
-HDL標準血漿他44品目購
入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 3,447,402 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

322
㈱幸燿
香川県高松市田村町948番地

薬品費
平成18年度下半期　ﾃﾞﾀﾐﾅ
-HDL標準血漿他44品目購
入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 3,111,660             随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

323
㈱ｱｽﾃｨｽ善通寺支店
香川県善通寺市原田町1050

薬品費
平成18年度上半期　ｱﾃﾞﾉ
ﾁｪｯｸ他286品目

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 13,828,800 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

324
㈱ｱｽﾃｨｽ善通寺支店
香川県善通寺市原田町1050

薬品費
平成18年度下半期　ｱﾃﾞﾉ
ﾁｪｯｸ他294品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 16,060,076           随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

325
日本電子㈱大阪支店
大阪府大阪市淀川区西中島5-
14-5

薬品費
平成18年度上半期　CA-
19021他13品目

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 6,090,705 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

326
日本電子㈱大阪支店
大阪府大阪市淀川区西中島5-
14-5

薬品費
平成18年度下半期　CA-
19021他13品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 6,090,705             随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

327
四国医療器㈱
香川県高松市錦町1-11-11

薬品費
平成18年度上半期
GA1140用標準液ｾｯﾄ他117
品目購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 6,849,531 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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328
四国医療器㈱
香川県高松市錦町1-11-11

薬品費
平成18年度下半期
GA1140用標準液ｾｯﾄ他115
品目購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 8,363,058             随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

329
四国ｱﾙﾌﾚｯｻ㈱
香川県高松市国分寺町福家
1987

薬品費
平成18年度上半期　NH3標
準液他76品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 20,379,929 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

330
四国ｱﾙﾌﾚｯｻ㈱
香川県高松市国分寺町福家
1987

薬品費
平成18年度下半期　NH3標
準液他82品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 22,982,748           随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

331
四国八洲薬品㈱高松営業所
香川県香川郡香川町大字大野
649-1

薬品費
平成18年度上半期　BTB寒
天培地他175品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 4,661,775 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

332
四国八洲薬品㈱高松営業所
香川県香川郡香川町大字大野
649-1

薬品費
平成18年度下半期　BTB寒
天培地他182品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 4,205,168             随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

333
ｲｰﾃｯｸ㈱高松営業所
香川県高松市郷東町587-178

薬品費
平成18年度上半期　Lｃ緩
衝液04他2品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 3,836,720 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

334
ｲｰﾃｯｸ㈱高松営業所
香川県高松市郷東町587-178

薬品費
平成18年度下半期　Lｃ緩
衝液04他2品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 3,161,270             随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

335
㈱スズケン
横浜営業所　神奈川県横浜市
神奈川区三枚町54-2

薬品費
ルミパルスⅡ　ＨＣＶ　免疫
反応カートリッジ　８４回　１
箱他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 23,943,150 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

336
富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱
神奈川県横浜市港北区新横浜
2丁目8番11号

薬品費
バリテスターＡ２４０散　１．
２ｋｇ　１２本入　１箱他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 2,094,835 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

37/278



件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

337
全国ワクチン㈱
東京都新宿区大久保2丁目9番
12号

薬品費
Ａ型肝炎ワクチン　０．５ｍｌ
１本他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 7,629,964 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

338
アルフレッサ㈱
神奈川第一支店　神奈川県横
浜市金沢区幸浦2丁目1番地14

薬品費
ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　インスリン
１００回　１箱他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 17,131,336 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

339
千秋薬品（株）八戸支店
青森県八戸市石堂１丁目２０
－２３

薬品費
オノンカプセル１１２．５ｍｇ
他　２８７件

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 142,288,580 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

340
（株）バイタルネット八戸支店
青森県八戸市長苗代字化石２
４－１

薬品費
エポジン注シリンジ３０００
他　１件

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 55,320,384 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

341
（株）恒和薬品八戸営業所
青森県八戸市卸センター１丁
目１４－１３

薬品費
ベイスン錠（０．３）他　２５０
件

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 84,864,211 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

342
（株）ショウエー八戸営業所
青森県八戸市諏訪３丁目３－
１７

薬品費
オメプラール注射用他　４４
６件

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 187,804,627 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

343
（株）アスカム八戸営業所
青森県八戸市卸センター１丁
目１１－１５

薬品費
ディオパン錠４０他　５４９件

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 206,193,430 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

344
明祥（株）魚津支店
富山県魚津市上村木668番地1

薬品費
サメタゾン錠他397件

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 100,659,931 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

345
（株）マルタケ
新潟県新潟市流通センター4丁
目6番地2

薬品費
ランタス注カート300他246
件

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 42,898,930 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

346
（株）フレット黒部支店
富山県黒部市堀切223番地

薬品費
シンラック錠他230件

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 61,816,169 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

347
（株）スズケン富山支店
富山県富山市黒崎451番地の1

薬品費
ポラキス錠他300件

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 91,662,772 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

348
（株）井上誠昌堂魚津店
富山県魚津市江口445-2

薬品費
エレメンミック注キット他228
件

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 59,130,681 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

349
㈱サンキ
鳥取県米子市旗ヶ崎２３３０

薬品費
エラスポール他３８件

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 179,675,869 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

350
㈱オムエル米子支店
鳥取県米子市両三柳２９００－
７

薬品費
カルベニン他９件

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 48,975,891 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

351
㈱エバルス
鳥取県米子市流通町１５８－１
５

薬品費
スミフェロン他３４件

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 134,975,180 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

352
常磐薬品㈱
鳥取県米子市両三柳２３７１－
８

薬品費
カタクロット他２件

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 11,803,224 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

353
成和産業㈱
鳥取県米子市上福原１３１５－
５

薬品費
グラン他１２件

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 48,956,458 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

354
㈱ヤクシン
福岡県北九州市門司区社ノ木
1-16-6

薬品費
アボビスカプセル５０ｍｇ他
６０件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 22,827,546 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量
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記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

355
㈱スズケン
福岡県北九州市小倉南区下城
野3-1-5

薬品費
アーガメイトゼリー２０％他
９９件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 35,202,547 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

356
鶴原吉井㈱
福岡県北九州市小倉北区大手
町7-34

薬品費
アナフラニール錠１０ｍｇ他
８６件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 43,360,090 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

357
㈱アステム
熊本県熊本市八王寺町33番57
号

薬品費
リュープリンキット３．７５㎎

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 13,423,410 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

358
四国医療器㈱
香川県高松市錦町1-11-11

診療材料
平成18年度下半期　ｶﾝｶﾞ
ﾙｰﾎﾞﾀﾝ他23品目購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 2,113,266             随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

359
㈱ｼｰﾒｯｸ
香川県高松市香川町浅野332
番地

診療材料
平成18年度下半期　ﾄﾗﾝﾊﾞ
ｽﾅﾋﾞﾊﾞﾙｰﾝ他2247品目購
入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 53,311,905           随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

360
（株）日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町２丁目
６－２

診療材料
眼内レンズＨＯＹＡ　ＡＦ－１
ＵＶ（ＶＡ－６０Ｂ
Ｂ）他　４２２４件

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 608,029,081 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

361
小西医療器㈱ＳＰＤセンター
島根県松江市平成町１８２－３
２

医療用材料の購入

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 807,499,212 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

362
㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ
香川県高松市国分寺町新名
59-3

診療材料
平成18年度上半期　ｼｰｽｲ
ﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ他11品目購
入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 18,766,167 随意契約 
ペースメーカーの購入であり患者の状態に合わせて形
式が決まることから一般競争入札に付する時間の猶予
が無く会計細則第５２条第１号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

363
㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ
香川県高松市国分寺町新名
59-3

診療材料
平成18年度下半期　ｼｰｽｲ
ﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ他8品目購
入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.26 15,806,590 随意契約 
ペースメーカーの購入であり患者の状態に合わせて形
式が決まることから一般競争入札に付する時間の猶予
が無く会計細則第５２条第１号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
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随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

364
東邦アセチレン㈱
北海道札幌市清田区美しが丘
3条9丁目1番25号

診療材料
液体酸素他1件

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 21,039,641 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

365
富木医療器（株）
石川県金沢市問屋町2丁目46
番地

診療材料
サイデックスプラス28他1件

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 3,000,375 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

366
（株）スズケン富山支店
富山県富山市黒崎451番地の1

診療材料
グルテストエースR他2件

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 2,036,918 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

367
㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ
香川県高松市国分寺町新名
59-3

診療材料
平成18年度上半期　ﾎﾛｰﾌｧ
ｲﾊﾞｰﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ他12品目
購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 2,087,820 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

368
㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ
香川県高松市国分寺町新名
59-3

診療材料
平成18年度上半期　ﾚﾃｨﾅ
他46品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,912,752 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

369
㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ
香川県高松市国分寺町新名
59-3

診療材料
平成18年度下半期　ﾚﾃｨﾅ
他44品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 2,009,975             随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

370
㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ
香川県高松市国分寺町新名
59-3

診療材料
平成18年度上半期　ﾌﾟﾛﾘｰ
ﾝ他115品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 7,958,902 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

371
㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ
香川県高松市国分寺町新名
59-3

診療材料
平成18年度下半期　ﾌﾟﾛﾘｰ
ﾝ他111品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.26 8,567,278 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

372
㈱ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝﾒ
ﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ高松支店
香川県高松市中新町2-9

診療材料
平成18年度上半期　ESWL
用電極1品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 6,536,250 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
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区分 備考

373
㈱ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝﾒ
ﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ高松支店
香川県高松市中新町2-9

診療材料
平成18年度下半期　ESWL
用電極1品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 6,536,250             随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

374
㈱ｼｰﾒｯｸ
香川県高松市香川町浅野332
番地

診療材料
平成18年度上半期　ﾄﾗﾝﾊﾞ
ｽﾅﾋﾞﾊﾞﾙｰﾝ
他2105品目購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 58,414,044 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

375
㈱ｼｰﾒｯｸ
香川県高松市香川町浅野332
番地

診療材料
平成18年度上半期　ﾌｪﾓﾗﾙ
ﾍｯﾄﾞ他514品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 12,749,974 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

376
㈱ｼｰﾒｯｸ
香川県高松市香川町浅野332
番地

診療材料
平成18年度下半期　ﾌｪﾓﾗﾙ
ﾍｯﾄﾞ他546品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 12,152,463           随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

377
㈱ｼｰﾒｯｸ
香川県高松市香川町浅野332
番地

診療材料
平成18年度上半期　ﾆｭｰﾛ
ﾌﾟﾚｰﾄ他54品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 2,466,025 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

378
㈱ｼｰﾒｯｸ
香川県高松市香川町浅野332
番地

診療材料
平成18年度下半期　ﾆｭｰﾛ
ﾌﾟﾚｰﾄ他32品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 2,705,587             随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

379
㈱ｼｰﾒｯｸ
香川県高松市香川町浅野332
番地

診療材料
平成18年度上半期　IRｶﾃｰ
ﾃﾙ他1102品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 34,790,638 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

380
㈱ｼｰﾒｯｸ
香川県高松市香川町浅野332
番地

診療材料
平成18年度下半期　IRｶﾃｰ
ﾃﾙ他1135品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 33,653,144           随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

381
㈱ｷﾀﾑﾗﾒﾃﾞｨｶﾙ丸亀営業所
香川県高松市国分寺町新名
471-3

診療材料
平成18年度上半期　画像
記録用ﾌｨﾙﾑ半切他7品目
購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 15,153,961 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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382
㈱ｷﾀﾑﾗﾒﾃﾞｨｶﾙ丸亀営業所
香川県高松市国分寺町新名
471-3

診療材料
平成18年度下半期　画像
記録用ﾌｨﾙﾑ半切他8品目
購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.26 14,427,772           随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

383
㈱ｶﾜﾆｼ高松支店
香川県高松市西ハゼ町276-1

診療材料
平成18年度上半期　ｾﾝｻｰ
眼内ﾚﾝｽﾞ他3品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 2,024,000 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

384
㈱ｶﾜﾆｼ高松支店
香川県高松市西ハゼ町276-1

診療材料
平成18年度下半期　ｾﾝｻｰ
眼内ﾚﾝｽﾞ他6品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 2,996,000             随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

385
㈱ｶﾜﾆｼ高松支店
香川県高松市西ハゼ町276-1

診療材料
平成18年度上半期　ｵｽﾃｵ
ﾎﾞﾝﾄﾞ他49品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 10,959,311 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

386
㈱ｶﾜﾆｼ高松支店
香川県高松市西ハゼ町276-1

診療材料
平成18年度下半期　ｵｽﾃｵ
ﾎﾞﾝﾄﾞ他53品目
購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 6,179,439             随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

387
四国医療器㈱
香川県高松市錦町1-11-11

診療材料
平成18年度上半期　ｲﾑｿｰ
ﾊﾞ他53品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 8,046,885 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

388
四国医療器㈱
香川県高松市錦町1-11-11

診療材料
平成18年度下半期　ｲﾑｿｰ
ﾊﾞ他49品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 5,101,341             随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

389
四国医療器㈱
香川県高松市錦町1-11-11

診療材料
平成18年度上半期　ﾏﾙﾁ
ﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ他113品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 19,640,025 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

390
四国医療器㈱
香川県高松市錦町1-11-11

診療材料
平成18年度下半期　ﾏﾙﾁ
ﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ他48品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 19,749,345           随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

43/278



件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

391
四国医療器㈱
香川県高松市錦町1-11-11

診療材料
平成18年度上半期　T型ﾌﾟ
ﾚｰﾄ他758品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 39,307,107 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

392
四国医療器㈱
香川県高松市錦町1-11-11

診療材料
平成18年度下半期　T型ﾌﾟ
ﾚｰﾄ他1389品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 35,998,284           随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

393
四国医療器㈱
香川県高松市錦町1-11-11

診療材料
平成18年度上半期　ｱﾙｺﾞ
ｷｯﾄ他733品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 32,683,894 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

394
四国医療器㈱
香川県高松市錦町1-11-11

診療材料
平成18年度下半期　ｱﾙｺﾞ
ｷｯﾄ他588品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 61,239,571           随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

395
四国ｱﾙﾌﾚｯｻ㈱
香川県高松市国分寺町福家
1987

診療材料
平成18年度上半期　ｲﾘｹﾞｰ
ｼｮﾝYｾｯﾄ他11品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 4,435,566 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

396
四国ｱﾙﾌﾚｯｻ㈱
香川県高松市国分寺町福家
1987

診療材料
平成18年度下半期　ｲﾘｹﾞｰ
ｼｮﾝYｾｯﾄ他11品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 6,363,491             随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

397
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱高松営業所
香川県高松市多肥下町1215

診療材料
平成18年度上半期　画像
記録用ﾌｨﾙﾑ半切
他10品目購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 11,271,690 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

398
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱高松営業所
香川県高松市多肥下町1215

診療材料
平成18年度下半期　直接
用ﾌｨﾙﾑ半切他11
品目購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.26 11,297,507           随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

399
大田衛材
香川県高松市塩上町2-6-6

診療材料
平成18年度上半期　ｱﾃｰﾙ
他41品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 3,462,247 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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400
大田衛材
香川県高松市塩上町2-6-6

診療材料
平成18年度下半期　ｱﾃｰﾙ
他37品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.29 3,766,360             随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

401
㈱スズケン
横浜営業所　神奈川県横浜市
神奈川区三枚町54-2

診療材料
ディスオーパ消毒液　０．５
５％　３．８㍑　１
本他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 2,585,520 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

402
富士フィルムメディカル㈱
茨城県土浦市

診療材料
UR-1他４件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 2,591,100 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

403
（株）日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町２丁目
６－２

医療消耗備品
マイクロ剪刀ＭＳ１３１１８他
３２１０件

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 146,250,402 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

404
小西医療器㈱ＳＰＤセンター
島根県松江市平成町１８２－３
２

医療消耗品の購入

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 177,112,274 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

405
サカヰ産業（株）滑川営業所
富山県滑川市柳原1932

医療消耗備品
液体ヘリウム他6件

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 2,979,028 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

406
㈲ウエダ医科器械店
香川県高松市東山崎町545-9

医療消耗備品
平成18年度上半期　指のう
他90品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,942,511 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

407
㈲ウエダ医科器械店
香川県高松市東山崎町545-9

医療消耗備品
平成18年度下半期　指のう
他171品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.27 2,394,010             随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

408
㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ
香川県高松市国分寺町新名
59-3

医療消耗備品
平成18年度下半期　ﾋﾞﾄﾛｰ
ﾄﾞ他513品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 15,830,563 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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409
㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ
香川県高松市国分寺町新名
59-3

医療消耗備品
平成18年度下半期　ﾋﾞﾄﾛｰ
ﾄﾞ他664品目

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.27 13,896,948           随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

410
㈱ｼｰﾒｯｸ
香川県高松市香川町浅野332
番地

医療消耗備品
平成18年度上半期　ﾌｪｲｽﾏ
ｽｸ他486品目購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 27,402,801 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

411
㈱ｼｰﾒｯｸ
香川県高松市香川町浅野332
番地

医療消耗備品
平成18年度下半期　ｻｸｼｮﾝ
ﾁｭｰﾌﾞ他523品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.27 33,409,253           随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

412
㈱幸燿
香川県高松市田村町948番地

医療消耗備品
平成18年度上半期　注射
針他52品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 7,177,585 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

413
㈱幸燿
香川県高松市田村町948番地

医療消耗備品
平成18年度下半期　ｱﾑﾃｯ
ｸ他55品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.27 6,598,676             随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

414
㈱ｶﾜﾆｼ高松支店
香川県高松市西ハゼ町276-1

医療消耗備品
平成18年度上半期　ｲﾝｼﾞ
ｹｰﾀｰｱﾛｰ他273品
目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 3,683,874 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

415
㈱ｶﾜﾆｼ高松支店
香川県高松市西ハゼ町276-1

医療消耗備品
平成18年度下半期　ｲﾝｼﾞ
ｹｰﾀｰｱﾛｰ他171品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.27 5,344,637             随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

416
㈱ｱｽﾃｨｽ善通寺支店
香川県善通寺市原田町1050

医療消耗備品
平成18年度上半期　ｽｷﾅ
他85品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 4,432,599 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

417
㈱ｱｽﾃｨｽ善通寺支店
香川県善通寺市原田町1050

医療消耗備品
平成18年度下半期　ｽｷﾅ
他83品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.27 4,356,107             随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地
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契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

418
四国医療器㈱
香川県高松市錦町1-11-11

医療消耗備品
平成18年度上半期　ﾏｲｸﾛ
ﾎﾟｱ他852品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 52,186,091 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

419
四国医療器㈱
香川県高松市錦町1-11-11

医療消耗備品
平成18年度下半期　ﾏｲｸﾛ
ﾎﾟｱ他745品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.27 63,627,036           随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

420
四国ｱﾙﾌﾚｯｻ㈱
香川県高松市国分寺町福家
1987

医療消耗備品
平成18年度上半期　ｾﾗﾋﾟｯ
ﾂA他50品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 2,498,763 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

421
四国ｱﾙﾌﾚｯｻ㈱
香川県高松市国分寺町福家
1987

医療消耗備品
平成18年度下半期　ｾﾗﾋﾟｯ
ﾂA他52品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.27 2,158,017             随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

422
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱高松営業所
香川県高松市多肥下町1215

医療消耗備品
平成18年度上半期　間接
用ﾌｨﾙﾑ半切他13
品目購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,632,618 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

423
㈱スズケン
横浜営業所　神奈川県横浜市
神奈川区三枚町54-2

医療消耗備品
エタコット（詰替）　１００枚×
４８入　１箱他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 2,874,879 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

424
アルフレッサ㈱
神奈川第一支店　神奈川県横
浜市金沢区幸浦2丁目1番地14

医療消耗備品
ｴｸｽﾃﾙ ﾍﾓ・ｵｰﾄ採便器Ⅱ
２５０入　１箱他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 3,646,799 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

425
丸善（株）
宮城県仙台市青葉区国分町１
－５－２６

消耗器材
ファイル他事務用品

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 3,221,894 随意契約 
少額な書籍を必要の都度購入する契約であり、コスト縮
減等の観点から分割して購入することが不利であるた
め、会計細則第５２条第４項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

426
関㈱坂出支店
香川県坂出市沖の浜30-92

消耗器材
平成18年度下半期ﾄｲﾚｯﾄ
ﾍﾟｰﾊﾟｰ他54品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.26 2,548,287             随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

427
（有）きたの
北海道美唄市大通西1条北1丁
目1-27

消耗器材
フラットファイル他61件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 1,745,173 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

428
（有）きたの
北海道美唄市大通西1条北1丁
目1-27

消耗器材
フラットファイル他61件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 1,745,173 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

429
丸善（株）
北海道札幌市清田区北野6条1
丁目4-60

消耗器材
annals　of　surgery他19件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 2,447,649 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

430
（株）ムトウ岩見沢支店
北海道岩見沢市岡山町142番
地4

消耗器材費
シャボネット石鹸液他1件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 1,614,971 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

431
（株）ムトウ岩見沢支店
北海道岩見沢市岡山町142番
地4

消耗器材
シャボネット石鹸液他1件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 1,614,971 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

432

ＮＥＣフィールディング（株）旭川
支店
北海道旭川市3条通9丁目左1
号

消耗器材
蛍光管他5件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 1,772,883 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

433

ＮＥＣフィールディング（株）旭川
支店
北海道旭川市3条通9丁目左1
号

消耗器材
蛍光管他5件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 1,772,883 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

434
北海道エアウォーター㈱
北海道釧路市寿４丁目３番１０
号

消耗器材
薬袋ロール　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 8,878,716 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

435
扶桑電通㈱
北海道釧路市北大通１０丁目
２番２

消耗器材
現像材キット　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 4,371,258 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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436
内外化学製品㈱
北海道札幌市白石区東札幌４
条１丁目２番２０号

消耗器材
清缶剤　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 2,539,268 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

437
大丸藤井㈱
北海道帯広市西１９条南１丁
目４番地２２

消耗器材
ホルダー　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 5,197,411 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

438
小林記録紙㈱
北海道帯広市西１７条南４丁
目２番１号

消耗器材
記録紙　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 3,396,538 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

439
丸善㈱
北海道札幌市清田区北野６条
１丁目４－６０

Ａｃｔａ　Ｎｅｕｒｏｃｈｉｒｕｒｇｉｃａ
（書籍）　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 5,704,641 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

440
㈱竹山
北海道釧路市若竹町６－１５

消耗器材
インク　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 2,285,261 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

441
㈱常光
北海道釧路市星が浦大通１丁
目３番１０

消耗器材
定性ろ紙　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 2,385,602 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

442
㈱リライアブル
北海道釧路市春採７丁目１番
２４号

消耗器材
医学のあゆみ（書籍）　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 2,253,753 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

443
㈱メルプ
北海道釧路市豊川町１０番２
号

消耗器材
熱転写フィルムリボン　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 2,613,186 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

444
㈱ムトウ
北海道札幌市北区１１条西４
丁目１番地

消耗器材
シャボネット　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 11,993,079 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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445
㈱ポータス
北海道釧路市鳥取南５丁目１
２番５号

消耗器材
トナーカートリッジ　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 1,405,750 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

446
㈱イトカン
北海道釧路市春日町６番６号

消耗器材
リジットワイヤー　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 1,827,417 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

447
トッパンフォームズ㈱
北海道帯広市大通南９丁目４

消耗器材
汎用白紙　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 2,593,022 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

448
さいわい商会
北海道釧路市仲浜町３番２４
号

消耗器材
ＳＵＳ３０４皿ビス　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 1,734,296 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

449
（有）のむら
北海道釧路郡釧路町北都２丁
目２番地１６

消耗器材
ポリ袋　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 1,898,266 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

450
富士通コワーコ（株）
宮城県仙台市青葉区一番町２
－３－２２

消耗器材
現像ユニット他９０件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 6,890,560 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

451
日本パルプテックス（株）
宮城県仙台市宮城野区福田町
４－９－７

消耗器材
ポリ袋他５件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 4,000,105 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

452
松本事務機（株）
宮城県仙台市宮城野区幸町２
－１１－２３

消耗器材
カラーＯＡ用紙他１４件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,130,680 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

453
三蓉ケミカル（株）
宮城県仙台市太白区東中田２
－１８－２１

消耗器材
デカルダーＭ他７件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,505,561 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

50/278



件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

454
アスクル（株）
東京都江東区辰巳３－１０－１

消耗器材
ＮＴカッター他

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,680,533 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

455

（株）ヤマダ電機LABI仙台営業
所
宮城県仙台市青葉区中央３－
６－１

消耗器材費
電話機他１５件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,250,253 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

456
（株）東和商会
宮城県仙台市若林区鶴代町１
－２０

消耗器材
ＯＡ共用紙他３４件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 5,500,932 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

457
（株）東北ディエスジャパン
宮城県仙台市若林区上飯田１
－７－３６

消耗器材
再生トナー他１２件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,653,939 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

458
（株）塩屋
宮城県仙台市太白区緑ヶ丘３
－２９－１

消耗器材
業務用ローズラップ他９件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,304,936 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

459
㈱ビーフリー
東京都新宿区高田馬場3-35-2

消耗器材
トナーカートリッジ85B他１４
件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 1,924,860 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

460
㈱クリタス
東京都豊島区池袋一丁目11番
22号

消耗器材
ダイクリーンMR-514他４件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 1,726,452 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

461
トッパンフォームズ㈱
千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-
1

消耗器材
ファイル　ﾌ-V14他５２件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 1,732,264 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

462
リコー販売（株）
東京都中央区京橋２－１６－１

消耗器材
インクジェットカートリッジ他
３２件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 2,138,176 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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463
東錬化工（株）
東京都新宿区大久保２－１６
－２９

消耗器材
複合ポイラ薬剤他８件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 3,072,765 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

464
（株）両備システムズ
東京都千代田区三番町８－７

消耗器材
プリンタートナー他１８件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 3,153,213 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

465
小林記録紙（株）
横浜市西区浅間町１丁目１０
番

消耗器材
インクトナー　他3件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 3,786,090 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

466
（株）日本パルプテックス
東京都品川区東五反田３丁目
５番６号

消耗器材
トイレットペーパー

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 2,125,506 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

467
（株）ユニマットクリーンライフ
横浜市鶴見区旭町２－７２

消耗器材
インクトナー　他128件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 5,857,614 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

468
（株）アスクル
東京都江東区辰巳３－１０－１

消耗器材
ファイル他事務用品

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 6,889,903 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

469
村中医療器（株）
東京都文京区本郷三丁目３６
－１０

消耗器材費
感染性処理箱大・小

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 4,183,000 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

470
松下電器産業（株）
東京都品川区東品川４丁目１
２番４号

消耗器材
注射箋用紙　他３件

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 1,860,000 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

471
富士通コワーコ（株）
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２－２－１－２７Ｆ

消耗器材
プリンタ用トナーカートリッ
ジ　他２６件

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 7,878,651 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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472
小林記録紙（株）
東京都中央区八丁堀一丁目９
番８号

消耗器材
超厚口上質紙　他１件

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 1,805,244 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

473
協和医科器械（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜
二丁目１２番１２号-３０１号

消耗器材
耐アルコール合成紙ラベル

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 1,775,025 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

474
（株）横浜こくぼ
神奈川県横浜市緑区西八朔町
３７－９９

消耗器材
コピー用紙14,400包

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 3,132,800 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

475
（株）八神製作所
神奈川県横浜市南区西中町一
丁目４－１

消耗器材
注射針廃棄箱

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 3,412,771 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

476
（株）メディセオメディカル
神奈川県横浜市瀬谷区北町４
２－４

消耗器材
シャボネット石鹸液

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 1,940,400 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

477
（株）中村商会
神奈川県横浜市瀬谷区南台１
－４１－１１

消耗器材
タワークリーンＮＴ５６２Ｂ
他１点

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 9,898,350 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

478
（株）東京紙店
東京都江東区常盤２－６－１２

消耗器材
ポリ袋ロングくずかご用

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 1,768,200 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

479
（有）大羽商会
愛知県名古屋市中村区上ノ宮
町１－３

消耗備品（ポリ袋等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 2,574,487 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

480
美濃桜製紙（株）
岐阜県関市武芸川町字多院７
５

消耗器材
消耗備品（トイレットペー
パー等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,864,905 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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481
三機工業（株）
愛知県名古屋市中村区名駅２
－４５－７

消耗備品（水処理薬品ダイ
クリーン等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 4,636,800 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

482
ケイティケイ（株）
愛知県名古屋市東区泉２－１
８－１３

消耗器材
消耗備品（ドラムユニット
等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 2,218,009 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

483
（株）名和コンテナ
愛知県名古屋市港区藤前１－
６０７

消耗備品（ビニール袋等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,100,950 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

484
（株）日興商会
愛知県名古屋市千種区春岡通
７－５７

消耗器材
消耗備品（コクヨ　コピー用
紙等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 3,257,636 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

485
（株）スズケン
愛知県名古屋市熱田区神戸町
１０１

消耗器材
消耗備品（ニューハンドア
ウェイ等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,744,638 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

486
（株）栗田商会
愛知県名古屋市中区上前津２
－１１－１

消耗器材
消耗備品（コピー用紙等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 11,419,808 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

487
アルフレッサ（株）
愛知県名古屋市天白区菅田１
－２６１２

消耗器材（中部労災病院型
特注ホルダー等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 2,666,715 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

488
兵庫リコー（株）
兵庫県尼崎市上ノ島町1-1-1

消耗器材
A3ｺﾋﾟｰ用紙他3件

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 3,113,955 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

489
富士通コワーコ（株）
兵庫県神戸市中央区東川崎町
1-7-4

消耗器材
ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ他8件

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 4,510,942 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

490
（株）昭和商会大阪
大阪府大阪市東成区東小橋2-
5-13

消耗器材
ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ他9件

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 5,380,584 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

491
（株）近畿サニタリーサプライ
兵庫県宝塚市旭町2-20-2

消耗器材
ﾄｰｶｲﾀｳﾊﾟｰ他10件

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 4,088,640 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

492
小西医療器㈱ＳＰＤセンター
島根県松江市平成町１８２－３
２

消耗器材
ＳＰＤ消耗品の購入

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 3,394,435 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

493
東洋商事（株）
山口県宇部市鵜の島町４番１
４号

消耗器材
プリンタースタンド他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 13,581,783 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

494
ＮＥＣフィールディング（株）
山口県山口市小郡御幸町4-9

消耗器材
ＲＩＳ用ラベルセット他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 6,594,833 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

495
（株）十字屋
山口県山陽小野田市大字東高
泊１３９３番地の９

消耗器材
トナーカートリッジ他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 3,555,499 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

496
（株）シバショウ
山口県宇部市大字川上字白石
699-1

消耗器材
アルミホイル３０×50　１本
他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 4,919,742 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

497
(有)田岡商店
香川県丸亀市富屋町１８番地

消耗器材
平成18年度上半期　ｲﾝｸ
ｼﾞｪｯﾄｶｰﾄﾘｯｼﾞ他144品目
購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 2,154,417 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

498
㈱よしみね
福岡県福岡市博多区那珂6-
22-19

消耗器材
ボイラーメイト12件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 2,362,500 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
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公共工事の名称、場所、
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499
㈱ヒカリヤ
福岡県北九州市小倉北区青葉
1-1-11

消耗器材
トイレットペーパー等消耗品
6件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 2,599,155 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

500
㈱ハラダビジネス
福岡県北九州市小倉北区熊本
2-7-15

消耗器材
コピー用紙等文具関係576
件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 16,101,050 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

501
㈱ディエスジャパン
福岡県北九州市小倉南区朽網
西1-7-4

消耗器材
インクカートリッジ等OA機
器消耗品78件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 3,078,968 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

502
㈱アステム
福岡県北九州市小倉南区下曽
根新町１３－１

消耗器材
印字機用薬袋用トナーカー
トリッジ等OA機器消耗品他
39件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 2,860,109 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

503
アスクル(株)
 東京都江東区辰巳3-10-1

消耗器材
オリジナルティッシュ　他
675件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 3,686,196 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

504
NECフィールディング（株）
長崎県佐世保市大塔町1266-
24

消耗器材
トナーカートリッジ　他18件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,816,647 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

505
(株)アシスト
長崎県大村市竹松町815-3

消耗器材
インクカートリッジ　他59件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,662,894 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

506
㈲小林商店
熊本県八代市松崎町786-6

消耗器材
ファイル他事務用品

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 6,541,685 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

507
㈱ミックス
熊本県八代市田中西町10-10

消耗器材
ゴミ袋他

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 4,378,624 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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508
㈱ベスト電気
熊本県八代市旭中央通り4-3

消耗器材
インクカートリッジＩＣ６ＣＬ３
２　他

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 2,759,863 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

509
㈱ディエスジャパン
熊本県熊本市健軍2-10-12

消耗器材
トナーカートリッジ
LB103TYPE他

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 5,046,111 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

510
㈱神陵文庫九州支店
福岡県福岡市博多区千代4丁
目29-29

消耗器材
医学雑誌年間購読料他

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 3,923,738 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

511
ヤチヨコアシステム㈱
大阪府大阪市北区天満3丁目7
番4号

消耗器材
複写機トナーTN601K

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 2,570,400 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

512
富士化学工業㈱
熊本県熊本市小山2丁目18番
94号

消耗器材
ダイクリーンＭＲ－５１４他

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 2,181,538 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

513
熊本リコー㈱
熊本県熊本市南部3-10-32

消耗器材
ＯＡペーパーＡ４他

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 1,620,202 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

514
山陽文具（株）
岡山県岡山市下中野573番地
の3

消耗器材
教育おりがみ他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 1,876,834 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

515
アスクル㈱
東京都江東区辰巳3-10-1

消耗器材
アルカリ乾電池　単４　４０
本入　１パック他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 1,972,485 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

516
幸福米穀（株）
大阪府寝屋川市池田北町15-1

給食原料
米

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 5,416,950 随意契約 
野菜、魚介類の購入であり季節等により価格の変動が
あるため、会計細則第５２条第６号に該当するため。（購
入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

517
田中商店
熊本県八代市

給食原料
精白米

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 6,426,170 随意契約 
野菜、魚介類の購入であり季節等により価格の変動が
あるため、会計細則第５２条第６号に該当するため。（購
入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

518
峰延農業協同組合
北海道美唄市字峰延37

給食原料
米

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.10.1 2,247,021 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

519
酪王牛乳
福島県いわき市内郷御台境町
鬼越164-1

給食原料
牛乳180ｍｌ

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 4,381,534 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

520
二子屋畜産（株）
川崎市中原区木月４－１１－３
３

給食原料
豚小間切　他9件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,770,834 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

521
タカナシ販売（株）
横浜市都筑区大熊町１０５－２

給食原料
牛乳　他8件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,666,629 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

522
小峰精肉店
川崎市幸区小倉１０６２

給食原料
鶏切身　他6件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 3,685,292 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

523
（株）宮代商店
川崎市川崎区大川町１０－６

給食原料
牛スライス　他16件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,001,668 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

524
㈲高橋青果店
新潟県上越市中央一丁目１９
－２

給食原料
みかん他

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 1,787,749 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

525
㈲角力商店
新潟県上越市中央五丁目２番
２２号

給食原料
白身魚他

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 1,993,386 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

526
㈲かたおか
新潟県上越市春日新田４丁目
２番１１号

給食原料
フレンチポテト他１１４件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 6,324,050 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

527
㈲いろは肉店
新潟県中央二丁目９－１３

給食原料
豚肉他６４件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 8,265,481 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

528
㈲　ストア片口屋
新潟県上越市東雲町１丁目６
番１０号

給食原料
ミニトマト他

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 6,336,274 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

529
出雲崎酪農組合
新潟県三島郡出雲崎町大字大
門２６０番地１

給食原料
牛乳他１７件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 3,777,166 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

530
㈱新盛
新潟県上越市頸城区西福島５
２２番地２

給食原料
砂糖他１０１件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 3,232,413 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

531
㈱新給
新潟県上越市港町２丁目９－
９

給食原料
グリーンアスパラ他９８件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 3,396,627 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

532
㈱荻谷商店
新潟県上越市藤巻６番４１号

給食原料
サラダ油他１９１件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 8,524,698 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

533
㈱フレッシュ・ワン
新潟県上越市栄町２丁目２番
２１号

給食原料
キャベツ他

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 4,930,382 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

534
タカノ食品㈱
新潟県上越市黒井字谷内２６
４１－１９

給食原料
マカロニ他７８件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 2,302,969 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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535
山盛水産（株）
愛知県名古屋市熱田区川並町
２－２２

給食原料
メルルーサ等

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 7,068,295 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

536
丸三食肉（株）
愛知県名古屋市港区名港１－
１４－２３

給食原料
豚肉等

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 4,322,933 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

537
玉屋産業（株）
愛知県名古屋市熱田区横田１
－５－１７

給食原料
ポークハム等

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 2,347,225 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

538
ゼネラル物産（株）
愛知県尾張旭市印場元町北島
４１０３－３

給食原料
QP全卵調理用等

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 5,955,767 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

539
（株）ヤマダイ
愛知県名古屋市南区呼続１－
２－４６

給食原料
ミニ海苔等

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 2,726,740 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

540
（株）名給
愛知県名古屋市熱田区新尾頭
２－２－６１

給食原料
里いも等

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 4,425,432 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

541
（株）丸八ヒロタ
愛知県稲沢市祖父江町山崎才
蔵野東１４６

給食原料
カレーライス等

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 10,296,663 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

542
（株）日中物産
愛知県名古屋市熱田区中出町
１－８７

給食原料
白玉団子等

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 6,986,136 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

543
（株）デイリーフーズ
愛知県名古屋市昭和区滝子通
３－１０

給食原料
SKスリム100％アップル
ジュース等

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 2,497,349 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

544
（株）スズケン
愛知県名古屋市熱田区神戸町
１０１

給食原料
ゼリー等

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 3,503,199 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

545
（株）安藤本店
愛知県名古屋市東区代官町２
４－１８

給食原料
福神漬等

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,359,745 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

546
魚繁物産（株）
愛知県名古屋市熱田区大宝３
－９－２０

給食原料
白子干し等

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 2,258,884 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

547
アルフレッサ（株）
愛知県名古屋市天白区菅田１
－２６１２

給食原料
テルミールミニソフト等

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 5,372,321 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

548
瀬戸総合卸売市場（株）
愛知県瀬戸市南山口町６４０

給食原料
給食材料購入

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 8,958,570 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

549
明治牛乳流通センター
山口県山陽小野田市楴山三丁
目2-17

給食原料
牛乳パック他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 3,700,685 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

550
常盤薬品（株）
山口県宇部市大字妻崎開作
860番地の1

給食原料
マービージャムストロベリー
他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 4,302,774 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

551
磯村鮮魚店
山口県山陽小野田中央一丁目
４番３７号

給食原料
魚介類

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 3,986,520 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

552
石川鮮魚店
山口県山陽小野田市稲荷町9-
8

給食原料
魚介類

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 4,345,882 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
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記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

553
（株）和田又
山口県下関市長府町６番３０
号

給食原料
グリーンピース他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 2,625,048 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

554
（株）松島青果
山口県宇部市西平原四丁目４
番１号

給食原料
さつまいも他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 13,411,424 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

555
（株）野村
山口県山口市阿知須町6814番
地

給食原料
牛肩ロース脂なし上他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 2,606,405 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

556
（株）トーホー
山口県下関市長府町5-72

給食原料
ハインツソースマディール
他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 3,325,364 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

557
（株）栗本五土市商店
山口県山口市小郡下郷3396-4

給食原料
フルーツゼリー（チェリー）
他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 1,995,186 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

558
（株）協食
山口県山陽小野田市大字厚狭
３６８番地

給食原料
冷凍ねぎ他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 2,274,967 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

559
（株）あじす牧場
山口県山口市阿知須4823番地

給食原料
ささみ他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.10.1 2,319,787 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

560
（有）東和通商
山口県宇部市上条五丁目６番
８号

給食原料
白いりごま他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 2,056,427 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

561
㈱ｱｽﾃｨｽ善通寺支店
香川県善通寺市原田町1050

給食原料
平成18年度上半期　ﾒｲﾊﾞﾗ
ﾝｽC他11品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 3,549,485 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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562
㈱ｱｽﾃｨｽ善通寺支店
香川県善通寺市原田町1050

給食原料
平成18年度下半期　ﾒｲﾊﾞﾗ
ﾝｽC他12品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.7 2,179,890             随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

563
四国乳業㈱香川支店
香川県坂出市府中町5156-1

給食原料
平成18年度上半期　牛乳
他5品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,685,640 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

564
四国ｱﾙﾌﾚｯｻ㈱
香川県高松市国分寺町福家
1987

給食原料
平成18年度上半期　ｲﾝﾊﾟｸ
ﾄ他9品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,652,225 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

565
吉富商店
長崎県佐世保市高梨町１８番
２８号

給食原料
大根　他１５件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 5,450,656 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

566
（有）田中精肉店
長崎県佐世保市俵町７番２号

給食原料
牛ばら角切り（国産）　他２
１件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,755,264 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

567

（有）スエオカフルノストアーサ
ザ
長崎県北松浦郡佐々町羽須和
免８３４番地

給食原料
白身魚　他１１件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,280,830 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

568
（有）牛島食品工業
長崎県佐世保市干尽町４番１
３号

給食原料
干ぴょう乾　他５５件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 5,063,395 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

569
土肥鮮魚店
長崎県佐世保市戸尾町５番２
４号

給食原料
白身魚　他１１件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,653,372 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

570
高尾フーズ（株）
長崎県佐世保市大黒町５０７
番１号

給食原料
乾燥マカロニ　他６２件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,925,826 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
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契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
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随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

571
だいふく青果
長崎県佐世保市若葉町２５番
５０号

給食原料
白菜他２０件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 9,785,010 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

572
古賀食産（株）
長崎県佐世保市大塔町５５９
番１０号

給食原料
スイートポテト　２１件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,733,768 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

573
協和商工（株）
長崎県佐世保市白岳町１５１
番地

給食原料
乾燥スパゲティー　他１６５
件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 7,066,223 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

574
（株）ミラクル乳業
長崎県佐世保市常盤町９番８
号

給食原料
普通牛乳　他１５件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 5,373,981 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

575
（株）ふじなが
長崎県佐世保市大野町５０番
１４号

給食原料
白身魚　他１１件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,066,432 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

576
（株）翔薬
長崎県長崎市弥生町８番１８
号

給食原料
アイソカルプラス　他４件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,417,633 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

577
㈲みずもと
熊本県八代市

給食原料
メークイン他青果

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 8,899,974 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

578
㈱丸菱
熊本県上益城郡益城町大字宮
園788番地

給食原料
冷凍食品他給食原料

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 5,072,970 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

579
㈱ハウディ
熊本県熊本市流通団地１丁目
8番地

給食原料
乾物・春雨５㎏他

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 6,414,150 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
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580
㈱トーホー
熊本県八代市西片町字園田
1895-1

給食原料
乾物・さといも５００ｇ他

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 2,406,429 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

581
㈱九州デイリーフーズ
熊本県熊本市流通団地1-16

給食原料
牛乳購入契約

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 4,936,297 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

582
㈱魚さわ
熊本県八代市

給食原料
太刀魚他鮮魚

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 6,842,619 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

583
㈱アトル
熊本県八代市黄金町10番地1

給食原料
メディエフバッグ他濃厚流
動食

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 8,305,822 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

584
満崎鮮魚店
熊本県八代市

給食原料
赤魚フイレ他鮮魚

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 6,578,696 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

585
冨田薬品㈱
熊本県八代市北の丸町3-40

給食原料
MA-8他濃厚流動食給食原
料

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 3,305,674 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

586
ダイエットフード㈱
熊本県菊池郡菊陽町津久札
2731

給食原料
スルーキング他特殊食品

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 4,604,196 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

587
佐方青果店
熊本県八代市

給食原料
キャベツ他青果

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 8,457,910 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

588
坂井勝一商店
熊本県八代市

給食原料
豆腐他給食原料

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 1,822,949 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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589
九州畜産吉永精肉店
熊本県八代市

給食原料
若鶏ささみ他肉給食原料

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 4,322,209 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

590
ふじもと
長野県諏訪郡

給食原料
単価契約食パン他　149品
目

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション長
野作業所契約担当役
所長　岡村　知彦
長野県諏訪郡下諏訪町
社7001

18.4.1 1,772,165 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

591
（有）ヤマキ山本靖商店
北海道美唄市進徳町1区

給食原料
さけ切身他113件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 12,691,695 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

592
（有）柏木青果店
北海道岩見沢市4条西2丁目

給食原料
じゃがいも他38件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 5,636,640 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

593
森永乳業（株）
北海道支店　北海道札幌市白
石区流通センター1丁目11-17

給食原料
牛乳他1件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 2,125,716 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

594
峰延農業協同組合
北海道美唄市字峰延37

給食原料
しそ他25件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 2,965,471 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

595
丸中青果
北海道美唄市字美唄79番地

給食原料
ごぼう他45件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 6,787,059 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

596
日本栄養食品（株）
北海道札幌市白石区中央3条3
丁目4-48

給食原料
白絞油他39件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 2,406,973 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

597
日清医療食品（株）北海道支店
北海道札幌市北区北7条西1丁
目2番地6

給食原料
黄桃スライス他14件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 2,181,092 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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598
（株）スズケン
北海道岩見沢市5条西15丁目1
番地

給食原料
ィエフ・バック他13件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 2,946,552 随意契約 
生鮮食品等、給食材料の購入であり季節等により価格
の変動があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。（購入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

599
釧路アポロ石油㈱
北海道釧路市宝町２番２号

Ａ重油

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 36,778,400 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

600
釧路アポロ石油㈱
北海道釧路市宝町２番２号

Ａ重油

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.10.1 64,449,000 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

601
（株）小山商店
仙台市青葉区五橋１－６－２

A重油単価契約

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション宮
城作業所契約担当役
所長　小松　哲郎
宮城県宮城郡利府町神
谷沢字広畑9-2

18.10.1 2,588,040 随意契約 
燃料のガス化に伴い重油の購入時期、数量とも不明確
であり、重油高騰の中、入札を行った場合著しく不利と
なるため、会計細則第５２条４項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

602
（株）井口エネルギー
長野県諏訪郡

燃料単価契約（年２回）

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション長
野作業所契約担当役
所長　岡村　知彦
長野県諏訪郡下諏訪町
社7001

18.4.1 2,932,362 随意契約 
燃料のガス化に伴い重油の購入時期、数量とも不明確
であり、重油高騰の中、入札を行った場合著しく不利と
なるため、会計細則第５２条４項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

603
富士興産（株）八戸営業所
青森県八戸市河原木字宇兵衛
河原１０－２４

重油１種１号購入　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 22,615,950 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

604
若松フュエルサービス㈱
秋田県大館市比内町笹館字下
細越１番地５

Ａ重油単価契約

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 56,091,084 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

605
㈱新出光
福岡県福岡市博多区呉服町1-
10

灯油（ＪＩＳ　Ｋ２２０３　１号）
１０６キロリットル

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 6,355,230 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

606
丸紅エネルギー㈱
福岡県福岡市中央区天神2-8-
49

灯油（ＪＩＳ　Ｋ２２０３　１号）
１５８キロリットル

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.6.1 9,904,230 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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607
九州興産㈱
福岡県春日市桜ヶ丘4-40

灯油（ＪＩＳ　Ｋ２２０３　１号）
１０２キロリットル

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.5.1 6,629,490 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

608
トーヨーエナジー（株）
福岡県福岡市中央区天神

ＬＳＡ重油

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 16,803,555 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

609
（株）前商店
北海道岩見沢市1条西9丁目1
番地2

複写機使用料金

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 2,640,484 随意契約 
当該業務は、その製品を熟知し、管理・メンテナンス技
術に精通している業者との契約であるため、会計細則
第５２条第６項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

610
アイワ印刷㈱
東京都港区高輪3-22-4ｱｲﾜﾋﾞ
ﾙ

印刷代
機関誌「海外勤務と健康」２
４号・２５号　各３３００部他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.9.1 6,786,465 随意契約 
原版を所有し、当該編集業務に精通している業務以外
との契約は不利であるため、会計細則第５２条６項に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

611
(有)オルガンメディカル
秋田県秋田市桜二丁目27番30
号

自動腹膜灌流装置の賃貸
借

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 900,900 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

612
帝人在宅医療（株）
愛知県名古屋市東区泉１－１
２－３５

超音波骨折治療器賃借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,320,000 随意契約 
当該物品のアフターメンテナンス体制が整った業者を選
定する必要があるため、会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

613
㈱エバルス
鳥取県米子市流通町１５８－１
５

自動腹膜灌流装置レンタル
料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 1,512,000 随意契約 
当該機器の取扱い業者が特定されている。また、機種
の変更は患者の安全上からも困難であるため、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

614
ﾊﾞｸｽﾀｰ㈱
東京都中央区晴海1-8-10

自動腹膜灌流装置レンタル
料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 1,218,000 随意契約 
当該機器の取扱い業者が特定されている。また、機種
の変更は患者の安全上からも困難であるため、会計細
則第５２条第６号に該当するため。会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

615
帝人在宅医療西日本㈱
広島県広島市中区幟町13-4広
島ﾏﾂﾀﾞﾋﾞﾙ

超音波骨折治療器レンタル
料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 1,233,750 随意契約 
当該機器の取扱い業者が特定されている。また、機種
の変更は患者の安全上からも困難であるため、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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616
中川医療器械店
富山県富山市下堀58-7

レンタル人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 2,948,400 随意契約 
医療安全性の面より、使用する機器が限定されており、
かつ、取扱店が限定されているため、会計細則第52条
第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

617
ティーメディックス㈱
東京都千代田区霞が関３丁目
２番５号

内視鏡機器の賃貸借

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.11.1 6,174,588 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第５２条第６号を適用

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

618
富木島植物園
愛知県東海市富木島町南太子
４３－２

貸植木代

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,755,250 随意契約 貸植木のメンテナンス等業者を選定する必要があるた
め、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

619
日本ｶﾙﾐｯｸ㈱
東京都千代田区九段南1-5-10

便器洗浄器レンタル料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 923,076 随意契約 
当該機器は特許取得製品であり、当該業者以外契約で
きないものであることから、会計細則第５２条第６号に該
当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

620
山陰酸素工業㈱
鳥取県米子市旗ヶ崎2201-1

酸素貯蔵設備レンタル料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 844,200 随意契約 当該設備の取扱い業者が特定されていることから、会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

621
（有）池富園芸
長崎県佐世保市松瀬町１３０４
番地

貸植木賃借

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,885,212 随意契約 全体を総括してメンテナンスできる同等の業者が地元に
いない。会計細則５２条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

622
(株)常光札幌支店
北海道札幌市北区北7条西2丁
目

ＣＲシステム保守

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 10,584,000 随意契約 
当装置保守はメーカーの特定販売店である当該業者以
外できないものであり、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

623
(株)常光札幌支店
北海道札幌市北区北7条西2丁
目

高速コンピューター断層撮
影装置保守

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 9,922,500 随意契約 
当装置保守はメーカーの特定販売店である当該業者以
外できないものであり、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

624
㈱ユアテック　大館営業所
秋田県大館市字大田面187番
１

消防設備の総合点検及び
外観機能点検

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 4,089,750 随意契約 
当該業務は専門的な知識が必要で、設備を施工した当
該業者しか履行できないため会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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625
㈱相場商店　大館営業所
秋田県大館市大茂内字上瘤之
木岱74-2

医療ガス設備の定期保守
点検

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 1,974,997 随意契約 
当該業務は専門的な知識が必要で、設備を施工した当
該業者しか履行できないため会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

626
日本光電東北㈱　北東北支社
岩手県盛岡市上田1丁目1番50
号

看護支援システムの定期
保守点検

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 3,360,000 随意契約 
当該業務は専門的な知識が必要で、製造販売業者であ
る当該業者しか履行できないため会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

627
東北ビル管財㈱
秋田県大館市片山字中道6-2

一般廃棄物の収集運搬

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 1,043,280 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第５２条第６号を適用

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

628
東北ビル管財㈱
秋田県大館市片山字中道6-2

医療廃棄物の収集運搬及
び処理

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 15,516,014 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

629
東北化学薬品㈱
青森県弘前市大字神田一丁目
3番地の１

生化学自動分析装置の定
期保守点検

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 1,575,000 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第５２条第６号を適用

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

630

東芝メディカルシステムズ㈱
秋田サービスセンター
秋田県秋田市旭北錦町5番50
号

ＭＲＩ装置の定期保守点検

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 6,930,000 随意契約 
当該業務は専門的な知識が必要で、製造販売業者であ
る当該業者しか履行できないため会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

631
協業組合タイセイ
秋田県大館市字沼館道上８２

構内汚水処理槽の維持管
理及び浄化槽清掃汲取

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 3,082,932 随意契約 
当該業務は専門的な知識が必要で、設備を施工した当
該業者しか履行できないため会計細則第５２条第６号に
該当するため。該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

632
㈱テクノメディカ
神奈川県横浜市都筑区仲町台
5-5-1

採血業務支援システム保
守

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 1,732,500 随意契約 
当該システムの設置業者であり、当該業務を履行でき
る唯一の業者であることから、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

633
㈱ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝﾒ
ﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ高松支店
香川県高松市中新町2-9

一般血管造影撮影装置
年間保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 3,916,500 随意契約 
専門性が高い高度放射線装置の保守業務であり、当該
業者が当該業務を履行できる唯一の業者であることか
ら会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
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区分 備考

634
（株）ムトウ岩見沢支店
北海道岩見沢市岡山町142番
地4

オートクレーブ保守

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 1,680,000 随意契約 
本設備の納入設置業者であり、当該施設に熟知、精通
しているため役務の円滑化が図れるため、会計細則第
52条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

635
（株）美唄環境センター
北海道美唄市東5条北1丁目2-
35

厨房グリストラップ清掃他

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 1,225,770 随意契約 
行政より産業廃棄物として処理する旨指導を受け、従来
請け負っていた業者では対応できなくなり、急遽、法令
で許認可された地元の業者から選定し契約する必要が
生じたため。会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

636
㈱日立メディコ　横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸2-5-
15日総第3ビル

ＤＧＳ製画像ファイリング・レ
ポートシステム　定期点検
（６回／年）

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 1,029,000 随意契約 
システムの製造メーカーであり、部品の有無、保守管理
の技術等を考慮する必要性があるため、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

637
アボットジャパン㈱
東京都港区六本木1-9-9六本
木ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴアナライザー
ｉ２０００（１回／年）

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 1,100,000 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

638
アボットジャパン㈱
東京都港区六本木1-9-9六本
木ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ

セルダイン４０００（１回／
年）

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 1,100,000 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

639
富士フィルムメディカル㈱
茨城県土浦市港町1-10-7

ＦＣＲ保守業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

19.2.1 2,517,900 随意契約 
ＦＣＲの保守契約であり、専門の技術を要するため契約
を締結出来るのは製造元である当該業者以外にいない
ことから会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

640
ジーイー横河メディカルシステ
ム㈱
茨城県土浦市小松1-3-33

ＭＲＩ保守業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 13,238,400 随意契約 
ＭＲＩの保守契約であり、専門の技術を要するため契約
を締結出来るのは製造元である当該業者以外にいない
ことから会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

641
アマノ㈱
福岡県北九州市小倉南区湯川
2-9-22

駐車場管理システム保守

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 1,026,000 随意契約 
当該業務は、機器が旧式なため突発的な障害時の即時
対応・復旧等を考慮したところ、アマノ㈱以外は行うこと
が出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

642
ジーイー横河メディカルシステ
ム㈱
茨城県土浦市小松1-3-33

ＣＴ保守業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 15,225,000 随意契約 
ＣＴの保守契約であり、専門の技術を要するため契約を
締結出来るのは製造元である当該業者以外にいないこ
とから会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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643
㈱ウェルシィ
東京都千代田区麹町4-8-1

地下水膜ろ過システム保守

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 10,855,932 随意契約 
当該システムの設置業者であり、当該業務を履行でき
る唯一の業者であることから、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

644
㈱アルメックス
東京都台東区雷門2-19-17

自動精算機保守

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 1,134,000 随意契約 
当該機の製造業者であり、当該業務を履行できる唯一
の業者であることから、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

645
富士フィルムメディカル㈱
千葉県千葉市中央区末広5-6-
15

富士コンピューテッドラジオ
グラフィシステム保守

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 3,811,500 随意契約 
当該機の製造業者であり、当該業務を履行できる唯一
の業者であることから、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

646
日本電気㈱千葉支社
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6

医事会計システム保守

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 1,964,340 随意契約 
当該業務は当該業者によるシステムであり、プログラム
のに精通しており、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

647
日本電気㈱千葉支社
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6

オーダリングシステム保守

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 7,591,500 随意契約 
当該業務は当該業者によるシステムであり、プログラム
のに精通しており、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

648
東洋熱工業㈱関東支店
千葉県千葉市中央区中央3-3-
8

空気調和設備保守

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 7,875,000 随意契約 
増改築時の増設部分等、院内事情・当該設備に精通し
ており、当該業務を履行できる唯一の業者であることか
ら、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

649
東芝メディカルシステムズ㈱
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6

循環器撮影装置保守

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 2,016,000 随意契約 
当該機の製造業者であり、当該業務を履行できる唯一
の業者であることから、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

650
島津メディカルシステムズ㈱
東京都豊島区西巣鴨1-2-5

Ｘ線テレビ装置保守

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 2,625,000 随意契約 
当該装置の販売元であり、当該業者以外では調達不可
能な部品もあることから、会計細則第52条第6号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

651
島津メディカルシステムズ㈱
東京都豊島区西巣鴨1-2-5

核医学診断装置保守

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 2,693,250 随意契約 
当該装置の販売元であり、当該業者以外では調達不可
能な部品もあることから、会計細則第52条第6号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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652

シーメンス旭メディテック㈱東
関東営業所
千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-
1

磁気共鳴診断撮影装置保
守

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 5,932,500 随意契約 
当該装置の販売元であり、当該業者以外では調達不可
能な部品もあることから、会計細則第52条第6号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

653

ジーイー横河メディカルシステ
ム㈱千葉支社
千葉県千葉市中央区中央港1-
9-5

全身用コンピュータ断層撮
影装置保守

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.7.1 13,891,500 随意契約 
当該装置の販売元であり、当該業者以外では調達不可
能な部品もあることから、会計細則第52条第6号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

654
アイ・エム・アイ㈱
埼玉県越谷市流通団地3-3-12

ＶＰ１００全身麻酔器保守

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 1,188,600 随意契約 
当該機の製造業者であり、当該業務を履行できる唯一
の業者であることから、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

655
三菱電機ビルテクノサービス
（株）
東京都大田区蒲田５－４０－３

エレベーター保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 4,132,800 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須ある。また、当該機器の誤作動
は病院施設としての安全の確保に支障をきたすこととな
るため、施工業者で当該機器を熟知していることから、
契約相手方とすることが適切と判断した。会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

656
東芝メディカルシステムズ（株）
東京都中央区京橋１－１９－８

透視用デジタル撮影装置
保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 1,890,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該医療機器の
誤作動は患者様の安全を損なうこととなるため、製造業
者で当該医療機器を熟知していることから、契約相手方
とすることが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

657
寺岡ファシリティーズ（株）
東京都大田区東馬込１－３３
－６

自動ドア保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 1,365,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該機器の誤作
動は病院施設としての安全の確保に支障をきたすことと
なるため、施工業者で当該機器を熟知していることか
ら、契約相手方とすることが適切と判断した。会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

658
ジョンソンコントロールズ（株）
東京都渋谷区笹塚１－５０－１

中央監視室設備保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 4,935,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該機器の誤作
動はライフラインを含む病院施設としての安全の確保に
支障をきたすこととなるため、開発業者で当該機器を熟
知していることから、契約相手方とすることが適切と判
断した。会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

659
シーメンス旭メディテック（株）
東京都品川区五反田３－２０
－１４

画像保管システム保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 9,450,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該医療機器の
誤作動は患者様の安全を損なうこととなるため、製造業
者で当該医療機器を熟知していることから、契約相手方
とすることが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

660
シーメンス旭メディテック（株）
東京都品川区五反田３－２０
－１４

全身用ＣＴ撮影装置保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 8,946,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該医療機器の
誤作動は患者様の安全を損なうこととなるため、製造業
者で当該医療機器を熟知していることから、契約相手方
とすることが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

73/278
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661
シーメンス旭メディテック（株）
東京都品川区五反田３－２０
－１４

全身用ＣＴ撮影装置保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 5,040,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該医療機器の
誤作動は患者様の安全を損なうこととなるため、製造業
者で当該医療機器を熟知していることから、契約相手方
とすることが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

662
シーメンス旭メディテック（株）
東京都品川区五反田３－２０
－１４

多目的デジタルＸ線撮影装
置保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 2,289,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該医療機器の
誤作動は患者様の安全を損なうこととなるため、製造業
者で当該医療機器を熟知していることから、契約相手方
とすることが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

663
シーメンス旭メディテック（株）
東京都品川区五反田３－２０
－１４

特殊血管撮影装置保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 6,483,750 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該医療機器の
誤作動は患者様の安全を損なうこととなるため、製造業
者で当該医療機器を熟知していることから、契約相手方
とすることが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

664
シーメンス旭メディテック（株）
東京都品川区五反田３－２０
－１４

乳房Ｘ線撮影装置保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 1,995,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該医療機器の
誤作動は患者様の安全を損なうこととなるため、製造業
者で当該医療機器を熟知していることから、契約相手方
とすることが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

665
シーメンス旭メディテック（株）
東京都品川区五反田３－２０
－１４

一般デジタルＸ線撮影装置
保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 9,450,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該医療機器の
誤作動は患者様の安全を損なうこととなるため、製造業
者で当該医療機器を熟知していることから、契約相手方
とすることが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

666
（株）ムトウ東京西支店
東京都世田谷区玉川台２－１
１－１７

皮膚良性色素治療レー
ザー保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 1,197,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該医療機器の
誤作動は患者様の安全を損なうこととなるため、管理
面、稼働面でサポートできることから、契約相手方とする
ことが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

667
（株）ムトウ東京西支店
東京都世田谷区玉川台２－１
１－１７

マイコンコルテシステム保
守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 1,984,500 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須ある。また、当該機器の誤作動
は患者様の診療及び信頼性の確保を損なうこととなる
ため、製造業者で当該機器を熟知していることから、契
約相手方とすることが適切と判断した。会計細則第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

668
（株）日立ビルシステム
東京都千代田区神田錦町３－
７－１

エレベーター保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 1,625,400 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須ある。また、当該機器の誤作動
は施設としての安全の確保に支障をきたすこととなるた
め、施工業者で当該機器を熟知していることから、契約
相手方とすることが適切と判断した。会計細則第５２条
第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

669
（株）エス・エル
東京都千代田区神田須田町１
－３４－４

厨房・検査排水処理設備保
守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 4,063,500 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該機器の誤作
動は病院施設としての安全の確保に支障をきたすことと
なるため、開発業者で当該機器を熟知していることか
ら、契約相手方とすることが適切と判断した。会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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670
（株）エイアンドティー
神奈川県横浜市西区南幸２－
２０－５

臨床検査システム保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 2,583,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該機器の誤作
動は診療の信頼性を損なうこととなるため、開発業者で
当該機器を熟知していることから、契約相手方とするこ
とが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

671
エルクコーポレーション（株）
東京都文京区湯島２－１７－４

ドライレーザープリンター保
守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 4,992,750 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該機器の誤作
動は診断業務に多大なる支障をきたすこととなるため、
管理面、稼働面でサポートできることから、契約相手方
とすることが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

672
エア・ウォ－タ－防災（株）
東京都新宿区市谷本村町１－
１

医療ガス配管設備保守使
用

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 5,565,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該機器の誤作
動は療養環境の信頼性を損なうこととなるため、設計施
工業者で当該機器を熟知していることから、契約相手方
とすることが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

673
横浜環境保全（株）
神奈川県横浜市中区吉田町５
３番地

廃棄物処理業務単価契約

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 30,028,102 随意契約 
処理における信頼性、確実性及び継続性を考慮する必
要性があるため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

674
日本ピーマック（株）
東京都港区虎ノ門３－５－１

空調設備保守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 1,981,980 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

675

ジーイー横河メディカルシステ
ムズ（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜
２－１１－５－７Ｆ

ＭＲＩ（１．０Ｔ）保守料

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 9,555,000 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

676

ジーイー横河メディカルシステ
ムズ（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜
２－１１－５－７Ｆ

ＭＲＩ（１．５Ｔ）保守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 12,600,000 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

677
荏原冷熱システム（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜
１-９-１

冷温水発生装置保守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 1,076,250 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

678

（株）日立ハイテクフィールディ
ング
神奈川県横浜市神奈川区神大
寺２－１９－１７

臨床検査システム保守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 3,937,500 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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679
ふじ環境保全（株）
新潟県燕市佐渡３３６番地

感染性産業廃棄物収集運
搬

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 1,776,023 随意契約 
確実な対応が要求される業務のため、長年の実績を考
慮する必要性があるため、会計細則第５２条第６号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

680
（有）八木工務店
新潟県新潟市下木島９２７番
地１

感染性産業廃棄物処分

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 10,876,766 随意契約 
確実な対応が要求される業務のため、長年の実績を考
慮する必要性があるため、会計細則第５２条第６号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

681
新潟メスキュード（株）
新潟県新潟市西区寺尾東１丁
目１９番１９号

産業廃棄物処理

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 5,890,500 随意契約 
官公庁において実績と信用があり、同業他社と比較して
安価であり、所在地も当院に近く迅速な対応が期待でき
るため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

682
新潟メスキュード（株）
新潟県新潟市西区寺尾東１丁
目１９番１９号

医療廃棄物処理

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 12,600,000 随意契約 
官公庁において実績と信用があり、同業他社と比較して
安価であり、所在地も当院に近く迅速な対応が期待でき
るため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

683
㈱日本シューター
東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

搬送設備保守

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 5,777,100 随意契約 
設備の維持・保全、障害時の即時対応等、搬送設備の
設置業者以外は行うことはできないため、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

684
㈱池田医療電機
新潟県新潟市旭町通１番町７
８番地

ガンマカメラ保守

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 2,100,000 随意契約 
装置の維持・保全、障害時の即時対応等、本装置の設
置業者以外に行うことはできないため、会計細則第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

685
㈱エコシス新潟
新潟県柏崎市荒浜２丁目１２
番４３号

廃棄物処理

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 1,249,920 随意契約 
官公庁において実績と信用があり、同業他社と比較して
安価であり、所在地も当院に近く迅速な対応が期待でき
るため、会計細則第５２条第６号に該当するため。会計
細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

686
ジョンソンコントロールズ㈱
新潟県新潟市女池上山１－１
５－１０

空調用自動制御装置保守

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 2,625,000 随意契約 
設備の維持・保全、障害時の即時対応等、本装置の設
置業者以外は行うことができないため、会計細則第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

687
シーメンス旭メディテック㈱
新潟県新潟市笹口１丁目１２
－１３

磁気共鳴断層撮影装置保
守

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 12,000,000 随意契約 
装置の維持・保全、障害時の即時対応等、本装置の設
置業者以外に行うことはできないため、会計細則第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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688
ウエステックエナジー㈱
新潟県上越市三ツ屋町８番３
号

一般廃棄物処理

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 7,770,000 随意契約 
官公庁において実績と信用があり、同業他社と比較して
安価であり、所在地も当院に近く迅速な対応が期待でき
るため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

689
北都電機
富山県富山市室町通り1丁目
3-8

気送管設備保守業務

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 1,200,000 随意契約 業者が限定されているため、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

690
（株）千代田テクノル金沢営業
所
石川県金沢市広岡2-13-33

空気中放射性物質濃度・作
業環境測定業務

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 1,359,750 随意契約 業者が限定されているため、会計細則第52条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

691
（株）西原ネオ金沢営業所
石川県金沢市上荒屋6丁目438
番地

人工透析排水処理施設保
守業務

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 1,486,800 随意契約 業者が限定されているため、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

692
（株）魚津清掃公社
富山県魚津市大光寺61-1

産業廃棄物収集処理業務

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 1,701,000 随意契約 
既に契約していた業務の受託業者との契約が著しく有
利に契約できると判断されたため、会計細則第52条第6
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

693
岩田商店（株）
静岡県浜松市中区海老塚町
853番地

一般廃棄物収集運搬業務
委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,126,020 随意契約 
官公庁等における信用と実績があり、同業他社と比して
安価であることから会計細則第52条第6号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

694
株式会社ミダック
静岡県浜松市東区有玉南町
2163番地

産業廃棄物収集・運搬及び
処分業務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 10,760,502 随意契約 
業務の性質上必要な信用と実績があり、自社の廃棄処
分施設も有していることから会計細則第52条第6号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

695
大栄環境（株）
大阪府和泉市テクノステージ
2-3-28

感染性廃棄物業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 23,961,000 随意契約 
感染性廃棄物の運搬処理契約であり、信頼がおけて経
験のある当該業者以外に出来ないため、会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

696
阪神衛生
兵庫県尼崎市西立花町2-30-
12

塵芥収集、運搬

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 10,106,850 随意契約 
塵芥の回収運搬契約であり、信頼がおけて経験のある
当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

77/278



件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

697
ダイキン工業（株）
大阪府大阪市北区錦町4-82

スクリューチラー保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 1,653,750 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

698
（株）千代田テクノル
東京都文京区湯島1-7-12

フィルムバッチ検査

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 1,495,200 随意契約 一品目当たりの金額が小額であったため、会計細則52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

699
（株）摂津清運
兵庫県尼崎市東塚口町2-4-27

非感染性廃棄物業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 5,065,200 随意契約 
非感染性廃棄物の運搬処理契約であり、信頼がおけて
経験のある当該業者以外に出来ないため、会計細則第
52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

700
（株）清和興業
兵庫県尼崎市西立花町2-30-
12

資源ゴミ・廃プラスチック回
収、運搬

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 3,382,704 随意契約 
資源ゴミ等の回収運搬契約であり、信頼がおけて経験
のある当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条
第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

701
（株）さくらケーシーエス
兵庫県神戸市中央区播磨町
21-1

病院ホームページ管理

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 1,587,600 随意契約 
当院ホームページ業務に熟知している必要があり、経
験のある当該業者以外に出来ないため、会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

702
（株）ケイエヌラボアナリシス
兵庫県尼崎市大浜町2-23

排水分析・排ガス測定業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 1,470,000 随意契約 
当院排水分析業務に熟知している必要があり、経験の
ある当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第
6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

703
㈱やよい
兵庫県姫路市古二階町3

単純性血管腫治療用レー
ザー装置保守点検

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 1,575,000 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

704
㈱メディセオメディカル
東京都文京区本郷3-18-15

超音波診断装置保守点検

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 1,995,000 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

705

㈱フィリップスメディカルシステ
ムズ
兵庫県神戸市中央区御幸通4-
1-1

心血管撮影装置保守点検

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 5,355,000 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

78/278



件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

706
㈱千代田テクノル
東京都文京区湯島1-7-12

フィルムバッチ検査

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 1,335,096 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

707
ヤンマーエネルギーシステム
㈱
兵庫県尼崎市塚口本町5-3-1

コージェネレーションシステ
ム保守点検

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 21,000,000 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

708
富士テレコム㈱
大阪府大阪市中央区本町3-2-
8

中央監視設備保守点検

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 1,890,000 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

709
日立ビルシステム㈱
大阪府大阪市北区堂山町3-3

エスカレーター設備保守点
検

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 2,053,800 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

710
ドレーゲル・メディカル・ジャパ
ン㈱
東京都江東区富岡2-4-10

麻酔管理システム保守点
検

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 2,608,200 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

711
東レ・メディカル㈱
東京都墨田区錦糸1-2-1

血液浄化装置管理システ
ム保守点検

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 2,625,000 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

712
田中工業㈱
兵庫県神戸市中央区筒井町3-
10-19

電話交換機設備保守点検

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 1,080,000 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

713
シーメンス旭メディテック㈱
大阪府吹田市垂水町3-35-36

ＭＲＩ撮影装置保守点検

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 9,064,650 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

714
株アサヒ電子研究所
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-
16

マイコンカルテシステム保
守点検

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 1,029,000 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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715
アマノ㈱
兵庫県神戸市中央区楠木町3-
3-3

駐車場管制機器保守点検

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 1,260,000 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

716
㈲海老田金属
鳥取県米子市上福原1329-13

一般廃棄物処理業務委託
料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 5,997,600 随意契約 
当該業務は、処理方法、取扱い手順等充分熟知してい
ること及び病院環境保持の観点から安全性に配慮し業
務遂行を行うことが必要であるため、会計細則第５２条
第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

717
㈱ﾓﾄﾍﾞ医療器
鳥取県米子市両三柳3765

心カテ画像配送システム保
守料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 2,999,850 随意契約 
当該装置の保守管理技術を有し、機器の故障等に部品
の供給ができるのは当該業者のみであるため、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

718
㈱日立メディコ
鳥取県米子市東町１７１

デジタルシンチカメラ保守
料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 6,027,000 随意契約 
当該装置の保守管理技術を有し、機器の故障等に部品
の供給ができるのは当該業者のみであるため、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

719
㈱日立メディコ
鳥取県米子市東町１７１

デジタルラジオグラフィー保
守料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 3,013,500 随意契約 
当該装置の保守管理技術を有し、機器の故障等に部品
の供給ができるのは当該業者のみであるため、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

720
㈱日立メディコ
鳥取県米子市東町１７１

デジタルラジオグラフィーシ
ステム保守料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 3,633,000 随意契約 
当該装置の保守管理技術を有し、機器の故障等に部品
の供給ができるのは当該業者のみであるため、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

721
三菱電機ビルテクノサービス㈱
広島県広島市中区中町７－２
２

エレベーター保守料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 6,589,800 随意契約 
当該装置の保守管理技術を有し、機器の故障等に部品
の供給ができるのは当該業者のみであるため、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

722

富士フイルムメディカル西日本
㈱
島根県松江市西津田町２－１
１－１２

富士コンピューテッドラジオ
グラフィーシステム保守料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 4,357,500 随意契約 
当該装置の保守管理技術を有し、機器の故障等に部品
の供給ができるのは当該業者のみであるため、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

723
ナブコドア㈱
島根県松江市西嫁島１－５－
２２

自動ドア保守料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 1,050,000 随意契約 
当該装置の保守管理技術を有し、機器の故障等に部品
の供給ができるのは当該業者のみであるため、会計細
則第５２条第６号に該当するため。会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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724
大レックスジャパン㈱
東京都文京区湯島３－３１－１

体外衝撃波結石粉砕装置
保守料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 3,601,500 随意契約 
当該機器の製造、販売、保守を行っているメーカーであ
り、専門知識・専用交換部品を保有しており、他に対応
できる相手がいないため、会計細則第５２条第６号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

725
ジーイー横河メディカルシステ
ム㈱
鳥取県米子市新開５－３－２２

ＭＲシステム保守料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 17,724,000 随意契約 
当該機器の製造、販売、保守を行っているメーカーであ
り、専門知識・専用交換部品を保有しており、他に対応
できる相手がいないため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

726
ジーイー横河メディカルシステ
ム㈱
鳥取県米子市新開５－３－２２

全身用Ｘ線コンピューター
断層撮影装置保守

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 17,724,000 随意契約 
当該機器の製造、販売、保守を行っているメーカーであ
り、専門知識・専用交換部品を保有しており、他に対応
できる相手がいないため、会計細則第５２条第６号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

727
境港緑化建設㈱
鳥取県境港市外江町1590

院内植栽管理業務委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 2,100,000 随意契約 

当該業務は、院内の庭園保守・樹木管理を行うもので
あるが、病院という特殊環境のため、台風等の突発的
事態に迅速に対応できなければならず、経験・実績・信
頼性を要する業務であるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

728
小西医療器㈱
鳥取県米子市旗ヶ崎２２１９

多項目血球計数装置保守
料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 1,785,000 随意契約 当該装置の保守管理技術を有し、機器の故障等に部品
の供給ができるのは当該業者のみであるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

729
アマノ㈱
島根県松江市浜乃木６－２０
－８

パーキングシステム保守料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 1,471,050 随意契約 
当該機器の製造、販売、保守を行っているメーカーであ
り、専門知識・専用交換部品を保有しており、他に対応
できる相手がいないため、会計細則第５２条第６号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

730
㈱山武ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ
香川県高松市ｻﾝﾎﾟｰﾄ2-1-9F

中央管制装置　年間保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 4,488,750 随意契約 
専門性が高い管制ｼｽﾃﾑの保守業務であり、当該業者
が当院の配管設備を熟知した当該業務を履行できる唯
一の業者であることから会計細則第52条第6項に該当
する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

731
㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ
香川県高松市国分寺町新名
59-3

天井懸垂方麻酔器　保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,550,850 随意契約 
専門性が高い医療用麻酔器システムの保守業務であ
り、当該業者が当該業務を履行できる唯一の業者であ
ることから会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

732
㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ
香川県高松市国分寺町新名
59-3

手術台及び患者移載装置
年間保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,919,400 随意契約 
専門性が高い高度手術システムの保守業務であり、当
該業者が当該業務を履行できる唯一の業者であること
から会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所
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区分 備考

733
㈱ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝﾒ
ﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ高松支店
香川県高松市中新町2-9

心臓血管造影撮影装置
年間保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 3,916,500 随意契約 
専門性が高い高度放射線装置の保守業務であり、当該
業者が当該業務を履行できる唯一の業者であることか
ら会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

734
㈱ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝﾒ
ﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ高松支店
香川県高松市中新町2-9

体外衝撃波結石破砕装置
年間保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 4,725,000 随意契約 
専門性が高い高度放射線装置の保守業務であり、当該
業者が当該業務を履行できる唯一の業者であることか
ら会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

735
㈱日立ﾒﾃﾞｨｺ四国支店
香川県高松市寿町2-2-10

ＤＲ装置Ｘ線装置　年間保
守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 2,100,000 随意契約 
専門性が高い高度放射線装置の保守業務であり、当該
業者が当該業務を履行できる唯一の業者であることか
ら会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

736
㈱中村鐡工所
東京都江東区亀戸1-43-1

高気圧酸素治療装置　年
間保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,974,000 随意契約 
専門性が高い高気圧酸素治療装置の保守業務であり、
当該業者が当該業務を履行できる唯一の業者であるこ
とから会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

737
㈱ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻ-ﾋﾞｽ
大阪府大阪市淀川区西宮原1-
7-38

オーダリングシステム　年
間保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 6,350,400 随意契約 
専門性が高い当院ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑの保守業務であり、
当該業者が当該業務を履行できる唯一の業者であるこ
とから会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

738
㈱四国環境管理ｾﾝﾀｰ
香川県丸亀市垂水町5-4

除害施設　年間保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,038,870 随意契約 
専門性が高い排水衛生管理ｼｽﾃﾑの保守業務であり、
当該業者が当該業務を履行できる唯一の業者であるこ
とから会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

739
富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱高松SS
香川県高松市亀井町8-11

ＦＣＲシステム　年間保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 3,623,235 随意契約 
専門性が高い高度放射線装置の保守業務であり、当該
業者が当該業務を履行できる唯一の業者であることか
ら会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

740
日本電子㈱大阪支店
大阪府大阪市淀川区西中島5-
14-5

生化学分析装置　年間保
守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.5.26 1,597,749 随意契約 
専門性が高い高度検査システムの保守業務であり、当
該業者が当該業務を履行できる唯一の業者であること
から会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

741
日本電気㈱四国支社
高松市中野町29-2住友生命高
松ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ

臨床検査ｼｽﾃﾑ（ｿﾌﾄｳｪｱ）
年間保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,827,000 随意契約 
専門性が高い高度臨床検査装置の保守業務であり、当
該業者が当該業務を履行できる唯一の業者であること
から会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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742
東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
香川県高松市寿町1-3-2

Ｘ線ＴＶ装置　年間保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,533,000 随意契約 
専門性が高い高度放射線装置の保守業務であり、当該
業者が当該業務を履行できる唯一の業者であることか
ら会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

743
東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
香川県高松市寿町1-3-2

放射線サーバーシステム
保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 4,044,600 随意契約 
専門性が高い高度放射線装置の保守業務であり、当該
業者が当該業務を履行できる唯一の業者であることか
ら会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

744
東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
香川県高松市寿町1-3-2

放射線治療装置　保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 5,859,000 随意契約 
専門性が高い高度放射線装置の保守業務であり、当該
業者が当該業務を履行できる唯一の業者であることか
ら会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

745
ｼｰﾒﾝｽ㈱
大阪府大阪市北区西天満4-
11-22

自走式搬送装置　保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 3,105,900 随意契約 
専門性が高い院内搬送ｼｽﾃﾑの保守業務であり、当該
業者が院内のｼｽﾃﾑ設備を熟知した当該業務を履行で
きる唯一の業者であることから会計細則第52条第6項に
該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

746
ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ㈱高
松営業所
香川県高松市上之町1-1-1

全身用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ撮影装置
年間保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 10,920,000 随意契約 
専門性が高い高度放射線装置の保守業務であり、当該
業者が当該業務を履行できる唯一の業者であることか
ら会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

747
三建設備工業㈱四国営業所
香川県高松市兵庫町8-1

空調設備　年間保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 5,145,000 随意契約 
専門性が高い空調ｼｽﾃﾑの保守業務であり、当該業者
が当院の配管設備を熟知した当該業務を履行できる唯
一の業者であることから会計細則第52条第6項に該当
する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

748
金剛㈱岡山営業所
岡山県岡山市新保1175-2

ﾏｲｺﾝｶﾙﾃ検索ｼｽﾃﾑ　保守

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 2,173,500 随意契約 
専門性が高いカルテ管理システムの保守業務であり、
当該業者が当該業務を履行できる唯一の業者であるこ
とから会計細則第52条第6項に該当する為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

749
㈱中村鐵工所
茨城県北相馬郡藤代町毛有
850

高気圧酸素治療装置点検
整備

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 5,460,000 随意契約 
当該業務は、障害時の即時対応・復旧等を考慮したとこ
ろ、㈱中村鐵工所以外は行うことが出来ないものであ
り、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

750
利康商事㈱
福岡県福岡市博多区博多駅南
5-6-38

体外衝撃波破砕装置ピエ
ゾリス保守

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 3,675,000 随意契約 
当該業務は、障害時の即時対応・復旧等を考慮したとこ
ろ、利康商事㈱以外は行うことが出来ないものであり、
会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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751
三菱電機ビルテクノサービス㈱
福岡県北九州市小倉北区浅野
3-8-1

エレベーター等保守

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 4,199,580 随意契約 
当該業務は、障害時の即時対応・復旧等を考慮したとこ
ろ、開発業者である三菱電機ビルテクノサービス㈱以外
は行うことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

752
富士フイルムメディカル㈱
福岡県北九州市小倉北区上到
津2-4-15

CR撮影装置FCR9000保守

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 4,953,900 随意契約 
当該業務は、障害時の即時対応・復旧等を考慮したとこ
ろ、メーカーのメンテナンス業者である富士フイルムメ
ディカル㈱以外は行うことが出来ないものであり、第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

753
東芝メディカルシステムズ㈱
福岡県北九州市小倉北区紺屋
町13-1

東芝CT装置Aquilion保守

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 10,458,000 随意契約 
当該業務は、障害時の即時対応・復旧等を考慮したとこ
ろ、メーカーのメンテナンス業者である東芝メディカルシ
ステムズ㈱以外は行うことが出来ないものであり、第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

754
東芝メディカルシステムズ㈱
福岡県北九州市小倉北区紺屋
町13-1

東芝X線装置AREX-
CC800A保守

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 3,496,500 随意契約 
当該業務は、障害時の即時対応・復旧等を考慮したとこ
ろ、メーカーのメンテナンス業者である東芝メディカルシ
ステムズ㈱以外は行うことが出来ないものであり、第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

755
西部特機工業㈱
福岡県福岡市博多区豊1-8-21

医療ガス設備点検

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 3,097,500 随意契約 
当該業務は、院内を複雑に経由した構造である配管を
有しており、障害やトラブルに対応できる業者を勘案し
たところ、西部特機工業㈱以外は行うことが出来ないも
のであり、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

756
島津メディカルシステムズ㈱
福岡県北九州市小倉北区若富
士町2-1

核医学診断装置保守

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 3,675,000 随意契約 
当該業務は、障害時の即時対応・復旧等を考慮したとこ
ろ、メーカーのメンテナンス業者である島津メディカルシ
ステム㈱以外は行うことが出来ないものであり、第５２条
第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

757
荏原冷熱システム㈱
福岡県糟屋郡粕屋町仲原2648

吸収冷凍機保守

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 1,701,000 随意契約 
当該業務は、障害時の即時対応・復旧等を考慮したとこ
ろ、荏原冷却システム㈱以外は行うことが出来ないもの
であり、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

758
ＪＦＥ環境ソリューションズ㈱
福岡県福岡市博多区千代1-
17-1

動く歩道保守

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 1,316,700 随意契約 

当該業務は、突発的な障害やトラブルに対応施行でき
る業者を勘案したところ、本機器メーカーにかかる設備
図面・資材・部品等の調達を行うことは他業者において
は困難であり、JFEプラント＆サービス㈱以外は十分に
行うことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

759
山陽興産(株)
岡山県高梁市中原町1542-6

一般廃棄物処理

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 1,241,100 随意契約 当院の立地条件から、当該業者以外請け負う業者がい
ない。会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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760
(株)衛生センター
岡山県岡山市当新田443-1

感染性廃棄物処理

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 2,793,701 随意契約 
院内感染防止の観点から、適切な業務を遂行できる業
者に行わせることが必要であるため、会計細則第52条
第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

761

富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱　横浜営業
所
神奈川県横浜市港北区新横浜
2丁目8番11号

画像読取装置　ＦＣＲ　ＰＲ
ＯＦＥＣＴ　ＣＳ　１台他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 3,780,000 随意契約 
製品各メーカー独自の特殊機能など機器の専門性があ
り、製造者でないと対応できない。また、故障時の迅速
な対応等が不可欠であるため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

762

東芝メディカルシステムズ㈱
横浜支店
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2丁目3番5号

健診システム　ＭＨＣ／Ｅ－
ＡＬＰＨＡ　１式他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 2,009,700 随意契約 
製品各メーカー独自の特殊機能など機器の専門性があ
り、製造者でないと対応できない。また、故障時の迅速
な対応等が不可欠であるため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

763

東芝メディカルシステムズ㈱
横浜支店
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2丁目3番5号

デジタルＸ線テレビ撮影装
置　ＤＲＥＸ－ＢＸ６８Ｘ２／Ｒ
２　３台（４回／年）

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 2,079,000 随意契約 
製品各メーカー独自の特殊機能など機器の専門性があ
り、製造者でないと対応できない。また、故障時の迅速
な対応等が不可欠であるため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

764
第一法規（株）
東京都港区南青山２丁目１１
番１７号

独立行政法人労働者健康
福祉機構例規集

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

19.2.1 3,062,010 随意契約 
当該業務は例規集の改訂版であり、システムを変更す
るとリンク等関連付け作業等を行わなければならず、膨
大な作業時間と費用を要することになるため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

765
東京海上日動火災保険(株)
東京都千代田区丸の内１丁目
２番１号

個人情報漏洩保険

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.10.1 4,353,710 随意契約 
当該保険会社の保健は、機構全施設を担保するもので
あり、比較すると安価であるため、会計細則第５２条６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

766
（株）日本フラット
大阪府大阪市天王寺区清水谷
町4-6

カルテ自動入出庫装置（カ
ルテマスター）保守点検業
務

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.4.1 4,737,600 随意契約 不落随契（会計細則第５３条） 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

767
富士通㈱
北海道釧路市末広町１３丁目
１－４

医事会計システム保守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 8,910,000 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

768
富士フィルムメディカル㈱
北海道帯広市大通南１０－８

コンピューテッドラジオグラ
フィーシステム保守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 5,145,000 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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769
東芝メディカルシステムズ㈱
北海道釧路市北大通６丁目２
－１

Ｘ線撮影装置保守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 1,144,500 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

770
東芝メディカルシステムズ㈱
北海道釧路市北大通６丁目２
－１

全身コンピュータ断層撮影
装置保守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 5,418,000 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

771
㈱常光
北海道釧路市星が浦大通１丁
目３番１０

臨床検査システム保守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 10,710,000 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

772
㈱ムトウ
北海道札幌市北区１１条西４
丁目１番地

心臓血管撮影装置保守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 3,727,500 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

773
㈱ムトウ
北海道札幌市北区１１条西４
丁目１番地

看護支援システム保守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 2,860,200 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

774
㈱ムトウ
北海道札幌市北区１１条西４
丁目１番地

血液検査分析システム保
守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 2,338,350 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

775
㈱アサヒ電子システム
大阪府大阪市中央区瓦町１－
４－１６

カルテ管理システム保守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 2,520,000 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

776
㈱Ｖａｒｉａｎ　ＭＥメディヵルズ
東京都中央区日本橋富沢町１
０番１６号

医療用放射線治療システ
ム保守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 7,557,900 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

777
㈱Ｓ＆Ｓエンジニアリング
北海道札幌市北区北７条西１
丁目１－２

気送管設備（エアシュー
ター）保守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 4,662,000 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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778
㈱Ｓ＆Ｓエンジニアリング
北海道札幌市北区北７条西１
丁目１－２

自走台車保守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 6,804,000 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

779
ジョンソンコントロールズ㈱
北海道札幌市中央区北２条西
１－１

中央監視及び自動制御装
置保守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 7,560,000 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

780
GＥ横河メディカルシステム㈱
東京都八王子市高倉町２６－
２

磁気共鳴断層撮影装置保
守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 13,230,000 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

781
GＥ横河メディカルシステム㈱
東京都八王子市高倉町２６－
２

全身コンピュータ断層撮影
装置保守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 26,565,000 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

782
日本電気（株）
愛媛県松山市1番町1-15-2

保守料/医事課予約システ
ム

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 2,331,000 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

783
㈱　ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

入院データ入力業務委託

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.24 5,191,263 随意契約 
ＤＰＣに関する高度な専門知識が必要であり、かつ特段
の職務上の守秘義務を求められる業務であり、優秀な
人材を安定的に確保できることが必要とされるため会計
細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

784
アシスト（株）
東京都千代田区神田西福田町
４－１　メディックスビル

栄養管理室事務業務（派
遣・単価契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,415,040 随意契約 
患者個人情報の取扱及び患者窓口対応を行うため経
験・実績・信頼性を必要とする業務であり、会計細則第
52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

785
（株）スーパーナース
東京都新宿区西新宿１－２３
－７　新宿ファーストウェスト４Ｆ

看護師派遣

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,319,750 随意契約 
患者個人情報の取扱及び患者窓口対応を行うため経
験・実績・信頼性を必要とする業務であり、会計細則第
52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

786
㈱シグマスタッフ
東京都新宿区西新宿1-25-1新
宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ49F

労働者派遣契約・紹介予定
派遣契約

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 4,260,067 随意契約 看護業務という条件及び人材確保がされている事業者
に、競争に必要な期間が確保出来なかったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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787
（株）日米クック
大阪市北区大淀中１丁目１７
番２２号

学生宿舎給食業務

労働者健康福祉機構関
西労災看護専門学校契
約担当役　校長　　　奥
謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 13,005,130 随意契約 食事内容に対する学生の評価が高く、また業務に対す
る姿勢も高く評価できる

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

788
川崎市シルバー人材センター
川崎区堤根３４－１９

営繕業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 2,196,692 随意契約 病院という特殊な環境における業務のため、実績・信頼
性を軽視できないため。会計細則第52条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

789
日本労働者協同組合連合会セ
ンター事業団
東京都豊島区南大塚2-33-10

駐車場管理業務に関する
業務請負委託

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.4.1 6,275,112 随意契約 不落随契（会計細則第５３条） 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

790
（有）CRC
北海道岩見沢市岡山町18番20

冬期駐車場等除雪業務委
託

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.11.10 3,801,000 随意契約 
病院敷地内の除雪業務であり、専門性・信頼性におい
て条件を満たす相手方が当該業者以外にいないため、
会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

791
(株)富士工業
北海道美唄市東5条北3丁目3
番9号

窓ガラス等特別清掃業務
委託

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.7.1 2,064,300 随意契約 
当業務は建物清掃に付随するものである、当業務の円
滑な実施は建物清掃(一般競争)の履行業者である当該
業者以外いないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

792

太平ビルサービス（株）八戸支
店
青森県八戸市北白山台２丁目
２－２２

当直補助業務委託　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 1,701,000 随意契約 
委託者と受託者の共同業務であり、当該業務を行なう
にあたっては、双方の信頼関係、信用度を重視すべき
であり、単年度毎の競争にはなじむものではないことか
ら、会計細則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

793

太平ビルサービス（株）八戸支
店
青森県八戸市北白山台２丁目
２－２２

洗濯業務委託　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 3,604,860 随意契約 
委託者と受託者の共同業務であり、当該業務を行なう
にあたっては、双方の信頼関係、信用度を重視すべき
であり、単年度毎の競争にはなじむものではないことか
ら、会計細則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

794

（株）ビー・エム・エル八戸営業
所
青森県八戸市石堂１丁目５－
２２

検体検査業務院内委託　１
式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 28,029,775 随意契約 
委託者と受託者の共同業務であり、当該業務を行なう
にあたっては、双方の信頼関係、信用度を重視すべき
であり、単年度毎の競争にはなじむものではないことか
ら、会計細則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

795
東北ビル管財㈱
秋田県大館市片山字中道6-2

会計課用度係一般業務の
補助

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 1,842,204 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第５２条第６号を適用

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

796
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

内科クラーク業務委託契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 2,217,600 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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797

㈱日本医療事務センター千葉
支社
千葉県千葉市中央区新田町1-
1

医事課業務委託

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 48,144,600 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

798

㈱日本医療事務センター千葉
支社
千葉県千葉市中央区新田町1-
1

病棟・外来クラーク業務

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 36,513,816 随意契約 
平成17年度途中よりクラークを配置し、漸く業務の分担
等が整備されたところである。現時点での他業者による
円滑な業務遂行が困難であり、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

799

㈱日本医療事務センター千葉
支社
千葉県千葉市中央区新田町1-
1

ナースエイド業務

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 22,065,469 随意契約 
平成17年度途中よりナースエイドを配置し、漸く業務の
分担等が整備されたところである。現時点での他業者に
よる円滑な業務遂行が困難であり、会計細則第52条第6
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

800

㈱日本医療事務センター千葉
支社
千葉県千葉市中央区新田町1-
1

日直・宿直補助業務

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 5,076,540 随意契約 
平成18年度早々に二交替勤務への以降を計画してお
り、当該業者は医事業務の委託先でもあり、業務に精
通し院内事情を把握していることから、会計細則第52条
第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

801
㈱システム情報パートナー
埼玉県坂戸市泉町2-3-8

病院情報システム業務

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 11,214,000 随意契約 
DPC導入・レセプト電算化・HPの刷新といった業務の変
更の 中であることから、会計細則第52条第6号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

802
㈱サンリツ
千葉県八千代市上高野1353-
25

検体検査業務（ブランチ）

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 33,267,349 随意契約 
ブランチ化への移行もあり、円滑な業務の履行の為当
該業者が適当であることから、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

803
㈱エスアールエス
東京都立川市曙町2-41-19

検査業務

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 28,658,024 随意契約 
ブランチ化への移行もあり、円滑な業務の履行の為当
該業者が適当であることから、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

804
ワタキューセイモア㈱北関東支
店
埼玉県越谷市七左町3-194

洗濯物搬送業務

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 2,507,400 随意契約 
感染防止・衛生環境の確保に対し共に取組んでおり、他
業者では業務の履行が困難であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

805
ワタキューセイモア㈱北関東支
店
埼玉県越谷市七左町3-193

当直用ベツトメーク業務

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 1,512,000 随意契約 
毎日の業務であり、また洗濯・運搬とも関った業務であ
り、他業者では業務の履行が困難であり、会計細則第
52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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806
ワタキューセイモア㈱北関東支
店
埼玉県越谷市七左町3-192

リネン等洗濯業務

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 18,653,109 随意契約 
感染防止・衛生環境の確保に対し共に取組んでおり、他
業者では業務の履行が困難であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

807
ワタキューセイモア㈱
北関東支店
埼玉県越谷市七左町3-194

基準寝具・病衣委託

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 16,785,293 随意契約 
感染防止・衛生環境の確保に対し共に取組んでおり、他
業者では業務の履行が困難であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

808
太平ビルサービス㈱千葉支社
千葉県千葉市中央区新町1-17

注射・薬品運搬業務

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 1,524,600 随意契約 

17年度途中、注射オーダーの開始に伴い運搬時間の変
更により発生した案件である。運用面で改善途中のもの
であり、該当業者以外での臨機応変な対応や円滑な業
務の履行が困難であり、会計細則第52条第6号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

809
双葉産業（株）
東京都千代田区麹町６－２－
３０

電話交換業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 11,566,800 随意契約 

本業務は、外部と病院との接点を司り、病院機能の根
幹を成す業務であり、外部からの問い合わせ等の対
応、処理、取り次ぎ、案内等多岐に亘ることから、病院
の理念、基本方針及び業務を熟知していること、また、
個人情報の守秘義務を求められることから、継続委託
することが適切であると判断した。会計細則第５２条第１
３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

810
富士リネンサプライ（株）
東京都西多摩群瑞穂町長岡３
－１－１１

寝具業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 10,274,240 随意契約 

本業務は、入院時において患者様に療養環境向上のた
め、清潔な寝具を提供する業務であり、療養環境の停
滞・混乱が生じ、患者様サービス等の低下を招かないた
めには、病院の理念、基本方針及び業務を熟知してい
ることが必要であることから、継続委託することが適切
であると判断した。会計細則第５２条第１３号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

811
富士リネンサプライ（株）
東京都西多摩群瑞穂町長岡３
－１－１１

寝具白衣等集配業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 4,132,800 随意契約 

本業務は、入院患者様に提供する寝具、病衣等の各病
棟への集配業務であり、療養環境の停滞・混乱が生じ
ないよう病院の理念、基本方針及び業務を熟知している
ことが必要であることから、継続委託することが適切で
あると判断した。会計細則第５２条第１３号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

812
富士リネンサプライ（株）
東京都西多摩群瑞穂町長岡３
－１－１１

白衣・寝具等洗濯業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 11,863,977 随意契約 

本業務は、医師、看護師、その他業務の回診衣及び病
衣、検査着、寝具類の洗濯業務であり、患者様に対し清
潔な状況での診療、療養環境を提供する業務であり、
診察、療養環境の停滞・混乱が生じないよう病院の理
念、基本方針及び業務を熟知していることが必要である
ことから、継続委託することが適切であると判断した。会
計細則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

813
富士リネンサプライ（株）
東京都西多摩群瑞穂町長岡３
－１－１１

病衣業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 4,544,581 随意契約 

本業務は、入院時において患者様に療養環境向上のた
め、清潔な病衣等を提供する業務であり、療養環境の
停滞・混乱が生じ、患者様サービス等の低下を招かない
ためには、病院の理念、基本方針及び業務を熟知して
いることが必要であることから、継続委託することが適
切であると判断した。会計細則第５２条第１３号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

814
三幸企業（株）
東京都千代田区神田佐久間町
３－３８

医薬品搬送業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 3,389,400 随意契約 

本業務は、薬剤部と各病棟及び手術室との医薬品の搬
送業務であり、患者様への診療、看護業務に混乱が生
じないよう円滑なる業務履行を確保するには、病院の理
念、基本方針及び業務を熟知していること、また、個人
情報の守秘義務を求められることから、継続委託するこ
とが適切であると判断した。会計細則第５２条第１３号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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815
三幸企業（株）
東京都千代田区神田佐久間町
３－３８

メッセンジャー業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 3,263,400 随意契約 

本業務は、各病棟及び外来診療科をはじめ、各部署へ
のカルテ、Ｘ線フィルム、伝票等の搬送業務であり、患
者様への診療、看護業務に混乱が生じないよう円滑な
る業務履行を確保するには、病院の理念、基本方針及
び業務を熟知していること、また、個人情報の守秘義務
を求められることから、継続委託することが適切である
と判断した。会計細則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

816
三幸企業（株）
東京都千代田区神田佐久間町
３－３８

メッセンジャー業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.10.1 4,901,400 随意契約 

本業務は、各病棟及び外来診療科をはじめ、各部署へ
のカルテ、Ｘ線フィルム、伝票等の搬送業務であり、患
者様への診療、看護業務に混乱が生じないよう円滑な
る業務履行を確保するには、病院の理念、基本方針及
び業務を熟知していること、また、個人情報の守秘義務
を求められることから、継続委託することが適切である
と判断した。会計細則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

817
三幸企業（株）
東京都千代田区神田佐久間町
３－３８

看護補助業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 9,336,600 随意契約 

本業務は、入院患者様の病室内の環境整理、給食等に
おける療養生活上の補助、各診療科への移動等多岐に
亘るため、患者様へのサービス等の低下を招かないた
めには、病院の理念、基本方針及び業務を熟知してい
ること、また、個人情報の守秘義務を求められることか
ら、継続委託することが適切であると判断した。会計細
則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

818
三幸企業（株）
東京都千代田区神田佐久間町
３－３８

看護補助業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.10.1 1,296,750 随意契約 

本業務は、入院患者様の病室内の環境整理、給食等に
おける療養生活上の補助、各診療科への移動等多岐に
亘るため、患者様へのサービス等の低下を招かないた
めには、病院の理念、基本方針及び業務を熟知してい
ること、また、個人情報の守秘義務を求められることか
ら、継続委託することが適切であると判断した。会計細
則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

819
（株）ハリマビステム
東京都港区新橋３－４－５

中央監視室業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 41,706,000 随意契約 

本業務は、ボイラー等設備機器の運転・監視業務、各
施設機器の点検・保守業務の他、コ・ジェネレーションシ
ステムの効率的運用などによる、光熱水費の節減、省
エネルギー管理等多岐に亘り、ライフラインを含む施設
の環境管理を担う業務であることから、円滑なる業務履
行を確保するには当該業務を熟知していること、とりわ
け省エネルギーの推進には継続して蓄積された経験を
基に実施することが必要なことから、継続委託するころ

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

820
（株）ニチイ学館
東京都渋谷区渋谷２－１５－１

医事課業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 55,068,300 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

821
（株）ニチイ学館
東京都渋谷区渋谷２－１５－１

医療連携室業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 7,639,556 随意契約 

本業務は、各医師会との連絡調整及び医療連携病院
からの患者様の情報提供等の連絡調整窓口であること
から、業務遅延等による信頼性の低下を招かないため
に、病院の理念、基本方針及び業務を熟知しているこ
と、また、個人情報の守秘義務を求められることから会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

822
（株）ニチイ学館
東京都渋谷区渋谷２－１５－１

外来クラーク業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 8,848,593 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

823
（株）ニチイ学館
東京都渋谷区渋谷２－１５－１

検査科受付業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 3,916,482 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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824
（株）ニチイ学館
東京都渋谷区渋谷２－１５－１

放射線科受付業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 3,654,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

825
（株）ニチイ学館
東京都渋谷区渋谷２－１５－１

健診部事務業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 3,780,000 随意契約 

本業務は、健診及びドック等の受付から始まり、各検査
場所への案内、料金精算等来院者と接する機会の多い
部署であり、検査等の待ち時間短縮によるサービス向
上を遂行するには、病院の理念、基本方針及び業務を
熟知していること、また、個人情報の守秘義務を求めら
れる業務のため、継続委託することが適切であると判断
した。会計細則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

826
（株）アネシス
東京都千代田区神田小川町３
－１２

警備業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 45,990,000 随意契約 

本業務は、病院施設及び敷地内の安全を維持・確保す
るという病院管理上重要な業務であり、有事の際には迅
速かつ的確なる業務遂行が必要である。よって、病院の
理念、基本方針及び病院施設等について熟知している
ことが必要不可欠と考えられることから、継続委託する
ことが適切であると判断した。会計細則第５２条第１３号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

827
東神管財（株）
横浜市中区住吉町３－３６

検体・注射薬ポーター業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 2,671,200 随意契約 
検体や薬品の院内配送業務であり、患者の個人情報や
薬品に接する機会が多いため、実績・信頼性は軽視で
きない。会計細則第52条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

828
東神管財（株）
横浜市中区住吉町３－３６

駐車場管理業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 6,195,000 随意契約 
駐車場及び正面玄関付近の整理業務であり、来院者へ
の対応及び現金出納等実績・信頼性を軽視できないこ
とから、会計細則第52条第6号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

829
東神管財（株）
横浜市中区住吉町３－３６

電気・ボイラー業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 23,468,544 随意契約 
病院という特殊な環境のため、設備管理や非常時の対
応について実績・信頼性を軽視できないことから、会計
細則第52条第6号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

830
ピジョンハーツ（株）
東京都中央区日本橋久松町４
番４号　ピジョンビル

保育業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 15,397,925 随意契約 乳幼児の保育業務であるため、経験・実績・信頼性が不
可欠であり、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

831
ニチイ学館
川崎市川崎区駅前本町２６－
４　エクセレント川崎ビル６Ｆ

医事課業務委託

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 85,414,896 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

832
ニチイ学館
川崎市川崎区駅前本町２６－
４　エクセレント川崎ビル６Ｆ

外来診療報酬請求業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 17,149,184 随意契約 

医事課業務を委託しており、当該業務に精通しているの
みならず、病院業務及び診療体制を熟知しておりかつ
特段の職務上の守秘義務を求められる業務であり、十
分な経験を有していることが必要とされるため会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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833
ニチイ学館
川崎市川崎区駅前本町２６－
４　エクセレント川崎ビル６Ｆ

診療科窓口業務委託

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 31,565,394 随意契約 

医事課業務を委託しており、当該業務に精通しているの
みならず、病院業務及び診療体制を熟知しておりかつ
特段の職務上の守秘義務を求められる業務であり、十
分な経験を有していることが必要とされるため会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

834
ニチイ学館
川崎市川崎区駅前本町２６－
４　エクセレント川崎ビル６Ｆ

健康管理センター業務委託

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 15,801,156 随意契約 
個人情報（健診結果等）を取り扱うほか健診者のエス
コートを行うための接遇も重要な条件となる。従って、経
験・実績・信頼性が必要であり、会計細則第52条第6号
に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

835
ニチイ学館
川崎市川崎区駅前本町２６－
４　エクセレント川崎ビル６Ｆ

電話交換業務　他3件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 13,044,654 随意契約 
電話交換業務や医局の管理等個人情報及び病院の情
報を取り扱う業務であるので実績・信頼性が必要であ
り、会計細則第52条第6号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

836
新東産業（株）
東京都渋谷区渋谷２－１２－１
９　東腱ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾋﾞﾙ３Ｆ

警備業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 12,297,600 随意契約 
当業務は、非常時・緊急時の対応以外に救急患者の対
応等病院特有の業務が含まれており、実績・信頼性を
軽視できないことから会計細則第52条第6号に該当す
る。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

837
（株）日本医療事務センター
横浜市西区高島２－１３－２
横浜駅前共同ビル６Ｆ

医事課入院係（派遣・単価
契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 40,692,854 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

838
アデコキャリアスタッフ（株）
川崎市高津区久本３－２－１
ＷＥＬＬ　ＴＯＷＥＲ　１Ｆ

外来診療科受付業務（派
遣・単価契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 11,725,490 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

839
アデコキャリアスタッフ（株）
川崎市高津区久本３－２－１
ＷＥＬＬ　ＴＯＷＥＲ　１Ｆ

健康管理センター受付業務
（派遣・単価契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 2,948,633 随意契約 
個人情報（健診結果等）を取り扱うほか健診者のエス
コートを行うための接遇も重要な条件となる。従って、経
験・実績・信頼性が必要であり、会計細則第52条第6号
に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

840
アデコキャリアスタッフ（株）
川崎市高津区久本３－２－１
ＷＥＬＬ　ＴＯＷＥＲ　１Ｆ

薬剤部事務業務（派遣・単
価契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,254,175 随意契約 
患者個人情報の取扱及び患者窓口対応を行うため経
験・実績・信頼性を必要とする業務であり、会計細則第
52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

841
アシスト（株）
東京都千代田区神田西福田町
４－１　メディックスビル

外来診療科受付業務（派
遣・単価契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 8,112,072 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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842
アシスト（株）
東京都千代田区神田西福田町
４－１　メディックスビル

手術室受付業務（派遣・単
価契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 3,059,666 随意契約 
医事課業務を委託しており、当該業務に精通しているの
みならず、病院業務及び診療体制を熟知しており、十分
な経験を有していることが必要とされるため会計細則第
５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

843
アシスト（株）
東京都千代田区神田西福田町
４－１　メディックスビル

内視鏡室補助（派遣・単価
契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 3,198,593 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

844
アシスト（株）
東京都千代田区神田西福田町
４－１　メディックスビル

会計窓口業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 18,270,000 随意契約 
当該業務は、患者個人情報の取扱及び患者の窓口対
応及び現金出納を行うため実績・信頼性が不可欠とな
る。会計細則第52条第6号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

845
（株）日本教育クリエイト
横浜市神奈川区鶴屋町２－２
３－２ＴＳプラザビル６Ｆ

医事課入院係（派遣・単価
契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 8,356,715 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

846
（株）第一相美
横浜市西区南幸２－１－２２
相鉄ムービル５階

薬剤部事務業務（派遣・単
価契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 2,174,700 随意契約 
患者個人情報の取扱及び患者窓口対応を行うため経
験・実績・信頼性を必要とする業務であり、会計細則第
52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

847
（株）柴橋商会
横浜市神奈川区鶴屋町２－１
１－５　ＳＧビル

診察衣　他104件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 52,326,373 随意契約 
血液付着物の一次洗浄等を行うものであり、洗濯に関
する技術力の他に法令に関する知識及びその遵守が
求められるため、経験・実績等を要する業務であり、会
計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

848
（株）柴橋商会
横浜市神奈川区鶴屋町２－１
１－５　ＳＧビル

個室サプライ品供給管理業
務（単価契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,438,665 随意契約 突発的な依頼に対し、迅速に対応できるのは当業者の
みである為。会計細則第52条第6号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

849
（株）メフォス
横浜市西区高島２丁目６番３２
号　日産横浜ビル１６階

栄養管理室業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 9,513,000 随意契約 
専門知識が必要な上、在庫管理などを行うため、経験・
実績を要し、競争に付することが適当ではない為。会計
細則第52条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

850
（株）ダスキンヘルスケア
東京都港区芝１－６－１０芝ＳＩ
Ａビル２Ｆ

ポーター業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 8,630,055 随意契約 
診療録・レントゲンフィルム・検査結果等の院内搬送業
務であり、患者の個人情報を取り扱う機会が多く、実績
や信頼性をようするものであり、会計細則第52条第6号
に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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851
（株）エス・アール・エル
横浜市西区北幸２丁目１０番２
７号　立野・東武ビル２Ｆ

検査業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 41,958,066 随意契約 当院の要求する仕様を満たすのが、当業者のみである
為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

852
相鉄企業（株）
神奈川県横浜市西区北幸２－
９－１４

設備管理業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 27,309,545 随意契約 病院設備に対する熟知が要求され、継続性と実績を重
視して相手方とした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

853
（株）メディカルトラスト
東京都世田谷区代沢２－２９
－１２

薬剤支援業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 13,774,320 随意契約 薬品の受払い及び在庫管理業務であり、業務に対する
知識、啓発研修等の実績を重視し相手方とした

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

854
（株）日本医療事務センター
神奈川県横浜市西区高島２－
１８－２－６Ｆ

医科・歯科外来会計カード
点検業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 3,774,960 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

855
（株）日本医療事務センター
神奈川県横浜市西区高島２－
１８－２－６Ｆ

医事課医事係業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 3,906,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

856
（株）日本医療事務センター
神奈川県横浜市西区高島２－
１８－２－６Ｆ

医事課入院係事務業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 15,624,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

857
（株）日本医療事務センター
神奈川県横浜市西区高島２－
１８－２－６Ｆ

医療事務窓口業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 150,490,368 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

858
（株）日本医療事務センター
神奈川県横浜市西区高島２－
１８－２－６Ｆ

病棟クラーク業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 31,812,100 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、十分な経験を有していることが
必要とされるため会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

859
（株）日本医療事務センター
神奈川県横浜市西区高島２－
１８－２－６Ｆ

アスベスト疾患センター事
務業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 3,906,000 随意契約 病院での守秘義務の遂行、患者サービスに対する体
制、実績を重視し相手方とした

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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860
（株）日本医療事務センター
神奈川県横浜市西区高島２－
１８－２－６Ｆ

地域医療連携室事務業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 3,124,800 随意契約 病院での守秘義務の遂行、患者サービスに対する体
制、実績を重視し相手方とした

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

861
（株）日本医療事務センター
神奈川県横浜市西区高島２－
１８－２－６Ｆ

看護補助業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 19,807,200 随意契約 病院での守秘義務の遂行、患者サービスに対する体
制、実績を重視し相手方とした

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

862
（株）日本医療事務センター
神奈川県横浜市西区高島２－
１８－２－６Ｆ

宿日直業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 28,067,544 随意契約 病院での守秘義務の遂行、患者サービスに対する体
制、実績を重視し相手方とした

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

863
㈱ＢＳＮアイネット
新潟県新潟市米山２丁目５番
地１

入院病名コーディング業務
委託

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 7,094,645 随意契約 
ＤＰＣに関する高度な専門知識が必要であり、かつ特段
の職務上の守秘義務を求められる業務であり、優秀な
人材を安定的に確保できることが必要とされるため会計
細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

864
㈱ＢＳＮアイネット
新潟県新潟市米山２丁目５番
地１

病院情報システム管理業
務委託

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 5,040,000 随意契約 
専門知識、技術が必要なため、システムエンジニアが適
任であり、既存システムの知識と優秀な人材がいる業
者が近隣には他にないため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

865
（財）北陸電気保安協会
富山県魚津市相木字水落553-
1

電気工作物保安管理業務
委託

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 1,235,172 随意契約 当該機器の製造元である業者以外行うことができない
ため、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

866
第一建築サービス㈱
静岡県静岡市葵区栄町3番地9
朝日生命静岡ビル9Ｆ

【事務】宿日直業務委託契
約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 13,671,000 随意契約 業務について信用があり、経験・実績とも豊富であるこ
とから会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

867
第一建築サービス（株）
愛知県名古屋市中区栄３－２
－７

清掃業務委託料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 13,986,000 随意契約 
増改築予定であり、清掃面積等が随時変更となる。変
更した時点で締結金額等を変更する条件提示が可能な
のは締結業者のみのため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

868
日本交通（株）
兵庫県尼崎市稲葉元町3-21-
15

バス運行管理業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 11,607,000 随意契約 
当院職員を安全に時間内に送迎する必要があり、当該
業者以外に出来ないため、会計細則第52条第6号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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869
第一建築サービス（株）
大阪府大阪市北区堂島1-5-17

設備管理（電気）業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 3,888,000 随意契約 
当院中央監視設備に熟知している必要があり、経験の
ある当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第
6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

870
第一建築サービス（株）
大阪府大阪市北区堂島1-5-17

搬送設備業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 3,888,000 随意契約 
搬送設備の管理委託契約であり、経験のある当該業者
以外に出来ないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

871
第一建築サービス（株）
大阪府大阪市北区堂島1-5-17

フィルター等洗浄業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 7,686,000 随意契約 
ボイラー業務との連携が必要であり、経験のある当該
業者以外に出来ないため、会計細則第52条第6号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

872
第一建築サービス（株）
大阪府大阪市北区堂島1-5-17

ボイラー業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 7,776,000 随意契約 
当院中央監視設備に熟知している必要があり、経験の
ある当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第
6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

873
タイガー警備保障（株）
大阪府堺市北区百舌鳥梅北町
5-243-3

保安警備・事務宿日直業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 63,529,512 随意契約 
当院全体の警備管理業務の委託契約であり、経験のあ
る当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第6
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

874
（株）ヒューマンインベントリー
兵庫県神戸市中央区西町35

会計窓口収納業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 5,657,400 随意契約 
会計窓口の収納委託契約であり、経験のある当該業者
以外に出来ないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

875
（株）ニチイ学館
兵庫県神戸市中央区磯上通8-
3-10

ＤＰＣ対応業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.7.1 3,432,450 随意契約 
当院医事業務に熟知している必要があり、経験のある
当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

876
（株）ニチイ学館
兵庫県神戸市中央区磯上通8-
3-10

採血受付業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 1,805,580 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

877
（株）ニチイ学館
兵庫県神戸市中央区磯上通8-
3-10

医事課業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 141,988,764 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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878
（株）ニチイ学館
兵庫県神戸市中央区磯上通8-
3-10

医事課レセプト点検業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 19,214,563 随意契約 

医事課業務を委託しており、当該業務に精通しているの
みならず、病院業務及び診療体制を熟知しておりかつ
特段の職務上の守秘義務を求められる業務であり、十
分な経験を有していることが必要とされるため会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

879
（株）ニチイ学館
兵庫県神戸市中央区磯上通8-
3-10

アスベスト検診結果データ
入力業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 2,828,700 随意契約 
当院医事業務に熟知している必要があり、経験のある
当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

880
（株）ニチイ学館
兵庫県神戸市中央区磯上通8-
3-10

会計課用度係業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.21 2,828,700 随意契約 
物品管理業務に熟知している必要があり、経験のある
当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

881
（株）ニチイ学館
兵庫県神戸市中央区磯上通8-
3-10

経営企画課業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.8.16 1,991,808 随意契約 
当院医事業務に熟知している必要があり、経験のある
当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

882
（株）ニチイ学館
兵庫県神戸市中央区磯上通8-
3-10

総務課業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 3,210,480 随意契約 
職員の情報を扱うため、信頼できて経験のある当該業
者以外に出来ないため、会計細則第52条第6号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

883
（株）ニチイ学館
兵庫県神戸市中央区磯上通8-
3-10

薬剤窓口業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 2,822,400 随意契約 
当院医事業務に熟知している必要があり、経験のある
当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

884
（株）クリエイティブ阪急
大阪府大阪市北区芝田1-15-
13

ホスピタルパーク植栽管理
業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 6,506,072 随意契約 
計画的な樹木管理業務の委託契約であり、経験のある
当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

885
（株）ウエストウイング
兵庫県姫路市飾磨区中島起し
573-1

寝具・付属寝具・病衣・当直
用寝具洗濯

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 23,400,925 随意契約 
当院仕様の病衣等の制作も兼ねており、経験のある当
該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

886
（株）ウエストウイング
兵庫県姫路市飾磨区中島起し
573-1

洗濯室業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 2,961,000 随意契約 
寝具等の洗濯業務との連携が必要であり、経験のある
当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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887
（株）ウエストウイング
兵庫県姫路市飾磨区中島起し
573-1

ベッドメイキング業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 16,958,340 随意契約 
寝具等の洗濯業務との連携が必要であり、経験のある
当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

888
㈱平安
兵庫県神戸市中央区栄町通7-
1-4

宿舎管理業務

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 2,268,000 随意契約 
女性のみの看護師宿舎を管理する業務であるため信頼
できる業者である必要がある、会計細則第52条第13号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

889
㈱日本医療事務センター
兵庫県神戸市中央区小野柄通
7-1-1

検査科窓口業務

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 1,504,912 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

890
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

整形外科補助業務

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 2,772,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

891
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

内科補助業務

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 2,869,020 随意契約 
当該業務に精通しているのみならず、特段の職務上の
守秘義務を求められる業務であり、また患者様と直接接
する機会も多く、十分な経験を有していることが必要とさ
れるため会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

892
㈱全日本警備保障
大阪府松原市高見の里3-15-2

警備業務

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 10,836,000 随意契約 警備業務という特殊性より院内に精通している必要があ
る。会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

893
㈱全日本警備保障
大阪府松原市高見の里3-15-2

警備業務（駐車場）

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 9,072,000 随意契約 警備業務という特殊性より院内に精通している必要があ
る。会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

894
㈱アイ・エム・ビイ・センター
大阪府大阪市北区堂島2-2-2

内視鏡室窓口業務

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 1,255,968 随意契約 
当該業務に精通しているのみならず、特段の職務上の
守秘義務を求められる業務であり、また患者様と直接接
する機会も多く、十分な経験を有していることが必要とさ
れるため会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

895
㈱ﾒﾘｯﾄ
島根県松江市上乃木4-32-19

検査科派遣スタッフ委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.5.1 2,710,400 随意契約 
当該業者は、病院の組織等を熟知した経験豊富な人材
を有し、管理体制についても信頼できる業者であるた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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896
㈱ﾆﾁｲ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

外来医事課業務委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 32,253,780 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

897
㈱ﾆﾁｲ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

宿直受付業務委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 5,796,000 随意契約 

宿日直業務は、夜間及び祝祭日の受付業務で病院とい
う特殊性を理解した上での幅広い専門知識と経験が必
要である。特に、救急患者の取扱い業務は患者・医師・
看護師・コメディカル部門等の連絡が重要であるため、
直接患者の状態に影響する。さらに、カルテ等を扱うた
め業務上知り得た秘密を守る義務が生じてくる。そのう
え、個人情報の保護に関する法律を遵守することに注
意をはらわなければならない。当該業者は、当院のこの
業務に精通し、業務を誠実に行っている実績がある。ま
た、頻回に委託業者が代わることによるリスクを避ける
ことも必要である

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

898
㈱ﾆﾁｲ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

日直受付業務委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 2,648,208 随意契約 

宿日直業務は、夜間及び祝祭日の受付業務で病院とい
う特殊性を理解した上での幅広い専門知識と経験が必
要である。特に、救急患者の取扱い業務は患者・医師・
看護師・コメディカル部門等の連絡が重要であるため、
直接患者の状態に影響する。さらに、カルテ等を扱うた
め業務上知り得た秘密を守る義務が生じてくる。そのう
え、個人情報の保護に関する法律を遵守することに注
意をはらわなければならない。当該業者は、当院のこの
業務に精通し、業務を誠実に行っている実績がある。ま
た、頻回に委託業者が代わることによるリスクを避ける
ことも必要である

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

899
ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ㈱
鳥取県米子市旗ヶ崎２３１８

寝具業務委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 7,972,615 随意契約 

寝具は、当院の洗濯・ベッドメーキング業務を請け負っ
ている業者の従業員が、退院時のシーツ交換、洗濯物
の回収・配置する業務と直結しており、同一業者である
ことが も望ましいと判断する。仮に別業車に依頼する
ことになると、洗濯物の分別作業が必要となること、洗
濯物の保管について、複数の業者が関わることになり、
紛失等の際にトラブルに発展することが予想されること
等、当院にとって有利になることはない。以上のことか
ら、当院との契約実績も十分であり、業務内容にも信頼
のおけるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

900
ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ㈱
鳥取県米子市旗ヶ崎２３１８

洗濯業務委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 13,300,844 随意契約 

当該業務は、院内からでたあらゆる汚損物が対象にな
り、その汚損状況、材質等により処理工程は異なり、ま
た、再び清潔な状態にしなければならないため、細心の
注意が必要となる。また、業務を行う施設、設備及び器
具の管理が行き届いている点では、その判断基準とし
て医療関連サービスマーク認定業者であることと、長年
トラブルもなく誠実に行っている実績があり、当院との契
約実績も十分であり、業務内容にも信頼のおけるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

901
ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ㈱
鳥取県米子市旗ヶ崎２３１８

病衣業務委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 2,893,084 随意契約 

病衣は、当院の洗濯・ベッドメーキング業務を請け負っ
ている業者の従業員が、退院時のシーツ交換、洗濯物
の回収・配置する業務と直結しており、同一業者である
ことが も望ましいと判断する。仮に別業車に依頼する
ことになると、洗濯物の分別作業が必要となること、洗
濯物の保管について、複数の業者が関わることになり、
紛失等の際にトラブルに発展することが予想されること
等、当院にとって有利になることはない。以上のことか
ら、当院との契約実績も十分であり、業務内容にも信頼
のおけるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

902
ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ㈱
鳥取県米子市旗ヶ崎２３１８

ベッドメイク業務委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 4,158,000 随意契約 

寝具・病衣は、当院の洗濯・ベッドメーキング業務を請け
負っている業者の従業員が、退院時のシーツ交換、洗
濯物の回収・配置する業務と直結しており、同一業者で
あることが も望ましいと判断する。仮に別業車に依頼
することになると、洗濯物の分別作業が必要となること、
洗濯物の保管について、複数の業者が関わることにな
り、紛失等の際にトラブルに発展することが予想される
こと等、当院にとって有利になることはない。以上のこと
から、当院との契約実績も十分であり、業務内容にも信
頼のおけるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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903
ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ㈱
鳥取県米子市旗ヶ崎２３１８

手術室業務委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 6,930,000 随意契約 

当該業務は、手術器械、麻酔器具の洗浄・消毒等の業
務が主である。また、補助業務は器械のセットアップ等
手術前準備で緊急対応等経験を必要とする業務がほと
んどであり、迅速に対応しないと手術そのものに支障を
きたし、場合によっては人命に関わる可能性もある。当
該業者は、当院のこの業務に精通し、業務を誠実に
行っている実績がある。また、頻回に委託業者が代わる
ことによるリスクを避けることも必要であるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

904
ﾐｰﾙｻｰﾋﾞｽ㈲
鳥取県米子市錦町2-90-5

給食業務委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 151,268,319 随意契約 

当該業務は、食材の仕入れ、調理等専門的知識及び経
験が必要であり、契約相手方を選定する際にも衛生管
理体制、安全管理体制等を考慮して、病院にとって信頼
のおける業者を選定することが重要な条件である。ま
た、患者の評判、収入のダウンにもつながらないために
も、業務に精通した実績のある業者を選定しなければな
らない。当該業者は、この業務に精通し、業務を誠実に
行っている実績がある。また、頻回に委託業者が代わる
ことによるリスクを避けることも必要であるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

905
東亜建物管理㈱
鳥取県米子市東福原5-5-10

電気業務委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 8,820,000 随意契約 
当該業務は、病院という特殊な環境のため、設備管理
や非常時の対応について、経験・実績・信頼性を軽視で
きないため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

906
東亜建物管理㈱
鳥取県米子市東福原5-5-10

ボイラー業務委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 8,274,168 随意契約 
当該業務は、病院という特殊な環境のため、設備管理
や非常時の対応について、経験・実績・信頼性を軽視で
きないため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

907
小西医療器㈱ＳＰＤセンター
島根県松江市平成町１８２－３
２

ＳＰＤ業務委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 11,970,000 随意契約 
当該業務は、平成１５年度から運用を開始し、当初から
システム開発、稼働後の運用コンサルティングに携わり
当該業務に精通している業者以外は行うことができない
ものであるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

908
（有)医療事務研究会
福岡県北九州市小倉北区浅野
２丁目14-1

日直業務

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 2,331,000 随意契約 医事課業務を行っている業者のほうが業務内容を理解
しており有利である

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

909
㈱四国中検
香川県高松市亀井町4-2

平成18年度上半期　ｱﾙﾌﾞﾐ
ﾝ他227品目

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 8,340,486 随意契約 単品の予定購入金額が100万円未満の単価契約であ
り、会計細則第52条第10項を適用するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

910
㈱四国中検
香川県高松市亀井町4-2

平成18年度下半期　ｱﾙﾌﾞﾐ
ﾝ他232品目

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.27 7,926,324 随意契約 単品の予定購入金額が100万円未満の単価契約であ
り、会計細則第52条第10項を適用するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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911
㈱ｼｵﾉｷﾞﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ
ｽﾞ
大阪府摂津市三島2-5-1

平成18年度上半期　ﾄﾛﾝﾎﾞ
ﾃｽﾄ他134品目

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 7,666,161 随意契約 単品の予定購入金額が100万円未満の単価契約であ
り、会計細則第52条第10項を適用するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

912
㈱ｼｵﾉｷﾞﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ
ｽﾞ
大阪府摂津市三島2-5-1

平成18年度下半期　ﾄﾛﾝﾎﾞ
ﾃｽﾄ他143品目

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.27 7,462,015 随意契約 単品の予定購入金額が100万円未満の単価契約であ
り、会計細則第52条第10項を適用するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

913
㈱ｴｽｱｰﾙｴﾙ
東京都立川市曙町2-41-19

平成18年度上半期　蛋白
分画他79品目

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 6,844,204 随意契約 単品の予定購入金額が100万円未満の単価契約であ
り、会計細則第52条第10項を適用するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

914
㈱ｴｽｱｰﾙｴﾙ
東京都立川市曙町2-41-19

平成18年度上半期　蛋白
分画他86品目

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.9.27 5,549,712 随意契約 単品の予定購入金額が100万円未満の単価契約であ
り、会計細則第52条第10項を適用するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

915
㈱パソナ
東京都千代田区一ツ橋1-1-1

会計課契約補助業務

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 3,217,536 随意契約 

当該業務は、物品の発注や各種契約および会計処理
の補助業務であり、病院の業務及び構造に熟知し、か
つ特段の職務上の守秘義務を求められることから、経
験を有する㈱パソナ以外は行うことができないため、会
計細則第５２条６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

916
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

医事業務

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 3,372,264 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

917
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

医事業務

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.6.1 8,430,660 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

918
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

医事業務

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.8.1 4,496,352 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

919
㈱太平ビルサービス
北九州市小倉北区堺町

会計窓口業委託契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 3,009,280 随意契約 

会計課において会計事務を行うもので、会計知識を有し
且つ個人情報等の取扱についても適切に業務を行うこ
とのできる者を擁する業者が必要であり当該業者は、上
記を満たしている業者であり、他に対応できる相手がい
ないため、会計細則５２条の６に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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920
㈱コモサ
北九州市小倉北区界町

内科クラーク業務委託契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 1,764,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

921
（有）医療事務研究会
北九州市小倉北区浅野

当直業務委託契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 5,390,700 随意契約 

当直業務は、専門知識及び病院での経験を必要として
おり（有）医療事務研究会は、当地区で上記に当てはま
る人材を多く擁している。また、当院の業務に精通して
いる同業者以外に移行すると混乱を引き起こす可能性
があるため、会計細則第５２条の６号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

922
（有）医療事務研究会
北九州市小倉北区浅野

日直業務委託契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 1,152,900 随意契約 

日直業務は、専門知識及び病院での経験を必要として
おり（有）医療事務研究会は、当地区で上記に当てはま
る人材を多く擁している。また、当院の業務に精通して
いる同業者以外に移行すると混乱を引き起こす可能性
があるため、会計細則第５２条の６号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

923
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

検査科受付業務

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,025,072 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

924
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

手術室クラーク業務

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,646,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

925
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

診療報酬明細書点検業務

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,777,293 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しており、かつ特段の職務上の守秘義務
を求められる業務であり、十分な経験を有していること
が必要とされるため会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

926
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

入退院案内業務

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,646,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

927
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

病職歴業務

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,797,200 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

928
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

放射線科受付業務

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,520,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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929
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

リハ科受付業務

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,646,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

930
西日本建物管理(株)
岡山県岡山市内山下2丁目11
番18号

ベッド保清業務委託

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 1,184,400 随意契約 
当センターの立地条件から請け負うことができる業者が
ないため、清掃業務を競争入札で落札した業者に委託
している。会計細則第52条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

931
西日本建物管理(株)
岡山県岡山市内山下2丁目11
番18号

洗濯物集配業務

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 2,356,200 随意契約 
当センターの立地条件から請け負うことができる業者が
ないため、清掃業務を競争入札で落札した業者に委託
している。会計細則第52条第13号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

932
ワタキューセイモア(株)
岡山県岡山市浜野3丁目17番
34号

洗濯業務委託

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 7,094,579 随意契約 

一般競争で寝具の業務委託契約を、当業者と行ってお
り、業務内容も熟知しているため緊急性がある時も迅速
に対応出来、実績等を考慮し業者選定をした。会計細
則第52条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

933
(株)岡山医学検査センター
岡山県岡山市金岡東町2-8-37

検査業務委託

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 4,788,862 随意契約 検査データにおいて継続性の確保が必要であるため。
会計細則第52条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

934
(株)ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
丁目11番地

保険請求業務委託

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 2,343,600 随意契約 

医事課業務を委託しており、当該業務に精通しているの
みならず、病院業務及び診療体制を熟知しておりかつ
特段の職務上の守秘義務を求められる業務であり、十
分な経験を有していることが必要とされるため会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

935

テンプスタッフ㈱
東京都豊島区東池袋２－６３
－４
ＴＳ池袋ビル６階

労働者事務派遣

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション工
学センター契約担当役
所長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 2,857,799 随意契約 
当該業務には特許関連業務が含まれ、特段の注意と守
秘義務が求められることから経験のある当該業者が履
行することが望ましく、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

936
㈱スリーオークス
神奈川県横浜市緑区十日市場
町820番地3第二ｻﾝﾜｰﾄﾞﾋﾞﾙ

設備保清業務及び宿泊室
整備業務

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 3,276,000 随意契約 前年度の契約をベースに価格交渉に終始し、競争に必
要な期間が確保出来なかったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

937
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地

健診受付業務　月～金　８：
１５～１７：００（休４５分）３
名他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 24,832,187 随意契約 前年度の契約をベースに価格交渉に終始し、競争に必
要な期間が確保出来なかったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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938
（株）建光社
名古屋市東区白壁3-12-13

清掃業務

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション愛
知作業所契約担当役
所長　南木　道生
愛知県瀬戸市上之山町2
－184

18.4.1 4,788,000 随意契約 
施設の特殊性をよく理解し、当該業務に習熟しており当
該業者以外は行うことが出来ないものであり、会計細則
第５２条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

939
日本ステリ㈱
東京都千代田区内神田1丁目7
番8号

中材業務及び手術室サプ
ライ業務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 15,579,900 随意契約 業務について信用があり、技術・能力・実績とも豊富で
あることから会計細則第52条第13号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

940
第一建築サービス㈱
静岡県静岡市葵区栄町3番地9
朝日生命静岡ビル9Ｆ

放射線科診療受付・図書業
務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 2,935,800 随意契約 業務の性質上必要な経験・能力及び信用と実績がある
ことから会計細則第52条第13号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

941
（株）レンティック中部
静岡県浜松市中区高林5丁目7
番13号

基準寝具類・病衣供給契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 10,318,651 随意契約 
近隣でも多くの病院と契約し、経験・実績および信用性
があることから会計細則第52条第13号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

942
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

地域医療連携室業務

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 2,506,644 随意契約 
開業医との窓口であり、病診連携をスムーズに行うため
には業務に精通している必要がある。会計細則第52条
第13号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

943
ディティエスエス㈱
兵庫県神戸市兵庫区水木通
10-2-15

車両管理業務

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 4,034,092 随意契約 
公用車を運行・管理する業務であり、病院幹部が乗車
することもあり、信頼できる業者である必要がある。会計
細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

944
第一建築サービス㈱
大阪府大阪市北区堂島1-5-17
堂島グランドビル

設備管理業務（２４Ｈ）

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 8,996,400 随意契約 
24Ｈ勤務で当直業務もおこなっており、院内に精通して
いる必要がある、会計細則第52条第13号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

945
アシスト㈱
東京都港区芝公園2-4-1

内視鏡室洗浄業務

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 1,296,540 随意契約 
業務に慣れが必要で、操作ミスによる機器の故障には
多額の費用がかかるため。細径細則第52条第13号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

946
西日本医療サービス（株）
山口県山陽小野田市西高泊大
塚

寝具等集配・回収

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 1,726,200 随意契約 寝具の業務を委託している業者の方が配布、回収する
上で状況が把握でき有利

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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947
（株）建光社
名古屋市東区白壁3-12-13

ボイラー運転業務

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション愛
知作業所契約担当役
所長　南木　道生
愛知県瀬戸市上之山町2
－184

18.4.1 5,358,675 随意契約 請負業者が１社しかないため 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

948
㈱太平ビルサービス
北九州市小倉北区堺町

電話交換業務委託契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 4,490,640 随意契約 

電話交換業務に関しては、外部からの評判も良く、個人
情報等の取扱についても適切に業務を行うことのできる
者を有する業者が必要であり、当該業者は信頼性の高
い業者であり、他に他に対応出来る業者がなく、細則第
５２条の６号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

949
（株）ニッコクトラスト
千代田区大手町1-6-1
大手町ビル

室内の清掃・シーツ交換・
敷地内清掃・日直等

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション福
岡作業所契約担当役
所長　田村　　潔
福岡県宗像市用山250

18.4.1 2,518,740 随意契約 
作業所内の診察室や入所者の居室に出入りするため、
個人情報の漏洩や盗難の危険性があることから、実績
と信頼が求められる。よってニッコクトラスト株式会社が
管理上適切であるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

950
東リ㈱
兵庫県伊丹市東有岡5丁目125
番地

管理棟１，４３１．６０㎡（１２
回／年）

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 1,764,000 随意契約 タイルカーペットの洗浄設備を所有し、交換作業を併せ
て実施出来る事業者に限定したため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

951
（有）ブルーセラミック
東京都港区芝浦４－１３－３－
８０１

歯科技工業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 2,001,507 随意契約 一件あたりの技工料による契約で１００万円を超えない
ため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

952
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地

PETセンター受付業務委託

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.5.1 2,415,000 随意契約 
当初予定より早期に予約業務開始となり、競争に付す
る暇がなかったため、会計細則第52条第１号に該当の
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

953
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地

休日受付業務委託

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 1,512,000 随意契約 職員が急遽病気退職となり、競争に付する暇がなかっ
たため、会計細則第52条第1号に該当のため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

954
㈱メディカルアソシア
福岡県福岡市中央区天神2-
12-1

看護業務

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.12.26 1,093,680 随意契約 
職員の退職によりハローワークや求人広告において採
用の募集を行ったが、採用にいたる応募を得られず、病
棟業務に支障をきたすため早急に補充をする必要があ
り、会計細則第５２条１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

955
㈱メディカルアソシア
福岡県福岡市中央区天神2-
12-1

看護補助業務

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.7.3 2,382,660 随意契約 
職員の退職によりハローワークや求人広告において採
用の募集を行ったが、採用にいたる応募を得られず、病
棟業務に支障をきたすため早急に補充をする必要があ
り、会計細則第５２条１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

106/278



件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

956
㈱メディカルアソシア
福岡県福岡市中央区天神2-
12-1

看護補助業務

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.6.13 2,564,940 随意契約 
職員の退職によりハローワークや求人広告において採
用の募集を行ったが、採用にいたる応募を得られず、病
棟業務に支障をきたすため早急に補充をする必要があ
り、会計細則第５２条１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

957
㈱メディカルアソシア
福岡県福岡市中央区天神2-
12-1

採血業務

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.10.2 1,587,600 随意契約 
職員の退職によりハローワークや求人広告において採
用の募集を行ったが、採用にいたる応募を得られず、業
務に支障をきたすため早急に補充をする必要があり、
会計細則第５２条１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

958
㈱メディカルアソシア
福岡県福岡市中央区天神2-
12-1

耳鼻咽喉科聴力検査業務

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.7.19 3,034,080 随意契約 
職員の退職によりハローワークや求人広告において採
用の募集を行ったが、採用にいたる応募を得られず、業
務に支障をきたすため早急に補充をする必要があり、
会計細則第５２条１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

959
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

看護補助業務

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 3,150,000 随意契約 
職員の退職によりハローワークや求人広告において採
用の募集を行ったが、採用にいたる応募を得られず、病
棟業務に支障をきたすため早急に補充をする必要があ
り、会計細則第５２条１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

960
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

看護補助業務

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.10.1 1,575,000 随意契約 
職員の退職によりハローワークや求人広告において採
用の募集を行ったが、採用にいたる応募を得られず、病
棟業務に支障をきたすため早急に補充をする必要が
あっり、会計細則第５２条１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

961
㈱太陽セランド
福岡県田川市川宮

病棟寝具業務委託契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 4,536,000 随意契約 病院洗濯業務を落札した業者との価格交渉が有利なた
め、会計細則５２条の６号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

962
㈱コモサ
北九州市小倉北区界町

医事課業務（外来）委託契
約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 26,460,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

963
㈱コモサ
北九州市小倉北区界町

医事課業務（入院）委託契
約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 10,962,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

964
（株）三菱化学ビーシーエル
東京都港区芝浦4丁目2番8号

臨床検査業務委託

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 40,351,595 随意契約 不落随契（会計細則第５３条） 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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965
（株）ビー・エム・エル富山営業
所
富山県富山市婦中町本郷47-2

臨床検査業務委託

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 3,694,971 随意契約 不落随契（会計細則第５３条） 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

966
第一建築サービス（株）
大阪府大阪市北区堂島1-5-17

メールサービス等業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 2,494,800 随意契約 不落随契（会計細則第５３条） 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

967
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

医療書記業務委託

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.4.1 2,759,400 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

968
㈱日清医療食品
福岡市博多区祇園町

給食業務委託契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 80,285,004 随意契約 不落随契（会計細則第５３条） 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

969
日清医療食品（株）
福岡県福岡市博多区祇園町

患者給食業務

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 77,881,919 随意契約 不落随契（会計細則第５３条） 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

970
㈱ニチイ学館
北海道釧路市北大通１２－１
－４

入院係業務

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 1,260,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

971
㈱メフォス
東京都千代田区五番町1番地

患者給食配膳時お茶のセッ
ト業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.4.1 1,575,000 随意契約 
配茶業務は配膳業務の一部であることから契約を締結
出来るのは患者給食業務の契約相手以外いないことか
ら、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

972
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

患者受付、請求等業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.4.1 6,533,258 随意契約 
患者受付業務、請求業務という特殊性から医療事務の
知識を有している当該業者以外出来ないことから、会計
細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

973
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

地域医療連携室業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.4.1 2,943,675 随意契約 
患者受付業務、請求業務という特殊性から医療事務の
知識を有している当該業者以外出来ないことから、会計
細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）
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974
ＮＴＴ北海道テレマート㈱
北海道釧路市黒金町９丁目２

器械操作業務及び財務関
係処理

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 7,048,548 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

975
㈱エスアールエル
東京都立川市曙町二丁目41番
19号

検体検査委託業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.4.1 3,467,811 随意契約 
検体検査委託業務一般競争までの単価契約であり、前
年度業者と契約しなければ診療に支障をきたすため、
業務運営上特に必要があることから会計細則第５２条
第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

976
日本美装工業㈱
北海道釧路市暁町８番２４号

建物清掃業務

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 47,974,500 随意契約 不落随契（会計細則第５３条） 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

977
（株）トーホーユニ
東京都千代田区神田小川町２
－１－７

本部一括契約　看護衣A型
半袖　240枚　他

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

19. 2.28 1,652,364 随意契約 
被服の単価契約であり、多数品目の合計が基準額を超
えるが、１品目としては少額であり、会計細則第52条第
６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成１９年度）

978
（株）モロオ
北海道岩見沢市大和3条5丁目

薬品費
オメプラール錠20ｍｇ他406
件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 136,588,439 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

979
（株）ほくやく
北海道岩見沢市7条西6丁目1
番地3

薬品費
エパデールＳ600他419件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 255,415,407 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

980
（株）東邦薬品
北海道岩見沢市大和3条5-22

薬品費
メバロチン錠5ｍｇ他241件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 142,239,038 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

981
（株）スズケン
北海道岩見沢市5条西15丁目1
番地

薬品費
ブロプレス錠8ｍｇ他463件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 401,334,067 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

982
㈱モロオ岩見沢営業所
北海道岩見沢市大和3条5丁目
11番

薬品費
アプレース錠他320件

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 244,659,585 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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983
㈱ほくやく岩見沢支店
北海道岩見沢市7条西6丁目1
－3

薬品費
アクトス錠他428件

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 284,721,271 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

984
㈱スズケン岩見沢支店
北海道岩見沢市5条西15丁目1
番地

薬品費
アタラックスＰ注射液他418
件

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 334,927,622 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

985
東邦薬品㈱岩見沢営業所
北海道岩見沢市大和3条5丁目
22

薬品費
アレビアチン錠他109件

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 47,006,987 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

986
大槻理化学㈱
北海道釧路市星が浦南２丁目
１番３号

薬品費
ニューユリステイン　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 82,475,319 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

987
㈱常光
北海道釧路市星が浦大通１丁
目３番１０

薬品費
プロンプト　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 11,596,938 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

988
㈱モロオ
北海道釧路市入江町１５－１

薬品費
ウロラブスティックス　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 23,936,281 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

989
㈱ムトウ
北海道札幌市北区１１条西４
丁目１番地

薬品費
セルパック２０Ｌ　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 7,344,861 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

990
㈱フロンティア・サイレンス
北海道釧路市東川町１８－６

薬品費
ベンタナＥＲ　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 3,608,155 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

991
㈱タナカ化学
北海道釧路市星が浦大通５丁
目６－２８

薬品費
イクトテスト　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 3,058,238 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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992
㈱スズケン
北海道釧路市釧路町１４番１
号

薬品費
クロモアガーカンジダ　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 2,306,956 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

993
東北化学薬品（株）
宮城県黒川郡大和町吉岡東３
－７－１４

薬品費
ナノピアロダイマー他２４６
件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 33,581,619 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

994
東邦薬品（株）
宮城県仙台市宮城野区新田２
－１７－４５

薬品費
トリアゾラム錠0.125mg｢
EMEC｣他16件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 31,139,956 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

995
仙台和光純薬（株）
宮城県仙台市若林区卸町東２
－２－３２

薬品費
ギムザ液他４７件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 3,503,611 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

996
純正化学（株）
宮城県仙台市若林区卸町１－
２－３

薬品費
チョコレート寒天培地他８４
件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 8,691,357 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

997
小泉薬品（株）
宮城県仙台市若林区卸町３－
４－７

薬品費
ＣＣＤＡ寒天生培地他１３件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,089,876 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

998
（株）南部医理科
宮城県仙台市青葉区上杉１－
３－２３

薬品費
ラピッドスプレーＧＦ他４７件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 23,025,530 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

999
（株）シバタインテック
宮城県仙台市若林区卸町２－
１１－３

薬品費
シース液他２６件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 10,178,557 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1000
東邦薬品（株）
福島県いわき市好間町字沼田
115-3

薬品費
ルミパルス２オーソＨＣＶ他
2件

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 9,420,522 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1001
（株）バイタルネット
福島県いわき市平中神谷字苅
萱54-1

薬品費
オキシコンチン錠20ｍｇ他
30件

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 162,096,925 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1002
（株）恒和薬品
福島県いわき市内郷高坂町四
方木田13

薬品費
クラビット錠他33件

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 185,625,046 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1003
（株）クラヤ三星堂
福島県いわき市内郷高坂町桜
井93-327

薬品費
タケプロンＯＤ錠30ｍｇ他12
件

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 152,826,463 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1004
（株）アスカム
福島県いわき市内郷綴町七反
田11-11

薬品費
ガスターＤ錠他16件

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 70,794,314 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1005
㈱スズケン
千葉県旭市ニの1032番地

薬品費
献血ヴェノグロブリンIH2.5
他２７６件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 63,686,020 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1006
㈱潮田クラヤ三星堂
茨城県水戸市元吉田町１７００
番地

薬品費
アーキテクトCA19-9他６５６
件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 239,746,538 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1007
中山商事㈱
茨城県つくば市鬼ヶ窪1139-1

薬品費
TG.M酵素発色液Ａ他１３２
件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 11,272,150 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1008
東邦薬品㈱
茨城県水戸市石川3-4138-4

薬品費
バリブライトＰ他２４件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 3,480,117 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1009
岩淵薬品㈱
千葉県佐倉市鏑木町51

薬品費
サルモネラ免疫血清７号他
４９件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 2,928,263 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1010
アルフレッサ㈱
東京都千代田区内神田１丁目
12番１号

薬品費
バリトップ１２０他２２１件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 39,502,388 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1011
㈱スズケン千葉支店
千葉県千葉市稲毛区穴川3-3-
17

薬品費
ケタス10mg/C　100C他
医薬品２０６品目

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 52,176,639 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1012
㈱クラヤ三星堂
東京都中央区八重洲2-7-15

薬品費
アドリアシン注10mg/V    医
薬品５２６品目

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 195,851,578 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1013
㈱クラヤ三星堂
東京都中央区八重洲2-7-15

薬品費
ギムザ液100ml 他　検査試
薬６９９品目

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 91,628,019 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1014
東邦薬品㈱
東京都世田谷区代沢5-2-1

薬品費
フルオロＣ ６回 他　検査試
薬４４品目

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 2,016,481 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1015
岩渕薬品㈱
千葉県佐倉市鏑木町51

薬品費
トラベルミン錠120T 他  医
薬品２８９品目

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 73,163,220 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1016
アルフレッサ㈱
千葉県千葉市中央区末広5-1-
1

薬品費
ピラマイド100g 他  医薬品
３０４品目

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 68,964,726 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1017
日榮東海（株）
東京都中野区６－１５－１３

薬品費
メタノール他１１５件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 13,613,616 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1018
東邦薬品（株）
東京都世田谷区代沢４－２７
－８

薬品費
コレステスト他１４５件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 38,718,349 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1019
東邦薬品（株）
東京都品川区勝島１－５－２１

薬品費
ＥＰＬカプセル他４２２件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 73,986,530 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1020
（株）スズケン
東京都世田谷区代沢３－１５
－１

薬品費
ケトフィルム他８７件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 11,985,640 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1021
（株）スズケン
東京都品川区東品川４－９－
２８

薬品費
ＰＬ顆粒他５９５件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 171,027,771 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1022
（株）クラヤ三星堂
東京都世田谷区奥沢４－５－
１

薬品費
セルシン錠他５５４件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 283,934,171 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1023
（株）クラヤ三星堂
東京都品川区荏原７－８－１２

薬品費
ブローブ洗浄液他２３件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 4,097,082 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1024
アルフレッサ（株）
東京都大田区池上３－３２－１
３

薬品費
アーチスト錠他２７７件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 88,574,570 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1025
東邦薬品（株）
川崎市宮前区有馬２－１１－７

薬品費
Ｍ．Ｖ．Ｉ．注 5ml(冷) 　他
462件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 322,358,417 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1026
（株）スズケン
川崎市幸区南加瀬５丁目１９
番２２号

薬品費
ユリトロール　他187件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 95,217,549 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1027
（株）スズケン
川崎市幸区南加瀬５丁目１９
番２２号

薬品費
MS冷湿布　他666件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 454,067,518 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1028
アルフレッサ（株）
川崎市幸区矢上１番８号

薬品費
グルコース緩衝液Ⅲ　他
243件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 19,446,513 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1029
アルフレッサ（株）
川崎市幸区矢上１番８号

薬品費
HCG注5000U　他480件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 392,099,046 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1030
（株）クラヤ三星堂
川崎市幸区南加瀬２－１４－３
０

薬品費
EPホルモンデポ注1ml　他
547件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 405,683,582 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1031
東邦薬品（株）
神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ
谷１－５－５

薬品費
ＰＬ顆粒　他３７７件

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 404,342,355 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1032
大滝ケミカル（株）
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央４丁目３１番１３号

薬品費
メチルアルコール　他４２件

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 2,230,000 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1033
アルフレッサ（株）
神奈川県横浜市青葉区荏田西
一丁目２番３号

薬品費
ＣＭＣ　他５６９件

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 578,393,382 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1034
（株）日本ホスピタルサービス
神奈川県横浜市神奈川区羽沢
町７－１１

薬品費
Ｇ３ｂ血糖測定電極　他１８
件

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 28,775,594 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1035
（株）スズケン
神奈川県横浜市神奈川区三枚
町５４－２

薬品費
アザルフィジンＥＮ錠５００ｍ
ｇ　他３８７件

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 543,489,008 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1036
（株）クラヤ三星堂
神奈川県横浜市港北区樽町１
－１４－１７

薬品費
アリナミンＦ糖衣錠25ｍｇ
他４４３件

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 491,906,801 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1037
本間東邦㈱
新潟県新潟市秋葉区新津本町
３丁目１２番１号

薬品費
錠他２１８件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 33,586,238 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1038
㈱マルタケ
新潟県新潟市流通センター４
丁目６番地２

薬品費
デカドロン他１７０件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 56,635,877 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1039
㈱バイタルネット
宮城県仙台市青葉区大手町１
番１号

薬品費
エストリール他４１１件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 155,804,110 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1040
㈱スズケン
新潟県上越市松村新田３番地
１

薬品費
チモール他２６３件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 88,196,837 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1041
㈱クラヤ三星堂
東京都中央区八重洲二丁目７
番１５号

薬品費
リプル他３９３件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 206,945,134 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1042
アルフレッサ㈱
東京都千代田区内神田一丁目
１２番１号

薬品費
ノルバスク他３０６件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 153,673,886 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1043
並木薬品（株）
富山県富山市問屋町三丁目1
番33号

薬品費
サムソン液他133件

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 5,414,167 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1044
中北薬品㈱　浜松支店
静岡県浜松市東区天王町376
番地

薬品費
ＣＲＰ（２）標準液　他45品目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 8,636,492 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1045
中北薬品㈱　浜松支店
静岡県浜松市東区将監町23番
1号

薬品費
アクトシン軟膏　他720品目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 281,298,926 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1046
中北薬品㈱　浜松支店
静岡県浜松市東区将監町23番
1号

薬品費
ウレパール軟膏　他91品目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 26,573,248 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1047
協和医科器械㈱
静岡県浜松市東区笹ヶ瀬町
400

薬品費
ＱＣコンプリート108ＭＩＸ　他
19品目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 3,201,146 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1048
㈱メディカルプロジェクト
静岡県静岡市葵区大鋸町1番
地の12

薬品費
ＣＬ電極　他12品目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 2,995,377 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1049
㈱スズケン浜松支店
静岡県浜松市東区西塚町319
番地の2

薬品費
ADVIA120 CSFコントロール
キット　他53品目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 16,797,903 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1050
㈱スズケン浜松支店
静岡県浜松市東区西塚町319
番地の2

薬品費
アフタッチ　他364品目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 121,168,074 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1051
㈱スズケン浜松支店
静岡県浜松市東区西塚町319
番地の2

薬品費
キサラタン点眼液　他34品
目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 20,960,667 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1052
㈱クラヤ三星堂　浜松支店
静岡県浜松市東区天王町376
番地

薬品費
マスキン水0.05％500ｍｌ
他22品目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 12,769,142 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1053
㈱クラヤ三星堂　浜松支店
静岡県浜松市中区西浅田2-
10-30

薬品費
オキサロール注5μｇ　他58
品目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 36,936,935 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1054
静岡県浜松市東区将監町23番
1号

薬品費
1Ｎ水酸化ナトリウム溶液
他270品目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 44,371,647 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1055
シーエス薬品㈱
静岡県浜松市中区高林3丁目7
番34号

薬品費
アスタット軟膏　他232品目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 48,930,352 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1056
アルフレッサ㈱浜松支店
静岡県浜松市東区天王町376
番地

薬品費
インタール吸入液　他36品
目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 15,732,521 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1057
中北薬品（株）
愛知県名古屋市中区丸の内３
－１１－９

薬品費
医薬品購入契約（アーチス
ト等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,187,554,535 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1058
シーエス薬品（株）
愛知県西区中小田井２－３

薬品費
医薬品購入契約（アイト
ロール等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 194,055,832 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1059
（株）八神製作所
愛知県名古屋市南区元柴田西
町２－７

薬品費
医薬品購入契約（ウロラブ
スティックス等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 2,288,700 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1060
（株）日本ホスピタルサービス
愛知県名古屋市緑区鳴海町字
下汐田２１５

薬品費
医薬品購入契約（ＬＦＳク
イックセンサー等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 13,701,976 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1061
（株）スズケン
愛知県名古屋市熱田区神戸町
１０１

薬品費
医薬品購入契約（ＰＬ顆粒
等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 612,600,155 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1062
（株）クラヤ三星堂
愛知県名古屋市瑞穂区上山町
２－１７－１

薬品費
医薬品購入契約（アテレッ
ク等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 157,111,727 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1063
アルフレッサ（株）
愛知県名古屋市天白区菅田１
－２６１２

薬品費
医薬品購入契約（イレッサ
等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 105,929,211 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1064
㈱スズケン
大阪府堺市南区若松台3-1-4

薬品費
塩酸バンコマイシン散　他
（薬品単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 592,170,132 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1065
㈱ケーエスケー
大阪府堺市中区深井中町580-
2

薬品費
タスオミン錠　他（薬品単価
契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 296,391,666 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1066
㈱クラヤ三星堂
堺市堺区向陵中町3丁4-6

薬品費
タミフル75μｇ　他(薬品単
価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 819,918,881 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1067
㈱木村製作所
大阪市北区天満3丁目2-2

薬品費
アイソトン4　他（試薬単価
契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 10,465,704 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1068
㈱関薬
大阪府堺市北区百舌鳥西之町
3丁673

硫酸亜鉛　他（試薬単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 12,694,741 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1069
不二化学薬品㈱
兵庫県尼崎市額田町3-1

薬品費
ＧＮＩ　他（試薬単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 7,327,700 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1070
八洲薬品㈱
大阪府堺市西区浜寺石津町西
1丁4-20

薬品費
キシレン　他（試薬単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 9,712,525 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1071
合同東邦㈱
大阪府堺市中区新家町694-1

薬品費
アドナ注100㎎　他（薬品単
価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 111,632,204 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1072
アルフレッサ㈱
大阪府堺市西区平岡町5-1

薬品費
アデホスＬ3号注20㎎　他
（薬品単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 131,756,857 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1073
広瀬化学薬品（株）
兵庫県神戸市中央区港島中町
2-2-2

薬品費
MRSA-A寒天培地他10件

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 5,086,934 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1074
アルフレッサ（株）
兵庫県伊丹市野間北3-12-31

薬品費
ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ他390件

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 487,631,618 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1075
（株）日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町2-6-2

薬品費
LFSｸｲｯｸｾﾝｻｰ他19件

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 29,356,561 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1076
（株）関薬
大阪府大阪市西区京町堀1-
12-30

薬品費
ｺﾚｽﾃｽﾄ他64件

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 36,687,609 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1077
（株）スズケン
兵庫県西宮市久保町6-27

薬品費
ｱｰｶﾞﾒｲﾄｾﾞﾘｰ他281件

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 298,027,550 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1078
（株）ケーエスケー
尼崎市崇徳院3-48

薬品費
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠他189件

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 195,374,328 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1079
（株）クラヤ三星堂
兵庫県尼崎市南塚口町5-16-
17

薬品費
ｱｲﾄﾛｰﾙ錠他1002件

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 860,682,078 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1080
常盤薬品（株）
山口県宇部市大字妻崎開作
860番地の1

薬品費
動注用アイエーコール１００
ｍｇ　１Ｖ他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 185,222,831 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1081
成和産業（株）
山口県山口市江崎字徳神二
22313-6

薬品費
アデホスＬコーワ注４号　４
０ｍｇ／２ｍｌ　１Ａ他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 47,845,427 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1082
正晃（株）
山口県山口市小郡大江町７番
１２号

薬品費
亜硫酸ナトリュウム（試薬特
級）２５ｇ　１箱他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 33,408,079 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1083
カナヤ医科器械（株）
山口県宇部市小松原町２丁目
１番１号

薬品費
血液ガス用リンス液Ｓ4901
３４０ｍｌ他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 2,239,503 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1084
エバルス（株）
山口県宇部市西平原四丁目3-
10

薬品費
アキネトン錠　１ｍｇ　Ｈ100
Ｔ　１箱他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 103,277,268 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1085
（株）セイナス
山口県南浜町２丁目4-20

薬品費
アシノンカプセル150ｍｇ　Ｈ
100Ｃ　１箱他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 59,004,186 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1086
（株）サンキ
山口県山口市江崎字仁保津
5224番地

薬品費
アイトロール錠２０ｍｇ　Ｈ
100Ｔ　１箱他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 110,129,595 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1087
（株）オムエル
山口県宇部市厚南区中野開作
411

薬品費
アザクタム注射薬１ｇ　１Ｖ
他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 95,083,037 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1088
（株）アステム
山口県宇部市西平原三丁目３
番２２号

薬品費
ＩＮＦβモチダ600万国際単
位　１Ｖ他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 61,406,426 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1089
㈱よんやく高松営業所
香川県高松市林町1183番地

薬品費
ユベラ錠他161品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 43,917,972 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1090
㈱幸燿
香川県高松市田村町948番地

薬品費
AZ点眼液他355品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 124,329,602 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1091
㈱ｱｽﾃｨｽ善通寺支店
香川県善通寺市原田町1050

薬品費
アドナ錠他418品目　購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 387,449,176 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1092
中澤氏家薬業㈱
香川県綾歌郡綾川町陶1193-7

薬品費
イミグラン錠他448品目　購
入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 422,244,350 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1093
四国ｱﾙﾌﾚｯｻ㈱
香川県高松市国分寺町福家
1987

薬品費
アマリール錠他337品目
購入

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 130,561,253 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1094
日本電子（株）
大阪市淀川区西中島5-14-5

薬品費
リキッドCRE50ml他

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 10,509,616 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1095
四国アルフレッサ（株）
愛媛県新居浜市寿町12番58号

薬品費
ラミシールクリーム他

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 56,396,877 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1096
（株）四国八洲薬品
新居浜市萩生545-3

薬品費
過ヨウ素酸25g他

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 3,972,125 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1097
（株）三和医科器械
新居浜市西ノ土居町1-4-32

薬品費
コアグトロール他

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 11,944,524 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1098
（株）幸耀
愛媛県新居浜市田所町2番地
25

薬品費
メジコン15mg他

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 59,125,344 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1099
（株）よんやく
新居浜市多喜浜6丁目9番23号

薬品費

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 188,475,917 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地
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（単位：円）

契約
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随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1100
（株）アスティス
愛媛県新居浜市多喜浜字東浜
67番地173

薬品費
アドナ錠 30mg他

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 190,876,239 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1101
㈱日本ホスピタルサービス
福岡県大野城市御笠川6-6-1

薬品費
メディセーフチップ他４件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 11,381,556 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1102
㈱翔薬
福岡県北九州市小倉北区中井
4-12-18

薬品費
アザルフィジンＥＮ錠５００ｍ
ｇ他２３３件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 56,006,268 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1103
㈱アビオス
福岡県福岡市東区多の津1-2-
1

薬品費
ﾎﾟｱﾒﾃﾞｨｱｽｷﾛｰ改良培地他
１４件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 1,817,239 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1104
㈱アトル
福岡県北九州市小倉北区原町
2-2-5

薬品費
アイトロール錠２０ｍｇ他２７
８件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 194,613,215 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1105
㈱アステム
福岡県北九州市小倉南区下曽
根新町13-1

薬品費
アミチェック他１７５件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 34,525,426 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1106
㈱アステム
福岡県北九州市小倉南区下曽
根新町13-1

薬品費
アカルディカプセル１．２５
ｍｇ他５３０件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 314,589,448 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1107
富田薬品㈱
福岡県北九州市小倉南区長野
1-19-12

薬品費
アテレック錠１０ｍｇ他２１７
件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 138,983,431 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1108
常盤薬品㈱
福岡県北九州市小倉北区高峰
町2-8

薬品費
アーチスト錠１０ｍｇ他１５０
件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 84,327,112 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1109
正晃㈱
福岡県北九州市八幡東区東田
1-6-5

薬品費
マンモテック他３４７件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 81,293,648 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1110
山下医科器械(株)
長崎県佐世保市湊町3番13号

薬品費
セルシースⅡ　他25件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,524,697 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1111
藤村薬品(株)
長崎県佐世保市卸本町8番1号

薬品費
リザベンカプセル100mg　他
309件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 122,497,728 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1112
東七(株)
佐世保市瀬戸越4丁目1318-1

薬品費
ナゼアＯＤ錠0.1mg　他310
件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 125,371,357 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1113
富田薬品(株)
長崎県佐世保市大和町939

薬品費
サワシリンカプセル250mg
他254件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 74,378,871 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1114
東和薬品長崎販売(株)
長崎県長崎市田中町660-1

薬品費
ユーティニン注5万Ｅ1ml　他
1件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,684,200 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1115
鶴原吉井(株)
長崎県佐世保市卸本町335

薬品費
チラーヂンＳ錠50μg　他
178件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 29,618,801 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1116
大洋薬品(株)
佐賀県伊万里市立花町1891-
47HIRAOﾋﾞﾙ3F

薬品費
ストブラン錠2mg　他10件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 3,468,654 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1117
アトル(株)
長崎県佐世保市早苗町522-3

薬品費
トフラニール錠10mg　他121
件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 47,542,041 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1118
(株)宮崎温仙堂
長崎県佐世保市上原町5番1号

薬品費
病原大腸菌血清混合2　他
157件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 4,932,737 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1119
(株)宮崎温仙堂
長崎県佐世保市上原町5番1号

薬品費
メチコバール錠500μｇ　他
313件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 71,350,311 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1120
(株)テクノスズタ
佐世保市日野町755番地

薬品費
ｱｾﾄﾝ[特級]　他298件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 51,084,635 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1121
(株)翔薬
長崎県佐世保市有福町297-2

薬品費
ＥＰＬカプセル250mg　他317
件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 64,486,037 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1122
㈲松岡薬品
熊本県熊本市琴平1丁目9番65
号

薬品費
ミドシン注射液６００ml他薬
品単価契約

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 2,559,750 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1123
㈱宮崎温仙堂
熊本県熊本市保田窪3丁目1番
11号

薬品費
ゾラデックス３．６㎎デポ他
薬品単価契約

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 23,720,844 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1124
㈱新生堂
熊本県熊本市近見七丁目2番
30号

薬品費
ヴィーンＦ５００ml他薬品単
価契約

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 115,793,830 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1125
㈱翔薬
熊本県田迎二丁目12番28号

薬品費
ディプリバン注（１％）５０ml
他薬品単価契約

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 28,016,300 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1126
㈱ケミカル同仁
熊本県熊本市流通団地1丁目
44番地2

薬品費
エクディアＸＬ-ＬＤＨ2-1他
検査試薬

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 20,726,555 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
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1127
㈱アトル
熊本県八代市黄金町10番地1

薬品費
タキソール注射液３０㎎５ml
他薬品単価契約

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 47,759,212 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1128
㈱アステム
熊本県熊本市八王寺町33番57
号

薬品費
TDXアルベカシン　アッセイ
他検査試薬

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 30,115,805 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1129
㈱アステム
熊本県熊本市八王寺町33番57
号

薬品費
アダラートＣＲ４０㎎他薬品
単価契約

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 93,403,970 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1130
正晃㈱
熊本県熊本市長嶺東七丁目
11-46

薬品費
ピュアオートS　CHO　R-1
他検査試薬

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 11,059,118 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1131
富田薬品㈱
熊本県八代市北の丸町3-40

薬品費
セフゾンカプセル100㎎他薬
品薬品

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 208,966,028 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1132
東和薬品㈱
熊本県熊本市武蔵ヶ丘7丁目
2-55

薬品費
セフォチアロン静注用１ｇ他
薬品単価契約

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 1,802,690 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1133
堤化学㈱
熊本県熊本市大窪2丁目8番6
号

薬品費
CD30モノクローナル抗体他
検査試薬

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 30,881,968 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1134
九州東邦㈱
熊本県八代市高下西町字南権
田1397-1

薬品費
プロスタンィン注射用５００
μｇ他薬品

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 227,559,316 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1135
成和産業（株）
岡山県倉敷市船穂町船穂931
番地1

薬品費
REC他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 18,734,141 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
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区分 備考

1136
高塚ライフサイエンス（株）
岡山県岡山市今1丁目3番9号

薬品費
溶離液50A他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 3,394,441 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1137
五洋医療器（株）
岡山市高柳東町2番8号

薬品費
セルパックⅡ　EPK-300A他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 1,653,183 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1138
（株）セイナス
岡山県岡山市奥田西町5番39
号

薬品費
ラキソベロン液0.75％他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 42,140,032 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1139
（株）サンキ
岡山県岡山市藤田564-189

薬品費
アロテック錠他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 53,987,334 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1140
（株）オムエル
岡山県岡山市野田2丁目4番5
号

薬品費
エスベリベン錠他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 40,685,992 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1141
（株）エバルス
岡山県高梁市原田南町918-4

薬品費
アモキサンcap25mg他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 104,293,226 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1142
冨田薬品（株）
福岡県北九州市八幡西区則松

薬品費
アドソルビン500g他119件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 48,063,347 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1143
常磐薬品（株）
福岡県田川市川宮二ッ堂

薬品費
MS温湿布10Kg他63件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 32,819,220 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1144
正晃（株）
福岡県福岡市東区松原

薬品費
バイオクローン抗Ａ血清他
64件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 4,812,430 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
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区分 備考

1145
（株）アトル北九州営業部
福岡県北九州市小倉北区原町

薬品費
アーチスト錠10mg他247件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 60,928,058 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1146
（株）アステムメディカル筑豊
福岡県飯塚市綱分

薬品費
Rh・hR10mｌ×2他72件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 3,023,903 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1147
（株）アステム北九州営業部
福岡県飯塚市綱分

薬品費
アキネトン錠1mg他128件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 64,400,540 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1148
東邦薬品㈱
北海道札幌市中央区北五条西
１５－１

薬品費
炭酸水素ナトリウム　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 71,845,071 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1149
㈱モロオ
北海道釧路市入江町１５－１

薬品費
オムニパーク　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 471,452,916 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1150
㈱ほくやく
北海道釧路市白金町１７番２
号

薬品費
アンサー２０注　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 476,776,413 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1151
㈱スズケン
北海道釧路市釧路町１４番１
号

薬品費
アミノレバン　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 413,700,834 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1152
（株）恒和薬品
宮城県仙台市泉区市名坂字山
岸５０－２

薬品費
エリスロシン錠100mg他320
件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 173,737,950 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1153
（株）マルタケ
宮城県仙台市宮城野区日の出
町１－６－３０

薬品費
グリベック錠100mg他338件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 122,897,915 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1154
（株）スズケン
宮城県仙台市太白区茂庭字人
来田西７６

薬品費
エンドキサンP錠50mg他318
件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 218,703,911 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1155
（株）クラヤ三星堂
宮城県仙台市宮城野区扇町３
－５－２２

薬品費
アルケラン錠2mg他70件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 70,344,769 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1156
（株）バイタルネット
宮城県仙台市青葉区大手町１
－１

薬品費
メプチンミニ錠剤他

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 365,701,669 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1157
㈱スズケン
千葉県旭市ニの1032番地

薬品費
1%デブリパン注他１６件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.8.1 21,813,420 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1158
㈱潮田クラヤ三星堂
茨城県水戸市元吉田町１７００
番地

薬品費
アネキセート注射液0.5mg
他４９件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.8.1 64,863,054 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1159
㈱アスカム
茨城県水戸市笠原町笠原町
1716番地

薬品費
モダシン静注用他１２件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.8.1 20,942,674 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1160
山口東邦㈱
土浦市真鍋二丁目2-27

薬品費
エルプラット注射用100mg
他１１件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.8.1 20,169,823 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1161
アルフレッサ㈱
東京都千代田区内神田１丁目
12番１号

薬品費
キシロカインポリアンプ1%他
１５件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.8.1 20,966,046 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1162

（株）井筒クラヤ三星堂富山支
店
富山県富山市黒瀬北町2丁目
17番地２

薬品費
エルシトニン注他394件

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 131,918,111 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1163
（株）日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町2丁目6
番2号

診療材料
栄養カテーテル　他診療用
材料1,613件

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 382,902,831 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1164
㈱マック
北海道札幌市中央区大通東2
丁目3番地

診療材料
マルチリンクビジョン他5件

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 28,084,161 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1165
和歌山酸素（株）
和歌山県和歌山市鷹匠町3丁
目60番地

診療材料
液体酸素　790㍑ 35C

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 7,926,777 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1166
（株）ミックス
北海道札幌市手稲区星置南4
丁目43-8

診療材料
血液バック他944件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 54,738,746 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1167
（株）ミックス
北海道札幌市手稲区星置南４
－４３－８

診療材料
ジェルコプラス24G×19mm
他1802件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 667,596,487 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1168
㈱ミックス
北海道札幌市手稲区星置南4
丁目43番８号

診療材料
アクアパック３４０他1,846件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 238,858,593 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1169
日本ホスピタルサービス（株）
東京都千代田区大手町２－６
－２

診療材料
眼内レンズ他１，６００件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 435,119,367 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1170
（株）日本ホスピタルサービス
横浜市神奈川区羽沢町７－１
１

診療材料
マルチアキシャルスク
リュー　他5162件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,689,133,706 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1171
（株）日本ホスピタルサービス
神奈川県横浜市神奈川区羽沢
町７－１１

診療材料
オスピカハートワーヤー
他２３０３件

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 1,622,627,849 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
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記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1172
㈱日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町２丁目
６番２号

診療材料
フォーリーカテーテル他４１
５６件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 431,799,853 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1173
（株）エヌエイチエス静岡
静岡県静岡市駿河区宮竹1-
11-15

薬品費
ラジフォーカスイントロ
デューサー　他2,093品目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 761,140,723 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1174
（株）日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町2-6-2

診療材料
ボーンセラムＰ他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 463,433,272 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1175
（株）日本ホスピタルサービス
愛媛県新居浜市砥部町宮内63
番

診療材料
シルキーポアドレッシング
他

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 451,549,048 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1176
㈱日本ホスピタルサービス
福岡県大野城市御笠川6-6-1

診療材料
HOYA AF-1UV(VA-
60BB)10.0D他５３０７件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 705,007,068 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1177
㈱ミックス
熊本県八代市田中西町10-10

診療材料
人工関節他診療材料

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 864,649,725 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1178
中北薬品㈱　浜松支店
静岡県浜松市東区将監町23番
1号

診療材料
CAPDミニキャップキット　他
3品目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 2,789,346 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1179
㈱ムトウ岩見沢支店
北海道岩見沢市岡山町142番
地4

診療材料
INSIGNIA PLUS他1件

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 18,417,750 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1180
㈱竹山
北海道釧路市若竹町６－１５

診療材料
Ｎ－Ｂドレナージチューブ
他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 198,626,635 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1181
㈱モロオ
北海道釧路市入江町１５－１

診療材料
ジェルパート　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 5,562,895 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1182
㈱ムトウ
北海道札幌市北区１１条西４
丁目１番地

診療材料
ＧＩＡユニバーサル　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 221,154,943 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1183
㈱ネオメディクス
北海道札幌市白石区東札幌２
条５丁目７－８

診療材料
ＰＴＣＡ用ガイドワイヤー
他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 127,542,078 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1184
㈱スズケン
北海道釧路市釧路町１４番１
号

診療材料
エニマユニット　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 2,967,583 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1185
㈱アクティブメディカル
北海道釧路市双葉町１１番２
号

診療材料
カネカシラコンアクティーバ
ルブⅡ　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 2,967,583 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1186
（有）アウルメディカル
北海道釧路市新富町９番６号

診療材料
眼内レンズＺＡ９００３　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 4,542,300 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1187
（株）日本コクレア
東京都文京区本郷２－３－７お
茶の水本町ビル

診療材料
人工内耳用材料（コクレア
インプラント）

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 5,557,298 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1188
（株）千代田
宮城県仙台市泉区天神沢１－
１８－１９

診療材料
酸素ガス他１２件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 5,036,411 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1189
（株）クラヤ三星堂
宮城県仙台市宮城野区扇町３
－５－２２

診療材料
イソジン液１０％他７件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,502,696 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1190
（株）アスカム
宮城県仙台市青葉区木町通１
－５－１２

診療材料
ウェルパス１００ｍL他４件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,210,522 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1191
（株）シバタインテック
宮城県仙台市若林区卸町２－
１１－３

診療材料
サイデックスプラス２８　３．
８L他１件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 4,724,957 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1192
(有)オルガンメディカル
秋田県秋田市桜二丁目27番30
号

診療材料
バーデックスヘマチュリア
2550H22他81件

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 23,996,628 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1193
（有）福島メディカル
福島県いわき市明治団地68-
19

診療材料
Ｘ線フィルムＤＶＢ半切他2
件

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 22,319,600 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1194
東北エア・ウォーター（株）
宮城県仙台市若林区卸町東1-
1-3

診療材料
液体酸素

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 10,135,040 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1195
サンセイ医機（株）
東京都千代田区神田紺屋町
13-1

診療材料
リガシュア－他15件

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 56,546,587 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1196
コセキ（株）
福島県いわき市内郷御厩町1-
137

診療材料
ドライ画像記録用フィルム
DL-HL半切

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 2,373,360 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1197
（株）メディック
福島県郡山市新屋敷2-30

診療材料
ＡＭＬステム他18件

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 74,811,290 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1198
（株）ムサシエンジニヤリング
福島県郡山市深沢1-5-22

診療材料
吸着式血液浄化器セル
ソーバ他4件

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 12,869,520 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1199
（株）日東
福島県いわき市平字五色町6-
2

診療材料
ニプロ輸液セット

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 2,519,353 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1200
（株）テクノメディカル
福島県郡山市七ツ池町1-26

診療材料
ＡＣＩＳＴアンギオグラフィック
キット

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 2,001,825 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1201
（株）恒和薬品
福島県いわき市内郷高坂町四
方木田13

診療材料
セプラフィルム

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 11,475,008 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1202
旭化成アイミー（株）
福島県福島市東中央2-2-2

診療材料
眼内レンズ

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 3,235,050 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1203
㈱ムトウ
茨城県水戸市白梅3-8-7

診療材料
テルフュージョン輸液セット
TS-U750P他１４４件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 2,118,750 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1204
㈱田中三誠堂
東京都文京区本郷七丁目２番
３号

診療材料
アクセスニードルS100000
他２１９件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 9,723,985 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1205
㈱エルクコーポレーション
千葉県千葉市花見川区幕張本
郷1-11-26

診療材料
Ｘ線フィルム　ＩＳ９５１他　レ
ントゲン材料11
品目

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 1,963,364 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1206
富士フィルムメディカル㈱
千葉県千葉市中央区末広5-6-
15

診療材料
Ｘ線フィルム　スーパーＨＲ
他　レントゲン材料３品目

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 34,512,923 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1207
日本メガケア㈱
東京都板橋区舟渡1-12-11

診療材料
液体酸素他　酸素・笑気ガ
ス類　１２品目

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 10,122,540 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
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契約を締結した日 契約金額
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契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1208
（株）エルクコーポレーション
東京都文京区湯島２－１７－４

診療材料
Ｍｉｎ－Ｒフィルム他９件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 35,260,362 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1209
（株）クラヤ三星堂
川崎市幸区南加瀬２－１４－３
０

診療材料
グリセリン浣腸

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,661,457 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1210
㈱バイタルネット
宮城県仙台市青葉区大手町１
番１号

診療材料
キンダリー液ＡＦ２号他３０
件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 26,825,026 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1211
㈱クラヤ三星堂
東京都中央区八重洲二丁目７
番１５号

診療材料
ビーエスエスプラス他１８件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 4,326,414 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1212
㈱　クワバラ
新潟県上越市下門前１７－１

診療材料
エステニア他１８０件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 15,323,669 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1213
オギ医理科商事㈱
新潟県新潟市柴竹卸新町１８
０８番地２２

診療材料
メディセーフチップ他１０件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 10,387,413 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1214
アルフレッサ㈱
東京都千代田区内神田一丁目
１２番１号

診療材料
ハイポアルコール他１２件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 14,556,214 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1215
サカヰ産業（株）滑川営業所
富山県滑川市柳原1932

診療材料
液体酸素他10件

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 9,118,687 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1216
（有）メディカル商会
富山県富山市清水中町3-21

診療材料
内視鏡フィルム

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 5,513,760 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1217
中北薬品（株）
愛知県名古屋市中区丸の内３
－１１－９

診療材料等一括購入契約
（洗浄用生食等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 2,276,438 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1218
（株）スズケン
愛知県名古屋市熱田区神戸町
１０１

診療材料等一括購入契約
（ウルトラファインランセット
等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 2,901,657 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1219
アルフレッサ（株）
愛知県名古屋市天白区菅田１
－２６１２

診療材料等一括購入契約
（ハイポアルコール等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 3,250,016 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1220
（株）八神製作所
愛知県名古屋市南区元柴田西
町２－７

診療材料
人工関節購入

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 54,702,401 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1221
㈱やよい
大阪府堺市西区浜寺船尾町西
4丁374-2

診療材料
翼状針付輸液セット　他（単
価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 4,362,932 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1222
㈱ムトウ
堺市西区浜寺船尾町東3丁
408-8

診療材料
分娩キット　他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 5,009,093 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1223
㈱ムサシエンジニヤリング
和歌山県和歌山市田屋152-2

診療材料
プラズマフロー　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 12,939,093 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1224
㈱福西衛材
大阪府東大阪市長堂3丁目16-
3

診療材料
外科ガーゼ　他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 4,199,194 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1225
㈱バンドー
大阪市中央区釣鐘町2丁目3-9

診療材料
ナイロンｃu-5-9-0　他（単
価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 5,085,047 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1226
㈱バンドウメディカル
大阪府富田林市高辺台2丁目
31-18

診療材料
眼内レンズ　他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 73,161,725 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1227
㈱ダテ・メディカルサービス
大阪府吹田市垂水町3丁目27-
27

診療材料
ラｼﾞフォーカスガイドワイ
ヤー　他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 292,987,632 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1228
㈱ダイオー
大阪府枚方市中宮大池2丁目
10-1

診療材料
液化酸素（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 7,427,746 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1229
㈱エムアイディ
大阪府豊中市若竹町1-9-8

診療材料
ＰＴＣＡバルーンカテーテル
他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 199,009,581 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1230
㈱エイケン
大阪市城東区成育3丁目5-19

診療材料
ダイアライザー　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,304,120 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1231
㈱エア・ガシス阪神
兵庫県尼崎市南塚口町4-3-23

診療材料
医療用酸素　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 17,700,876 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1232
メディセオメディカル㈱
大阪府藤井寺市野中4-5-1

診療材料
ガイドワイヤーインタース
ルー　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 30,202,185 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1233
村中医療器㈱
大阪府岸和田市下池田町1丁
目3-4

診療材料
サージタック　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 57,857,407 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1234
宮野医療器㈱
堺市西区山田2丁27-2

診療材料
ルフェンスシーネ　他（単価
契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 14,543,288 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1235
ハクゾウメディカル㈱
大阪府富田林市寿町4丁目8-
15

診療材料
裁断ガーゼ　他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 6,154,957 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1236
日光医科器械㈱
大阪市阿倍野区阪南町3丁目
6-8

診療材料
キールステム　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 286,902,372 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1237
辻本メディカル㈱
大阪府守口市南寺方東通6丁
目2-1

診療材料
エルプブレードシルク　他
（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,918,763 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1238
誠光メディカル㈱
大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町
3丁138-8

診療材料
画像診断用ドライフイルム
他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 75,675,390 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1239
三笑堂㈱
大阪府堺市西区浜寺石津町東
1丁2番15

診療材料
ミラボー（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 5,362,742 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1240
小西医療器㈱
大阪市中央区北浜東2-10

診療材料
モニタリングキットシングル
他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 523,124,988 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1241
コダマメディカル㈱
東京都豊島区南池袋2丁目30-
8

診療材料
眼内レンズ（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 61,910,415 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1242
川本産業㈱
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東3
丁14-20

診療材料
ケーパイン　他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,472,782 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1243
（株）特殊ガス
山口県宇部市西梶返２丁目２
番７号

診療材料
医療用液化酸素他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 10,301,856 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
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契約担当者等の氏名並
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記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1244
㈱ｶﾜﾑﾗ
坂出市昭和町1-4-30

診療材料
医療用酸素他10品目

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 5,911,570 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1245
㈲松永商事
福岡県大野城市乙金台1-10-
30

診療材料
ＥＶＡライト黒１０他２４３件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 8,378,321 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1246
㈲共栄メディカルセイル
福岡県北九州市小倉南区沼本
町2-3-41

診療材料
ＤＢボンドＮｏ８８８他２９０件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 3,766,960 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1247
パシフィックサプライ㈱
福岡県福岡市東区馬出2-2-12

診療材料
Ｌダーメンコルセット他９８件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 2,204,556 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1248
ナブテスコ㈱
兵庫県神戸市西区高塚台7-3-
3

診療材料
ＦＳ３２２４－Ｌ他１８件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 3,921,540 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1249
オットーボック・ジャパン㈱
東京都港区南麻布3-19-23

診療材料
2R80=110 C-leg他１２件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 5,048,400 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1250
アイティーアイ(株)
長崎県佐世保市卸本町30番16
号

診療材料
マイクロシールドPVP 他1
件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,988,096 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1251
吉住酸素工業㈱
熊本県八代市弥生町15-10

診療材料
医療用酸素1.5㎥他

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 14,005,780 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1252
富士フィルムメディカル㈱
熊本県熊本市東野1丁目18-14

診療材料
レントゲンフィルム単価契
約

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 31,771,425 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量
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記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1253
富士フィルムメディカル西日本
（株）
岡山県岡山市今8丁目6番20号

診療材料
セプロスM用処理液キット
他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 4,553,578 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1254
成和産業（株）
岡山県倉敷市船穂町船穂931
番地1

診療材料
サージフィックス他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 5,221,946 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1255
五洋医療器（株）
岡山市高柳東町2番8号

診療材料
エアウェイキャップ他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 1,823,109 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1256
犬飼医療器（株）
岡山県岡山市西市114番地2

診療材料
ラジフォーカスガイドワイ
ヤーM他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 1,417,945 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1257
（株）三和メディカル
岡山県岡山市下中野364番地
の105

診療材料
 間欠式バルーン他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 2,385,640 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1258
（株）メリオ
岡山市豊成1丁目11-67

診療材料
CLプレット他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 2,186,044 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1259
山下医科器械（株）
福岡県飯塚市庄内有安

診療材料
腎盂バルーンカテーテル他
15件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 2,894,850 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1260
冨田薬品（株）
福岡県北九州市八幡西区則松

診療材料
イソジン液10%200cc他3件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 1,076,620 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1261
常磐薬品（株）
福岡県田川市川宮二ッ堂

診療材料
オキシドール500cc他13件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 1,655,875 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

140/278



件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1262
九州風雲堂販売（株）
福岡県福岡市博多区東比恵

診療材料
自己導尿カテーテルＳＩＣ
キット他44件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 27,205,060 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1263
九酸（株）
福岡県飯塚市目尾

診療材料
液酸他2件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 3,422,700 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1264
（株）アトル北九州営業部
福岡県北九州市小倉北区原町

診療材料
マスキン水〔0.02W/V%〕他２
１件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 1,974,876 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1265
（株）アステムメディカル筑豊
福岡県飯塚市綱分

診療材料
イリゲーションＹセット
2C4041他67件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 2,506,040 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1266
（株）アステム北九州営業部
福岡県飯塚市綱分

診療材料
グリセリンBC液60%250ml他
7件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 2,091,422 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1267
井本医科器械（株）
福岡県直方市古町

診療材料
スパイナル気管内チューブ
他127件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 20,777,986 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1268
（株）アイティアイ
 福岡県飯塚市柏の森503

診療材料
ツーピースカテーテル他１
件

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 21,344,484 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1269
北海道エアウォーター㈱
北海道釧路市寿４丁目３番１０
号

診療材料
液化酸素　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 12,068,458 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1270
㈱常光
北海道釧路市星が浦大通１丁
目３番１０

診療材料
画像記録用フィルムＤＩ－Ａ
Ｌ７　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 15,040,044 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）
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随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1271
㈱メルプ
北海道釧路市豊川町１０番２
号

診療材料
ドライ画像記録用フィルムＤ
Ｉ－ＡＬ

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 13,145,145 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1272
コニカミノルタメディカル㈱
北海道釧路市愛国西１丁目２
番５号

診療材料
画像記録用フィルムＳＤ－
Ｐ　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 28,911,526 随意契約 
一般競争に付したが、再度の入札にもかかわらず落札
者がなかったため、会計細則第５３条第１項に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1273
（株）日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町2丁目6
番2号

医療消耗備品
ドレナージパック　他診療用
材料1,322件

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 184,424,344 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1274
宮野医療器（株）
兵庫県神戸市中央区楠町5丁
目4番8号

医療消耗備品
リザーブバック　他診療用
材料

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 2,206,453 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1275
日本電子（株）
大阪府大阪市淀川区西中島5-
14-5新大阪ＩＮビル

医療消耗備品
検査用医療消耗品

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 9,261,000 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1276
（株）大黒
和歌山県和歌山市手平3丁目8
番43号

医療消耗備品
小試験管洗浄ブラシ　他医
療消耗品

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 6,983,733 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1277
（株）クラヤ三星堂
東京都中央区八重洲二丁目7
番15号

スキャントロラベル　他医療
消耗品

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 3,759,175 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1278
（株）ミックス
北海道札幌市手稲区星置南4
丁目43-8

医療消耗備品
グルテストセンサー補正No.
Ｆ－５他561件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 48,394,567 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1279
(株)ミックス
北海道札幌市手稲区星置南4
丁目43番8号

医療消耗備品
アリメバック他5410件

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.9.29 56,174,609 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地
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（単位：円）
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随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1280
（株）ミックス
北海道札幌市手稲区星置南４
－４３－８

医療消耗備品
レットダット2237他1247件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 167,221,356 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1281
㈱日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町２-６-
２

医療消耗備品
スキナベープ500ｍｌ他743
件

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 10,931,088 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1282
日本ホスピタルサービス（株）
東京都千代田区大手町２－６
－２

医療消耗備品
シリンジ他１，１００件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 126,289,550 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1283
（株）日本ホスピタルサービス
横浜市神奈川区羽沢町７－１
１

医療消耗備品
インセパックⅡ　他6740件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 299,850,073 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1284
（株）日本ホスピタルサービス
神奈川県横浜市神奈川区羽沢
町７－１１

医療消耗備品
患者者用回路アダプター
他1740件

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 450,818,195 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1285
㈱日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町２丁目
６番２号

医療消耗備品
ネラトンカテーテル他３０４３
件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 169,387,412 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1286
（株）エヌエイチエス静岡
静岡県静岡市駿河区宮竹1-
11-15

医療消耗備品
バリアーサージカルガウン
ブルーライン　他378品目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 63,367,541 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1287
（株）日本ホスピタルサービス
愛知県名古屋市緑区鳴海町字
下汐田２１５

医療消耗備品等一括購入
契約（カラテン針等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 326,988,138 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1288
（株）日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町2-6-2

医療消耗備品
スキャンソニックスゲル他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 186,028,935 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1289
（株）日本ホスピタルサービス
愛媛県新居浜市砥部町宮内63
番

医療消耗備品
リセプタルライナー他

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 13,089,923 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1290
㈱日本ホスピタルサービス
福岡県大野城市御笠川6-6-1

医療消耗備品
バイオタッチ他２３５４件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 239,075,360 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1291
㈱日本ホスピタルサービス
東京都千代田区内幸町

医療用消耗品・ディスポ呼
吸回路他契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 46,223,446 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1292
(株)日本ホスピタルサービス
長崎県大村市今村町78番地1
号

医療消耗備品
心電図用ゲル　他11,867件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 142,076,581 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1293
㈱ミックス
熊本県八代市田中西町10-10

医療消耗備品
シリンジ他医療消耗備品

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 201,868,996 随意契約 
SPD対象品目購入契約であるため、契約を締結できる
のは当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1294
北海道エアウォーター㈱
北海道釧路市寿４丁目３番１０
号

医療消耗備品
湿潤器用スピンドルセット
他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 1,763,472 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1295
東邦薬品㈱
北海道札幌市中央区北五条西
１５－１

医療消耗備品
精製水２０Ｌ　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 2,796,219 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1296
大槻理化学㈱
北海道釧路市星が浦南２丁目
１番３号

医療消耗備品
ユニキャップ洗浄剤セット
他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 3,299,358 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1297
㈱竹山
北海道釧路市若竹町６－１５

医療消耗備品
ジャムシディディスポーザブ
ル　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 94,671,435 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1298
㈱常光
北海道釧路市星が浦大通１丁
目３番１０

医療消耗備品
コントロール　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 22,017,777 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1299
㈱モロオ
北海道釧路市入江町１５－１

医療消耗備品
ベタフェロン皮下注セット
他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 4,575,657 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1300
㈱メルプ
北海道釧路市豊川町１０番２
号

医療消耗備品
感熱記録用紙　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 2,150,939 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1301
㈱ムトウ
北海道札幌市北区１１条西４
丁目１番地

医療消耗備品
ＣＲＥバルーンカテーテル
他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 124,678,838 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1302
㈱ほくやく
北海道釧路市白金町１７番２
号

医療消耗備品
コンクノール液　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 5,145,309 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1303
㈱タナカ化学
北海道釧路市星が浦大通５丁
目６－２８

医療消耗備品
ラボランスチロール棒瓶
他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 1,902,506 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1304
㈱スズケン
北海道釧路市釧路町１４番１
号

医療消耗備品
エタプラスゲル　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 2,724,024 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1305
㈱アクティブメディカル
北海道釧路市双葉町１１番２
号

医療消耗備品
ソノペットクリーニングワイ
ヤー　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 27,820,053 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1306
コニカミノルタメディカル㈱
北海道釧路市愛国西１丁目２
番５号

医療消耗備品
複製用フィルムＳＲＤ半切
他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 3,925,598 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1307
丸木医科器械（株）
宮城県仙台市太白区西中田３
－２０－７

医療消耗備品
薬袋ロール紙他

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,460,411 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1308
テスコ（株）
福島県郡山市西ノ内1-3-24

医療消耗備品
アンギオキット

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 1,755,600 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1309
大陽日酸東関東（株）
茨城県日立市国分町3-1-17

医療消耗備品
リウムガス

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 2,310,000 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1310
（株）日東
福島県いわき市平字五色町6-
2

医療消耗備品
ＥＳＷＬ用ＶＩＳＩＯＮ電極

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 5,569,200 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1311
㈱田中三誠堂
東京都文京区本郷7-2-3

医療消耗備品
形成外科用基本器械セット
１１組

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.6.1 3,181,479 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1312
富士フィルムメディカル（株）
横浜市港北区新横浜２丁目８
番１１号

医療消耗備品
シャウカステン

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,129,019 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1313
（株）一色歯科商店
川崎市幸区小向町２２－２４

医療消耗備品
クリーンタオル　他41件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 6,654,487 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1314
（株）ムトウ
横浜市神奈川区片倉４丁目３
番１７号

医療消耗備品
アイスバック　他102件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 24,916,770 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1315
（株）スズケン
神奈川県横浜市神奈川区三枚
町５４－２

医療消耗備品
ディスオーパ消毒液

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 6,487,200 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1316
㈱　クワバラ
新潟県上越市下門前１７－１

医療消耗備品
クラウンＳ他４２２件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 5,807,727 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1317
㈱やよい
大阪府堺市西区浜寺船尾町西
4丁374-2

医療消耗備品
アイスノンソフト　他（単価
契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 7,638,254 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1318
㈱ムトウ
堺市西区浜寺船尾町東3丁
408-8

医療消耗備品
ＯＷオイフ　他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 4,232,636 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1319
㈱ムサシエンジニヤリング
和歌山県和歌山市田屋152-2

医療消耗備品
ＰＨ記録計用用紙　他（単
価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 4,834,903 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1320
㈱バンドー
大阪市中央区釣鐘町2丁目3-9

医療消耗備品
フレキシブルオーバー
チューブ　他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,807,931 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1321
㈱バンドウメディカル
大阪府富田林市高辺台2丁目
31-18

医療消耗備品
眼科キット　他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 57,208,903 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1322
㈱ダテ・メディカルサービス
大阪府吹田市垂水町3丁目27-
27

医療消耗備品
マシモ成人用センサー　他
（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 15,251,030 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1323
㈱大黒
大阪府和泉市伏屋町2丁目16-
11

医療消耗備品
クリアローデ　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 7,082,628 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1324
㈱スズケン
大阪府堺市南区若松台3-1-4

医療消耗備品
ステリザイム　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 8,045,412 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1325
㈱クラヤ三星堂
大阪府藤井寺市野中4丁目5-1

医療消耗備品
アセサイド　他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 12,072,522 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1326
㈱関薬
大阪府堺市北区百舌鳥西之町
3丁673

医療消耗備品
ＰＥＴ沈滓セット　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,195,506 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1327
㈱エムアイディ
大阪府豊中市若竹町1-9-8

医療消耗備品
ゲートウェイYアダプター
他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 5,848,500 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1328
㈱アダチ
大阪市中央区内平野町3丁目
2-10

医療消耗備品
回転グリップ装置　他（単価
契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 13,465,130 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1329
(有)岡田医療器
大阪府岸和田市西之内町60-
15

医療消耗備品
アキュラス25Gトロカールプ
ラグ　他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 9,732,474 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1330
メディセオメディカル㈱
大阪府藤井寺市野中4-5-1

医療消耗備品
ンブレル皮下注射用セット
他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 15,025,621 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1331
村中医療器㈱
大阪府岸和田市下池田町1丁
目3-4

医療消耗備品
スチールバー　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 51,622,316 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1332
宮野医療器㈱
堺市西区山田2丁27-2

医療消耗備品
アクリルコット　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 44,850,070 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1333
フクダ電子南近畿販売㈱
大阪府堺市堺区大町西1-1-25

医療消耗備品
サニーリード　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 8,221,435 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1334
ハクゾウメディカル㈱
大阪府富田林市寿町4丁目8-
15

医療消耗備品
滅菌バッグ　他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,914,521 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1335
日光医科器械㈱
大阪市阿倍野区阪南町3丁目
6-8

医療消耗備品
エクステンションチューブ
他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 29,065,374 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1336
辻本メディカル㈱
大阪府守口市南寺方東通6丁
目2-1

医療消耗備品
メディカルキャップ　他（単
価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 4,560,282 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1337
田辺医理科器械㈱
大阪市中央区大手通2-4-13

医療消耗備品
サニーコップ　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,770,502 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1338
誠光メディカル㈱
大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町
3丁138-8

医療消耗備品
アルコリーフ　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 4,044,817 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1339
白井松器械㈱
大阪市中央区森之宮中央1-
19-16

医療消耗備品
スライドグラス　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,188,192 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1340
三笑堂㈱
大阪府堺市西区浜寺石津町東
1丁2番15

医療消耗備品
フェザー替刃メス　他（単価
契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,860,549 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1341
小西医療器㈱
大阪市中央区北浜東2-10

医療消耗備品
サクションカテーテル　他
（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 136,343,666 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1342
川本産業㈱
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東3
丁14-20

医療消耗備品
サニコットパウチ　他（単価
契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,327,038 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1343
沖田電気㈱
大阪府堺市堺区南半町東1丁
1-21

医療消耗備品
ビデオテープ　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,982,603 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1344
池田歯科商店
大阪府堺市西区草部465-9

医療消耗備品
デンタルグローブ　他（単価
契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,924,474 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1345
アルフレッサ㈱
大阪府和泉市小田町168-1

医療消耗備品
ビデオプリンターペーパー
他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,977,717 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1346
常盤薬品（株）
山口県宇部市妻開作860番地
の1

医療消耗備品
スモーカライザーマウス
ピース他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 1,801,551 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1347
成和産業（株）
山口県山口市江崎字徳神二
2231-6

医療消耗備品
ニュートレーサーＮＴ-11他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 1,950,878 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1348
カナヤ医科器械（株）
山口県宇部市小松原町2-1-1

医療消耗備品
改良ジャムシディー式骨生
検針他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 4,847,220 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1349
海井医科器械（株）
山口県宇部市神原二丁目
3763-1

医療消耗備品
Ｅ9000/ＡＰＥＸアダプター他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 2,294,426 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1350
（株）特殊ガス
山口県宇部市西梶返２丁目２
番７号

医療消耗備品
ドライアイス他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 3,241,875 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1351
㈱キシヤ
福岡県北九州市八幡西区馬場
山緑5-20

医療消耗備品
予防衣ブルーＬ他６３件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 2,150,331 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1352
㈱アステム
福岡県北九州市小倉南区下曽
根新町13-1

医療消耗備品
オプサイトＩＶ－３０００他３７
７件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 10,964,006 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1353
正晃㈱
福岡県北九州市八幡東区東田
1-6-5

医療消耗備品
顕微鏡ランプ他６７件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 4,664,983 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1354
エア・ウォーター㈱
福岡県福岡市博多区豊1-9-79

医療消耗備品
医療用液化ヘリウム

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 2,363,392 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1355
㈱アステムメディカル
北九州市小倉南区下曽根新町

医療用消耗品・サイドレー
ル他契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 1,621,044 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1356
成和産業（株）
岡山県倉敷市船穂町船穂931
番地1

医療消耗備品
ビアンチェ14他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 5,124,437 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1357
高塚ライフサイエンス（株）
岡山県岡山市今1丁目3番9号

医療消耗備品
イノキュレーティングループ
他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 1,604,906 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1358
五洋医療器（株）
岡山市高柳東町2番8号

医療消耗備品
サクラチャート記録紙

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 7,222,243 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1359
（株）三和メディカル
岡山県岡山市下中野364番地
の105

医療消耗備品
アクアパック他

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 3,198,929 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1360
（株）相馬屋
福島県いわき市小名浜大原字
東田33-1

給食原料
自主流通米

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 2,969,340 随意契約 
野菜、魚介類の購入であり季節等により価格の変動が
あるため、会計細則第５２条第６号に該当するため。（購
入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量
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記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1361
セレサ川崎農業協同組合
川崎市宮前区有馬２－１３－１

給食原料
精白米

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,676,525 随意契約 
野菜、魚介類の購入であり季節等により価格の変動が
あるため、会計細則第５２条第６号に該当するため。（購
入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1362
（株）ヤマイチライス
川崎市中原区上平間１３８１－
１９

給食原料
精白米

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 3,386,544 随意契約 
野菜、魚介類の購入であり季節等により価格の変動が
あるため、会計細則第５２条第６号に該当するため。（購
入の都度複数業者による見積を行っている。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1363
ライオンハイジーン（株）
東京都墨田区本所１－３－７

クリーネス２ｋｇ他１件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,694,175 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1364
㈱大蔵商事
福岡県福岡市博多区比恵町2-
24

保温食器他31件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 1,701,434 随意契約 
品目が多種に及ぶため、１品ごとに見積書を提出させ、

も安価な金額を提出した業者と契約したため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1365
㈱栄月
福井市大手２丁目11-12

Ａ重油単価契約

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション福
井作業所契約担当役
所長　井出　克樹
福井県鯖江市御幸町3－
8－4

18.4.1 1,354,500 随意契約 
燃料のガス化に伴い重油の購入時期、数量とも不明確
であり、重油高騰の中、入札を行った場合著しく不利と
なるため、会計細則第５２条４項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1366
古河機械金属（株）
宮城県仙台市青葉区一番町２
－７－１７

Ａ重油

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 14,206,080 随意契約 
燃料のガス化に伴い重油の購入時期、数量とも不明確
であり、重油高騰の中、入札を行った場合著しく不利と
なるため、会計細則第５２条４項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1367
富士ゼロックス宮城（株）
宮城県仙台市青葉区五橋１－
１－２３

複写機使用料金

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,806,019 随意契約 
当該業務は、その製品を熟知し、管理・メンテナンス技
術に精通している業者との契約であるため、会計細則
第５２条第６項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1368
（株）鈴木印刷所
宮城県石巻市蛇田字新谷地前
１２１

印刷代
看護記録10000枚他６０件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,955,614 随意契約 
原版を所有し、当該編集業務に精通している業務以外
との契約は不利であるため、会計細則第５２条６項に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1369
（株）仙台紙工
宮城県仙台市宮城野区苦竹３
－１－１４

印刷代
歯科伝票120冊他９件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,431,736 随意契約 
原版を所有し、当該編集業務に精通している業務以外
との契約は不利であるため、会計細則第５２条６項に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1370
（株）豊栄堂印刷所
宮城県仙台市宮城野区岡田西
町１－５８

印刷代
外来診療費請求書兼領収
書60000ｾｯﾄ他７件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,021,985 随意契約 
原版を所有し、当該編集業務に精通している業務以外
との契約は不利であるため、会計細則第５２条６項に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1371
（株）阿部紙工
福島県福島市庄野字柿場１－
１１

印刷代
院外処方箋50000枚他４件

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,624,875 随意契約 
原版を所有し、当該編集業務に精通している業務以外
との契約は不利であるため、会計細則第５２条６項に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1372
（株）アピコ
宮城県仙台市若林区卸町東２
－８－２０

複写機使用料金

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,353,332 随意契約 
当該業務は、その製品を熟知し、管理・メンテナンス技
術に精通している業者との契約であるため、会計細則
第５２条第６項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1373
ヨシダ印刷㈱
金沢市御影町19番1号

印刷代
情報誌

労働者健康福祉機構石
川産業保健推進センター
契約担当役　所長　佐藤
保
石川県金沢市広岡3－1
－1
金沢パークビル9Ｆ

18.4.1 1,323,000 随意契約 
原版を所有し、当該編集業務に精通している業務以外
との契約は不利であるため、会計細則第５２条６項に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1374
労働調査会中部事務局
愛知県名古屋市中区丸の内2-
16-22

印刷代
配布資料「産業保健ハンド
ブック」7,000部

労働者健康福祉機構愛
知産業保健推進センター
契約担当役　所長　武井
善明
愛知県名古屋市中区栄
4-15-32日建・住生ビル7
Ｆ

19.2.5 2,450,000 随意契約 
原版を所有し、当該編集業務に精通している業務以外
との契約は不利であるため、会計細則第５２条６項に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1375
岸山印刷（株）
北海道美唄市東1条南1丁目1-
29

印刷代
継続指示録他139件

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 9,589,815 随意契約 
原版を所有し、当該編集業務に精通している業務以外
との契約は不利であるため、会計細則第５２条６項に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1376
福島ゼロックス（株）
福島県いわき市平上荒川字長
尾74-8

複写機使用料金

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 5,089,419 随意契約 
当該業務は、その製品を熟知し、管理・メンテナンス技
術に精通している業者との契約であるため、会計細則
第５２条第６項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1377
（株）大和
神奈川県川崎市川崎区大川町
１１－６

印刷代
処方箋他６８件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 3,331,330 随意契約 
原版を所有し、当該編集業務に精通している業務以外
との契約は不利であるため、会計細則第５２条６項に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1378
（株）サトー
東京都渋谷区恵比寿４－９－
１０

印刷製本
レスプリラベル他１件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 2,549,400 随意契約 
原版を所有し、当該編集業務に精通している業務以外
との契約は不利であるため、会計細則第５２条６項に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
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随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1379

富士ゼロックス（株）
横浜市西区みなとみらい２－２
－１－１横浜ランドマークタ
ワー２４Ｆ

複写機機消耗品及び保守
点検

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,099,876 随意契約 
当該業務は、その製品を熟知し、管理・メンテナンス技
術に精通している業者との契約であるため、会計細則
第５２条第６項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1380
富士ゼロックス兵庫（株）
兵庫県尼崎市御園町24

複写機使用料金

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 6,413,645 随意契約 
当該業務は、その製品を熟知し、管理・メンテナンス技
術に精通している業者との契約であるため、会計細則
第５２条第６項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1381
（株）フジグラフィックス
兵庫県尼崎市尾浜町1-8-30

印刷代PET-CTﾚﾝﾄｹﾞﾝ袋他
65件

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 16,161,407 随意契約 
原版を所有し、当該編集業務に精通している業務以外
との契約は不利であるため、会計細則第５２条６項に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1382
富士ゼロックス茨城㈱
茨城県水戸市城南２丁目１番
20号

複写機使用料金

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 3,354,578 随意契約 
当該業務は、その製品を熟知し、管理・メンテナンス技
術に精通している業者との契約であるため、会計細則
第５２条第６項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1383

フュージョンコミュニケーション
ズ（株）
東京都千代田区大手町２－２
－１－６Ｆ

国内電話割引通話料

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 3,703,460 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1384
㈱エヌ･ティ･ティドコモ北海道
北海道札幌市中央区北１条１
４丁目６番地

携帯電話使用料

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.1 3,098,919 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1385

（株）インターネットイニシアティ
ブ
東京都千代田区神田神保町１
－１０５

インターネット接続料金

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,062,180 随意契約 
当該業務は、その製品を熟知し、管理・メンテナンス技
術に精通している業者との契約であるため、会計細則
第５２条第６項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1386
ヤマト運輸（株）
川崎市中原区中丸子１２７１

メール便代

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,642,445 随意契約 
当該業務は、その製品を熟知し、管理・メンテナンス技
術に精通している業者との契約であるため、会計細則
第５２条第６項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1387
ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
松山市山越３丁目１５番１５号

インターネット使用料

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,813,965 随意契約 
当該業務は、その製品を熟知し、管理・メンテナンス技
術に精通している業者との契約であるため、会計細則
第５２条第６項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
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区分 備考

1388
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北
宮城県仙台市宮城野区榴岡４
－２－３

ＰＨＳ使用料金

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,383,527 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1389
（株）ＫＤＤＩ
東京都新宿区西新宿２－３－
２

電話代（マイライン）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,637,262 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1390
帝人在宅医療（株）
東京都港区西新橋１－１－３

超音波骨折治療器賃借

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 4,351,200 随意契約 契約の相手が特定しているため。会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1391
フジ・レスピロニクス㈱
東京都文京区湯島1-5-32

在宅用睡眠時無呼吸症候
群装置賃借

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 1,898,820 随意契約 
患者が直接装着する医療機器の賃借であり、患者自身
が装着するため、安全上一般競争が不可能であり、会
計細則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1392
肥銀リース㈱
熊本県熊本市国府1丁目20番1
号肥後水前寺ﾋﾞﾙ5階

電話交換機・ＰＨＳ設備リー
ス料

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 15,340,500 随意契約 
電話交換機・PHS設備リース契約であり、複数年契約で
もあることから継続する必要があるため会計細則第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1393
日本カルミック㈱
鹿児島県鹿児島市上之園町
24-2

外来トイレ殺菌洗浄装置賃
借

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 1,081,393 随意契約 競合相手がいないため、唯一の業者である日本カルミッ
クとの契約を行なった。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1394
帝人在宅医療東京（株）
横浜市港北区新横浜２－１５
－１６新横浜日興ビル３Ｆ

超音波骨折治療器賃借

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 830,550 随意契約 
患者の生命に直接関わる医療器機であり、信用・実績
を軽視することができず、会計細則第52条第6号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1395
フジ・レスピロニクス㈱
新潟県上越市大字藤野新田２
３５－１

在宅用睡眠ポリグラフィー
検査賃借

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 1,039,500 随意契約 
患者が直接装着する医療機器の賃借であり、患者自身
が操作するため、安全上一般競争が不可能であり、会
計細則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1396
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町2-1-1

超音波骨折治療器の賃貸
借及び保守業務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 947,100 随意契約 
当治療器は難治性骨折に対し長期間使用するため機
種変更が難しく、取扱いを誤ると重大な結果を及ぼす恐
れもあることから、万全なアフターサービスが必要となり
会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
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区分 備考

1397
ＣＴＭ（株）
愛知県名古屋市昭和区吹上町
１－２０１

睡眠時無呼吸測定システ
ム賃借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 5,334,000 随意契約 
当該物品のアフターメンテナンス体制が整った業者を選
定する必要があるため、会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1398
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町2-1-1

超音波骨折治療器賃借料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,287,825 随意契約 
賃借対象品目の取扱が1社のみであったため、会計細
則第５２条第６号に該当するため、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1399
帝人在宅医療（株）
大阪府豊中市新千里西町1-2-
14

超音波骨折治療器賃借契
約

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 3,863,475 随意契約 機種及び業者が限定されるため、会計細則第52条6項
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1400
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町2-1-1

超音波骨折治療器賃借契
約

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 1,423,800 随意契約 
在宅患者に在宅機器を賃借・保守する業務で機器の保
守に特別な技術が必要、会計細則第52条第6号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1401
帝人在宅医療（株）
東京都千代田区内幸町2丁目1
番1号

超音波骨折治療器賃貸借

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 1,053,675 随意契約 当該物件は、当該業者のみの取扱いであるため、会計
細則第５２条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1402
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町2-1-1

超音波骨折治療器（セーフ
ス）30件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 3,512,250 随意契約 当該機器メーカーの日本唯一の代理店でり競争性がな
いことから、会計細則第52条6号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1403
アイ・エム・アイ（株）
埼玉県越谷市流通団地3丁目3
番12号

陽・陰圧体外式人工呼吸器
【米国ﾒﾃﾞｨﾍﾞﾝﾄ社･RTXﾚｽﾋﾟ
ﾚｰﾀｰ】賃貸借契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,407,420 随意契約 
外国製の特殊な医療機器であり、同様の機種を他から
調達するのは困難であることから会計細則第52条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1404

ボストン・サイエンティフィック
ジャパン(株)
東京都新宿区西新宿1－14－
11

血管内超音波画像診断装
置賃借

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 1,008,000 随意契約 当装置の賃借はメーカーである当該業者以外できない
ものであり、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1405
（株）テクノメディカル
宮城県仙台市太白区越路２６
－１４

白血球除去療法用器械器
具賃借

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,108,800 随意契約 当該機器を賃貸する業者が１社であり、会計細則第52
条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1406
日医リース（株）
東京都品川区西五反田1-3-8

循環器Ｘ線診断システム
リース契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 9,979,095 随意契約 
平成１２年１１月開始の一般競争リース契約により各年
度に応じて単年度契約としているため、会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1407
ＣＴＭ（株）
愛知県名古屋市昭和区吹上町
１－２０１

血管内超音波装置賃借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,008,000 随意契約 
当該物品のアフターメンテナンス体制が整った業者を選
定する必要があるため、会計細則第５２条第６号に該当
するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1408
㈱ダテ・メディカルサービス
大阪府吹田市垂水町3丁目27-
27

冷凍手術装置賃借料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 800,000 随意契約 賃借対象品目の取扱が1社のみであったため、会計細
則第５２条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1409
バクスター（株）
大阪府豊中市新千里西町1-2-
14

ＣＡＰＤ賃借単価契約

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 3,801,600 随意契約 機種及び業者が限定されるため、会計細則第52条6項
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1410
（株）ホクシンメディカル
兵庫県西宮市浜甲子園1-3-5

ＩＶＵＳ賃借単価契約

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 819,000 随意契約 機種及び業者が限定されるため、会計細則第52条6項
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1411
㈱ﾏｲﾃｯｸ
鳥取県鳥取市秋里1356番地

冠動脈超音波装置レンタル
料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 1,260,000 随意契約 当該機器の取扱い業者が特定されているため、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1412
和光純薬工業（株）
大阪府大阪市中央区修道町三
丁目１番２号

自動分析装置他賃借

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 12,353,928 随意契約 リース期間が満了しておらず引き続き使用するため、会
計細則第５２条第６号に該当にするため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1413
九州風雲堂㈱
福岡県福岡市博多区東比恵3-
25-10

手術用器具１式

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 2,838,150 随意契約 
整形外科手術材料の専用工具（約５００品目）の賃借で
あり、当該業者以外に対応できる業者がないことから、
会計細則第52条6号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1414
東芝医用ファイナンス（株）
東京都文京区本郷3-15-2

ＳＰＤシステムリース契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 1,795,500 随意契約 
平成１４年１月開始の一般競争リース契約により各年度
に応じて単年度契約としているため、会計細則第52条
第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1415
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋2-15-12

複写機賃借　10式

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 2,237,760 随意契約 
旧機器の契約期間内であったが、コピー代（消耗品込
み）の見直しと共に、リース料相殺という形で新機種に
変更となり、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1416
富士ゼロックス（株）
愛知県名古屋市中区錦１－１
０－２０

複写機賃借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,881,600 随意契約 
複写機の頻回にわたる業者の変更は、機器の操作の
問題もあるため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1417
和歌山リコー（株）
和歌山県和歌山市黒田39番2
号

コピー機賃貸借

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 1,814,400 随意契約 頻回の業者交代は業務のミスを招くため、会計細則５２
条第６項に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1418
富士ゼロックス岡山(株)
岡山県岡山市今4丁目14番26
号

電子複写機賃貸借及び保
守契約

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 903,420 随意契約 当該装置の製造メーカーであり他業者ではできないた
め。会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1419
(株)両備システムズ
岡山県岡山市豊成2丁目7番16
号

医事健診システム賃貸借
契約

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 1,068,108 随意契約 リース物件期間満了による再契約のため。会計細則第
52条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1420
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町２丁目
１番１号

超音波骨折治療器賃借

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 1,186,500 随意契約 
機器の賃借及び保守業務であり、その製品を熟知、管
理・メンテナンス技術に精通している業者以外はできな
いことから、会計細則第５２条第６号に該当にするため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1421
日本カルミック(株)
東京都千代田区九段南1－5－
10

小便器自動洗浄薬剤供給
装置他賃借

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.5.12 1,491,000 随意契約 当装置は特許取得製品であるため当該業者以外契約
できないため、会計細則第52条第6号該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1422
ワタキューセイモア（株）
宮城県仙台市青葉区上愛子字
上遠野原９－５１

カーテン賃借

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 4,769,100 随意契約 契約額を廉価にするため５年の賃借期間を前提とした
契約であり、会計細則第52条第６号に該当するため.

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1423
ワタキューセイモア㈱北関東支
店
埼玉県越谷市七左町3-194

当直用寝具賃借料

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 804,825 随意契約 患者用寝具を当該業者が取扱っているため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1424
ワタキューセイモア㈱北関東支
店
埼玉県越谷市七左町3-194

フェイスタオル賃借

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 6,814,040 随意契約 
当該業務と洗濯業務とを切離した際、感染防止・衛生環
境の確保が困難であることから、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1425
（株）柴橋商会
横浜市神奈川区鶴屋町２－１
１－５　ＳＧビル

病棟及び外来棟カーテン賃
貸者契約

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 10,490,168 随意契約 
定期的・随時の洗濯及びそれに伴う交換業務も含む
為、迅速に対応できるのが当該業者のみであり、会計
細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1426
（株）柴橋商会
横浜市神奈川区鶴屋町２－１
１－５　ＳＧビル

病棟マットレス賃貸借契約

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,323,564 随意契約 
汚れた際の交換等を迅速に行わなければならず、迅速
に対応できるのが当該業者のみであり、会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1427
（株）柴橋商会
横浜市神奈川区鶴屋町２－１
１－５　ＳＧビル

褥瘡用マットレス賃貸借契
約

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 3,851,881 随意契約 
褥瘡対策という患者の身体に関わる物であり、汚れた
際の迅速な対応等ができるのが、当該業者のみであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1428
（有）ヨネヤマプランテイション
神奈川県横浜市港北区新羽町
２５８２

鉢植え植物賃借

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 1,800,000 随意契約 継続的にメンテナンスを行う必要であるため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1429
（株）小山商会
千葉県柏市高田１３７４番地

体圧分散式マットレス賃借
料

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 800,032 随意契約 
入院患者に使用するものであり、安全性と信頼性が必
要であるため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1430
（株）小山商会
千葉県柏市高田１３７４番地

防水シーツ賃借

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 1,854,930 随意契約 
入院患者に使用するものであり、安全性と信頼性が必
要であるため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1431
（株）レンティック中部
静岡県浜松市中区高林5丁目7
番13号

フェィスタオル【ウェット巻
き】・おしぼり賃貸借契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,346,769 随意契約 近隣でも多くの病院と契約し、経験・実績および信用性
があることから会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1432
（有）西脇蒲団店
愛知県名古屋市北区水草町１
－６８

タオル賃借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 4,565,202 随意契約 洗濯・寝具等契約を締結しており、一元的に管理できる
ことから、会計細則第５２条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1433
（有）西脇蒲団店
愛知県名古屋市北区水草町１
－６８

マットレス賃借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,948,356 随意契約 洗濯・寝具等契約を締結しており、一元的に管理できる
ため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1434
（有）西脇蒲団店
愛知県名古屋市北区水草町１
－６８

宿日直寝具賃借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,780,195 随意契約 洗濯・寝具等契約を締結しており、一元的に管理できる
ため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1435
（有）西脇蒲団店
愛知県名古屋市北区水草町１
－６８

病棟予備カーテン賃借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,419,084 随意契約 洗濯・寝具等契約を締結しており、一元的に管理できる
ため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1436
㈱ハピネス
大阪府東大阪市新家中町2-30

褥瘡予防用器具賃借料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,195,794 随意契約 
日割りの賃借であり、対応可能な業者が他に見当たら
なかったことから、会計細則第５２条第６号に該当する
ため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1437
㈱シガドライセンター
滋賀県彦根市南河瀬町1547

褥瘡予防用マットレス賃借
料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,628,809 随意契約 レンタル対象品目の取扱が1社のみであったことから、
会計細則第５２条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1438
ワタキューセイモア㈱
大阪市東淀川区豊里2丁目10-
12

当直用寝具賃借料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,686,300 随意契約 患者用寝具を当該業者が取扱っているため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1439
ワタキューセイモア㈱
大阪市東淀川区豊里2丁目10-
12

本館北側ブラインド再リー
ス料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,234,800 随意契約 本リース期間満了後同一物品の再リースのため、会計
細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1440
ワタキューセイモア㈱
大阪市東淀川区豊里2丁目10-
12

本館南側ブラインド再リー
ス料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,083,600 随意契約 本リース期間満了後同一物品の再リースのため、会計
細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1441
高橋園芸
大阪府八尾市太田6-233

植木・借り鉢賃借料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 4,127,660 随意契約 当院近隣で、対応できる業者がなかったため、会計会則
第52条6項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1442
東銀リース（株）
東京都中央区日本橋室町2-4-
3

節水器賃借契約

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 2,279,340 随意契約 他に賃借できる業者がなかったため、会計細則第52条6
項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1443
（株）青香園
兵庫県宝塚市山本中1-8-17

植木賃借契約

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 1,057,230 随意契約 当院近隣で、対応できる業者がなかったため、会計会則
第52条6項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1444
（株）ウエストウイング
兵庫県姫路市飾磨区中島起し
573-1

カーテン賃借単価契約

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 6,672,228 随意契約 当院のニーズに対応できる業者がなかったため、会計
細則第52条6項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1445
日本カルミック（株）
東京都千代田区九段南1-5-10

トイレ防臭器具賃貸借

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 1,653,540 随意契約 
当該物件はすでに設置されているものであり、競争に付
することによって取外し・取付け工事が発生、患者への
負担がかかるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1446
ジーイーキャピタルリーシング
（株）
東京都港区赤坂5丁目2番20号

駐車場管理機器再リース
料

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 1,014,300 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1447
太陽セランド㈱
福岡県田川市大字川宮1200番
地

褥瘡対策マット（エアーマッ
ト）492件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 1,851,960 随意契約 
リネン運搬業務とマット運搬業務を兼務させることにより
緊急時における即時対応を考慮したところ、リネン運搬
業者の当該業者以外は対応出来ないことから、会計細
則第52条6号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1448
福岡医療関連企業協業組合
福岡県糟屋郡久山町山田

メンタルマット

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 1,568,700 随意契約 
専門性の高い褥瘡予防マットの唯一取扱業者とのリー
ス契約のため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1449
㈱小山商会
千葉県柏市高田1374番地

健診衣　上衣　ＰＫ－１４２１
７３６枚他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 4,037,615 随意契約 健診衣の更新を条件に複数年契約したため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1450

ＮＴＴファイナンス（株）
横浜市神奈川区鶴屋町２丁目
２３番地２　ＴＳプラザビルディ
ング

超音波診断装置一式賃借

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

19.1.1 6,611,820 随意契約 不落随意契約（会計規則５３条） 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1451

(財)吉備高原保健福祉の村事
業団
岡山県加賀郡吉備中央町上野
2320-10

外構維持管理業務

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央

18.4.1 3,401,454 随意契約 

受託者は、吉備高原都市を拠点とし、障害者雇用と自
立に向けての福祉事業を行っている。当センター始め吉
備高原都市にある事業所の多くは、当該受託者支援の
一環として業務の委託を行っている。会計細則第52条
第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1452
共立医科器械（株）八戸営業所
青森県八戸市根城３丁目１８
－３

低温プラズマ滅菌装置保守
１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 1,123,500 随意契約 
専門性が高い機器の保守であり、当該業者が当該業務
を履行できる唯一の業者であることから、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1453
共立医科器械（株）八戸営業所
青森県八戸市根城３丁目１８
－３

高圧蒸気滅菌装置保守

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 1,285,200 随意契約 
専門性が高い機器の保守であり、当該業者が当該業務
を履行できる唯一の業者であることから、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1454

㈱ガスパワーアンドインベスト
メント
大阪市中央区淡路町4丁目4-
11

エネルギー管理支援業務

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,890,000 随意契約 
第1種指定工場扱になり電気・熱双方のエネルギー管理
士資格保持者が当院にいなかったため、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1455
日本電技㈱
大阪市北区中之島6-2-40

自動制御中央監視装置保
守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,024,000 随意契約 
当該機器の構築元であり、保守整備も技術知見を有す
る同社でなければ取扱困難なため、会計細則第５２条
第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1456

ＧＥ横河メディカルシステムズ
㈱
大阪府堺市北区百舌鳥西之町
3丁565

CT装置（XG0031）保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 7,803,249 随意契約 
当該機器の製造元であり、保守整備に関しても技術知
見を有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1457
（株）ジェイメック
文京区湯島3-31-3

保守料/ルビーレーザー装
置

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 1,050,000 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1458
アイ・エム・アイ㈱
福岡県福岡市博多区那珂1-2-
2

全身麻酔ｼｽﾃﾑ保守
（VP100３台、VP200３台）

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 2,011,800 随意契約 
迅速な部品調達・復旧・保障等を考慮したところ、メー
カーのメンテナンス業者以外は行うことが出来ないもの
であり、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1459
㈱両備システムズ
大阪市淀川区宮原4丁目3-39

病院総合システム保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 35,126,742 随意契約 
当該システムの構築元であり、保守も技術知見を有す
る同社でなければ取扱困難なため、会計細則第５２条
第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1460
㈱ダイコクシステムサービス
大阪府泉佐野市りんくう往来南
2番地2

物品発注システム保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,050,000 随意契約 
当該システムの構築元であり、保守に関しても技術知見
を有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則第
５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

162/278
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1461
リコーテクノシステムズ㈱
大阪府堺市堺区宿院町西3-1-
32

病院総合システム用プリン
ター保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,196,701 随意契約 
当該機器の製造元が親会社であり、子会社である同社
は地区で限定されており他では保守取扱困難なため、
会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1462
東芝メディカル（株）
愛知県名古屋市中村区名駅１
－４－１２

多目的X線TV装置保守料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,965,600 随意契約 
機器の製造メーカーであり、部品の有無、保守管理の
技術等の理由により、会計細則第５２条第６号に該当す
るため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1463
㈱マック
北海道札幌市中央区大通東2
丁目3番地

血管造影画像ネットワーク
システム保守

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 1,459,500 随意契約 当装置保守はメーカー指定店である当該業者以外にで
きないため、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1464
日本電気(株)北海道支社
北海道札幌市中央区大通西4
丁目1番地

病院情報システム保守

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 9,702,000 随意契約 
当保守は緊急時にも対応できる開発業者である当該業
者以外行うことが出来ないため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1465
日本電気(株)北海道支社
北海道札幌市中央区大通西4
丁目1番地

平成17年度病院情報シス
テム保守

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 7,812,000 随意契約 
当保守は緊急時にも対応できる開発業者である当該業
者以外行うことが出来ないため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1466

東芝メディカルシステムズ(株)
札幌サービスセンタ
北海道札幌市東区本町2条2丁
目3番6号

ガンマカメラ保守（ＧＣＡ７２
００）

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 2,835,000 随意契約 当装置保守はメーカーである当該業者以外できないも
のであり、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1467

東芝メディカルシステムズ(株)
札幌サービスセンタ
北海道札幌市東区本町2条2丁
目3番6号

ガンマカメラ保守（ＧＣＡ９０
１）

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 1,260,000 随意契約 当装置保守はメーカーである当該業者以外できないも
のであり、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1468

（株）フィリップスエレクトロニク
スジャパン札幌支店
北海道札幌市北区北7条西1丁
目2－6

血管造影Ｘ線診断装置保
守

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 5,250,000 随意契約 当装置保守はメーカーである当該業者以外できないも
のであり、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1469

東芝メディカルシステムズ（株）
青森支店
青森県青森市堤町２丁目１－
３

ＣＴスキャナ装置保守　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 25,385,640 随意契約 
専門性が高い機器の保守であり、当該業者が当該業務
を履行できる唯一の業者であることから、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1470

東芝メディカルシステムズ（株）
青森支店
青森県青森市堤町２丁目１－
３

核医学診断装置保守　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 2,493,750 随意契約 
専門性が高い機器の保守であり、当該業者が当該業務
を履行できる唯一の業者であることから、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1471

テルモ（株）ホスピタルグループ
医療機器カンパニー
東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４４
－１

看護支援システム保守　１
式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 2,795,100 随意契約 
専門性が高い機器の保守であり、当該業者が当該業務
を履行できる唯一の業者であることから、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1472
シー・エム・エス・ジャパン（株）
東京都千代田区平河町１丁目
４－５

放射線治療計画システム
保守　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 1,207,500 随意契約 
専門性が高い機器の保守であり、当該業者が当該業務
を履行できる唯一の業者であることから、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1473
共立医科器械（株）八戸営業所
青森県八戸市根城３丁目１８
－３

人工呼吸器保守　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 2,052,750 随意契約 
専門性が高い機器の保守であり、当該業者が当該業務
を履行できる唯一の業者であることから、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1474
共立医科器械（株）八戸営業所
青森県八戸市根城３丁目１８
－３

全身麻酔器システム保守
１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 1,446,060 随意契約 
専門性が高い機器の保守であり、当該業者が当該業務
を履行できる唯一の業者であることから、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1475

オーク設備工業（株）青森営業
所
青森県青森市問屋町２丁目１
９－２１

空気調和設備機器保守　１
式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 11,235,000 随意契約 
専門性が高い機器の保守であり、当該業者が当該業務
を履行できる唯一の業者であることから、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1476

青森三菱電機機器販売（株）八
戸支店
青森県八戸市卸センター２丁
目７－２８

放射線治療装置保守　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 4,042,500 随意契約 
専門性が高い機器の保守であり、当該業者が当該業務
を履行できる唯一の業者であることから、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1477

（株）フィリップスエレクトロニク
スジャパンメディカルシステム
ズ仙台支店
宮城県仙台市青葉区一番町２
丁目１－３

超電導磁気共鳴診断装置
保守　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 13,891,500 随意契約 
専門性が高い機器の保守であり、当該業者が当該業務
を履行できる唯一の業者であることから、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1478

（株）フィリップスエレクトロニク
スジャパンメディカルシステム
ズ仙台支店
宮城県仙台市青葉区一番町２
丁目１－２

心臓血管撮影装置保守　１
式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 6,262,200 随意契約 
専門性が高い機器の保守であり、当該業者が当該業務
を履行できる唯一の業者であることから、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1479
（株）南部医理科八戸営業所
青森県八戸市根城８丁目１０
－８

臨床検査システム保守　１
式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 3,688,231 随意契約 
専門性が高い機器の保守であり、当該業者が当該業務
を履行できる唯一の業者であることから、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1480
（株）青森電子計算センター
青森県青森市三内丸山３９３
－２７０

医事会計システム保守　１
式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 7,745,220 随意契約 
専門性が高い機器の保守であり、当該業者が当該業務
を履行できる唯一の業者であることから、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1481
富士通（株）
宮城県仙台市青葉区一番町２
－３－２２

オーダリングシステム保守
一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,438,500 随意契約 当該システムの保守管理の技術を有することから、会
計細則第52条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1482
富士フイルムメディカル（株）
宮城県仙台市青葉区一番町３
－７－２３

富士医療画像情報システ
ム保守一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 7,850,000 随意契約 当該システムの保守管理の技術を有しており、会計細
則第52条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1483
東芝メディカルシステムズ（株）
宮城県仙台市青葉区南吉成２
－１７－２

自動分析装置保守一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,992,500 随意契約 当該機器の保守管理の技術を有するため会計細則第
52条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1484
大創工業（株）
宮城県仙台市若林区志波町１
３－２３

ボイラー・第一種圧力容器
設備整備点検

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.9.28 1,260,000 随意契約 当院のボイラー関連業務について習熟・精通しており、
会計細則第52条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1485

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）
宮城県仙台市泉区泉中央２－
２６－１７

ＣＴ保守一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 15,225,000 随意契約 当該機器の保守管理の技術を有しており、会計細則第
52条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1486

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）
宮城県仙台市泉区泉中央２－
２６－１７

ＣＴ保守一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 11,445,000 随意契約 当該機器の保守管理の技術を有しており、会計細則第
52条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1487

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）
宮城県仙台市泉区泉中央２－
２６－１７

ＭＲ保守二式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 28,637,490 随意契約 当該機器の保守管理の技術を有しており、会計細則第
52条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1488

ＶａｒｉａｎＭＥメディカルシステム
ズ（株）
東京都中央区日本橋富沢町１
０－１６

放射線治療システム保守
一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 5,880,000 随意契約 当該システムの保守管理の技術を有しており、会計細
則第52条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1489
（株）南部医理科
宮城県仙台市青葉区上杉１－
３－２３

マイコンカルテシステム保
守一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,100,000 随意契約 当該システムの保守管理の技術を有しており、会計細
則第52条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1490

㈱日立ビルシステム　東北支
社
宮城県仙台市青葉区一番町一
丁目5番5号

昇降機の定期保守点検

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 2,681,280 随意契約 
当該業務は専門的な知識が必要で、設備を施工した当
該業者しか履行できないため会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1491

東芝メディカルシステムズ㈱秋
田サービスセンター
秋田県秋田市旭北錦町5番50
号

高速ＣＴ装置の定期保守点
検

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 3,438,750 随意契約 
当該業務は専門的な知識が必要で、製造販売業者であ
る当該業者しか履行できないため会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1492
シスメックス㈱盛岡営業所
岩手県盛岡市中央通１－７－
２５－４Ｆ

自動血球分析装置の定期
保守点検

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 1,675,800 随意契約 
当該業務は専門的な知識が必要で、製造販売業者であ
る当該業者しか履行できないため会計細則第５２条第６
号を適用

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1493
シーメンス旭メディテック㈱北
東北営業所
岩手県盛岡市門2-1-48

血管撮影装置の定期保守
点検

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 1,312,500 随意契約 
当該業務は専門的な知識が必要で、製造販売業者であ
る当該業者しか履行できないため会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1494
日本電気（株）
福島県郡山市清水台2-13-23

医事会計システム保守契
約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 7,182,000 随意契約 
本契約は医事会計システムの保守契約であり、条件を
満たす契約を締結できるのは当該物件の製造者のみで
あるため、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1495
日本電気（株）
福島県郡山市清水台2-13-23

領収書書式改造作業

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.9.8 1,732,500 随意契約 
医事会計システムの領収書書式改造作業であり、条件
を満たす契約を締結できるのは当該物件の製造者のみ
であるため、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1496
テクノ菱和（株）
福島県郡山市笹川1-226-1

空調設備保守契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 2,488,500 随意契約 
本契約は空調設備の保守契約であり、条件を満たす契
約を締結できるのは当該物件の設置業者のみであるた
め、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1497
テクノ菱和（株）
福島県郡山市笹川1-226-1

冷暖房機、パッケージ等
フィルター交換

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.10.2 3,255,000 随意契約 
冷暖房機、パッケージ等フィルターの交換であり、条件
を満たす契約を締結できるのは当該物件の製造者（代
理店）のみであるため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1498
島津メディカルシステムズ（株）
宮城県仙台市青葉区二日町1-
23

ガンマカメラ保守契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 5,775,000 随意契約 
本契約はガンマカメラの保守契約であり、条件を満たす
契約を締結できるのは当該物件の製造者のみであるた
め、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1499
島津メディカルシステムズ（株）
宮城県仙台市青葉区二日町1-
23

循環器Ｘ線診断システム保
守

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 11,445,000 随意契約 
本契約は循環器Ｘ線診断システムの保守契約であり、
条件を満たす契約を締結できるのは当該物件の製造者
のみであるため、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1500
ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）
福島県郡山市虎丸町17-18

ＣＴ保守契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 16,143,750 随意契約 
本契約はＣＴの保守契約であり、条件を満たす契約を締
結できるのは当該物件の製造者のみであるため、会計
細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1501
ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）
福島県郡山市虎丸町17-18

ＭＲＩ保守契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 11,791,500 随意契約 
本契約はＭＲＩの保守契約であり、条件を満たす契約を
締結できるのは当該物件の製造者のみであるため、会
計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1502
（株）日東
福島県いわき市平字五色町6-
2

ＥＳＷＬ保守契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 4,200,000 随意契約 
本契約はＥＳＷＬの保守契約であり、条件を満たす契約
を締結できるのは当該物件の製造者（代理店）のみであ
るため、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1503
（株）日東
福島県いわき市平字五色町6-
2

看護支援システム保守

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 2,698,500 随意契約 
本契約は看護支援システムの保守契約であり、条件を
満たす契約を締結できるのは当該物件の製造者のみで
あるため、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1504
（株）すすむ器械店
福島県いわき市内郷御厩町前
田125

自動分析装置保守契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 2,992,500 随意契約 
本契約は自動分析装置の保守契約であり、条件を満た
す契約を締結できるのは当該物件の製造者（代理店）
のみであるため、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1505

Varian ME メディカルシステム
ズ（株）
宮城県仙台市青葉区春日町7-
32

医療用ライナック保守契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 3,087,000 随意契約 
本契約は医療用ライナックの保守契約であり、条件を満
たす契約を締結できるのは当該物件の製造者のみであ
るため、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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及び住所

公共工事の名称、場所、
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区分 備考

1506
（有）長沼産業
東京都大田区大森東４－２７
－１１

一般廃棄物処理業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 3,357,900 随意契約 
本業務は、処理方法、取扱手順等充分熟知しているこ
と、及び病院環境保持の観点から、安全性に配慮し業
務遂行を行うことが必要であるため、会計細則第５２条
第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1507
東芝メディカルシステムズ（株）
東京都中央区京橋１－１９－８

放射線治療装置保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 9,765,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該医療機器の
誤作動は患者様の安全を損なうこととなるため、製造業
者で当該医療機器を熟知していることから、契約相手方
とすることが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1508
東京医療クリーン協同組合
東京都豊島区西池袋２－２９
－１９

感染性廃棄物処理業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 12,508,650 随意契約 

本業務は、処理方法、取扱手順等充分熟知しているこ
と、及び病院環境保持の観点から、安全性に配慮し業
務遂行を行うことが必要であるため、継続委託すること
が適切であると判断した。会計細則第５２条第6号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1509
シーメンス旭メディテック（株）
東京都品川区五反田３－２０
－１４

核医学診断装置保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 3,979,500 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該医療機器の
誤作動は患者様の安全を損なうこととなるため、製造業
者で当該医療機器を熟知していることから、契約相手方
とすることが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1510
シーメンス旭メディテック（株）
東京都品川区五反田３－２０
－１４

磁気共鳴断層診断装置保
守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 12,075,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該医療機器の
誤作動は患者様の安全を損なうこととなるため、製造業
者で当該医療機器を熟知していることから、契約相手方
とすることが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1511
（株）リサイクル・ネットワーク
東京都大田区羽田１－１１－４

産業廃棄物処理業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 3,528,000 随意契約 

本業務は、処理方法、取扱手順等充分熟知しているこ
と、及び病院環境保持の観点から、安全性に配慮し業
務遂行を行うことが必要であるため、継続委託すること
が適切であると判断した。会計細則第５２条第6号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1512
（株）ムトウ東京西支店
東京都世田谷区玉川台２－１
１－１７

液体クロマトグラフ保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 2,005,000 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須ある。また、当該機器の誤作動
は診断業務に多大なる支障をきたすこととなるため、製
造業者で当該機器を熟知していることから、契約相手方
とすることが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1513
荏原冷熱システム（株）
東京都大田区羽田５－１－１３

ガス冷凍機保守

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 4,042,500 随意契約 

当該機器のメンテナンスは、障害時の即時対応・復旧等
に対応できることが必須である。また、当該機器の誤作
動は療養環境の確保に支障をきたすこととなるため、開
発業者で当該機器を熟知していることから、契約相手方
とすることが適切と判断した。会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1514
利康商事（株）
東京都豊島区要町２－６－１１

ＥＳＷＬ保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 3,150,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであり、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
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記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1515
東芝メディカルシステムズ㈱
横浜市西区みなとみらい２－３
－５　クイーンズタワーＣ１４階

Ｘ線テレビ撮影装置保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 3,402,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであり、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1516
東芝メディカルシステムズ㈱
横浜市西区みなとみらい２－３
－５　クイーンズタワーＣ１４階

Ｘ線テレビ撮影装置保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,890,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1517
東芝メディカルシステムズ㈱
横浜市西区みなとみらい２－３
－５　クイーンズタワーＣ１４階

核医学診断装置保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,701,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1518
東芝メディカルシステムズ㈱
横浜市西区みなとみらい２－３
－５　クイーンズタワーＣ１４階

血管連続撮影装置保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,638,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1519
東芝メディカルシステムズ㈱
横浜市西区みなとみらい２－３
－５　クイーンズタワーＣ１４階

放射線治療装置保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 2,520,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1520
長瀬ランダウェア（株）
東京都中央区日本橋久松町１
１－６

個人放射線被曝線量測定
業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,181,195 随意契約 
放射線被曝線量測定という特殊な業務であると同時に
職員の健康管理に関する業務であるため実績・信用は
軽視できず、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1521
川重冷熱工業（株）
横浜市西区岡野２丁目１５番３
２号（日鴻ビル２Ｆ）

ボイラー性能検査準備費

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.6.12 1,260,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであり、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1522
精研医科工業（株）
摂津市鳥飼上３－１－２８

ＲＯ水製造装置保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.5.31 2,716,875 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであり、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1523
森畜産
川崎市高津区久末１５００

残飯処理

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,560,000 随意契約 
特殊な業務であり、経験や実績、臨時対応等を考慮す
る必要があったため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1524

三菱電機プラントエンジニアリ
ング（株）
横浜市西区みなとみらい２丁
目２番１号

コ・ジェネシステム保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,763,325 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1525
荏原冷熱システム（株）
横浜市港北区新横浜１－９－
１

吸収冷凍機保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 2,551,500 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1526
ラドセーフテクニカルサービス
㈱
三郷市早稲田５－１８－１８

ＲＩ設備保守契約

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,200,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであり、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1527
ナブコシステム（株）
東京都渋谷区代々木３－２８
－６　Ｂ棟２Ｆ

防火扉保守点検

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,491,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1528
ジョンソンコントロールズ（株）
横浜市中区本町３－３０－７
横浜平和ビル

空調用自動制御装置保守
契約

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,303,950 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであり、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1529
シーメンス旭メディック（株）
横浜市港北区新横浜３－１－
４　プラスタリアビル

ＭＲＩ保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 11,550,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであり、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1530
シーメンス旭メディック（株）
横浜市港北区新横浜３－１－
４　プラスタリアビル

血管連続撮影装置保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 5,565,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであり、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1531

ジーイー横河メディカルシステ
ム㈱
横浜市港北区新横浜２－１１
－５　川浅ビル７Ｆ

ＭＲＩ保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 5,775,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1532

ジーイー横河メディカルシステ
ム㈱
横浜市港北区新横浜２－１１
－５　川浅ビル７Ｆ

Ｘ線撮影装置保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 5,985,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1533

ジーイー横河メディカルシステ
ム㈱
横浜市港北区新横浜２－１１
－５　川浅ビル７Ｆ

全自動コンピュータ断層撮
影装置保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,305,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1534

ジーイー横河メディカルシステ
ム㈱
横浜市港北区新横浜２－１１
－５　川浅ビル７Ｆ

全自動コンピュータ断層撮
影装置保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 5,985,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1535
（株）日本シューター
東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

気送管保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,512,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであり、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1536
アイ・エム・アイ（株）
横浜市港北区北新横浜２－７
－１０

麻酔機保守点検

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,150,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1537

ＮＥＣネクサスソリューションズ
（株）
東京都港区三田１丁目４－２８
三田国際ビル

中央監視装置保守契約

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 3,267,075 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであり、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1538
（株）トーエネック神奈川支社
横浜市西区花咲町６－１４５
（横浜花咲ビル９Ｆ）

受変電設備定期点検

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 5,054,700 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1539
（株）ダステックス
東京都江東区新木場２丁目７
番１号

一般破棄物処理

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,541,509 随意契約 
収集・運搬には実績・信頼性を要するため競争に付する
ことが適当ではない。会計細則第52条第6号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1540
（株）エルクコーポレーション
横浜市港北区新横浜２丁目１
１番５号

コダック機器保守料

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,178,415 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであり、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1541
（株）イクス
横浜市鶴見区江ヶ崎町３－３

医療ガス設備保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 2,404,500 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであり、会計細則第52条第6号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1542
（株）アサヒ電子研究所
東京都千代田区麹町２－６－
３　高木ビル３Ｆ

カルテ棚保守

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,575,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等が可能なのが製造・設置元
である当該業者のみであるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1543
富士フィルムメディカル（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜
二丁目８番１１号

ＦＣＲシステム保守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 7,386,750 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1544
日本通運（株）
神奈川県横浜市港北区新羽町
６８７－１

集配金業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 2,205,000 随意契約 窓口収入金の運送契約であるため、会計細則第５２条
第１５号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1545
長瀬ランダウア（株）
東京都中央区日本橋久松町１
１番６号

フィルムバッチ単価契約

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 1,708,260 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1546
東芝メディカルシステムズ（株）
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２丁目３番５号

ＣＴ装置（アクイリオン８）保
守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 2,898,000 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1547
東芝メディカルシステムズ（株）
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２丁目３番５号

ガンマカメラ装置保守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 1,827,000 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1548
東芝メディカルシステムズ（株）
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２丁目３番５号

シンチカメラ装置（Ｅ．ＣＡ
Ｍ）保守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 2,394,000 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1549
東芝メディカルシステムズ（株）
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２丁目３番５号

画像管理・放射線情報シス
テム保守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 9,450,000 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。会計細則第５２条第６号に該当するため。会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1550
東芝メディカルシステムズ（株）
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２丁目３番５号

汎用血管造影撮影装置保
守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 3,150,000 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1551
シーメンス旭メディック（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜
３－１－４

心血管撮影装置保守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 1,890,000 随意契約 
製品各メーカー独自の特殊機能など機器の専門性があ
り、製造者でないと対応できない。また、故障時の迅速
な対応等が不可欠であるため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1552
エレクタ（株）
兵庫県神戸市中央区磯上通六
丁目１番９号

ガンマナイフ装置保守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 5,712,000 随意契約 製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1553
（有）神奈川中央衛生
神奈川県相模原市若松２－１
７－１２

切断上下肢・胎盤処理単価
契約

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 1,917,510 随意契約 
特殊な業務であり、経験や実績、臨時対応等を考慮す
る必要があったため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1554

（株）フィリップスエレクトロニク
スジャパンメディカルシステム
ズ
東京都港区港南二丁目１３番
３７号

患者監視装置保守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 7,230,720 随意契約 
製品各メーカー独自の特殊機能など機器の専門性があ
り、製造者でないと対応できない。また、故障時の迅速
な対応等が不可欠であるため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1555
（株）中村鉄工所
東京都江東区亀戸一丁目４３
番１号

高気圧酸素治療装置保守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 2,730,000 随意契約 
製品各メーカー独自の特殊機能など機器の専門性があ
り、製造者でないと対応できない。また、故障時の迅速
な対応等が不可欠であるため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1556

（株）イトーキテクニカルサービ
ス
東京都中央区新富２－１４－４
－６Ｆ

シングルピッカー保守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 2,310,000 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1557
（株）Ｓ＆Ｓエンジニアリング
神奈川県川崎市川崎区駅前本
町１２－１－１５Ｆ

搬送設備保守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 17,535,000 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1558
富士フィルムメディカル（株）
新潟県新潟市白山浦２－１－
１

ＣＲ装置保守

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 8,484,000 随意契約 
当装置の製作業者であり、その保守業務を実施できる
のが一であるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1559

日本光電北関東（株）
新潟県新潟市中央区長潟３－
８－１１紫竹卸新町１８０８－２
２

看護支援システム保守

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 2,019,150 随意契約 
当業者がシステム開発と導入を行ったため、システムの
サポートできるのが一であるため、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1560
岡谷酸素（株）
新潟県新潟市亀貝２３７６番地
２１

医療ガス設備保守

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 2,373,000 随意契約 
高い信頼性と実績が要求される設備のため、施工者で
あり長年の保守経歴を必要とするため、会計細則第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1561
ふじ環境保全（株）
新潟県燕市佐渡３３６番地

浄化槽維持管理

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 6,048,000 随意契約 指定業者がなく専門業者が特定されている。会計細則
第５２条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1562
ふじ環境保全（株）
新潟県燕市佐渡３３６番地

一般ゴミ、不燃物収集運搬
処分

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 5,014,140 随意契約 
市の区域指定により契約の相手が一であり、競争が存
在しないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1563
シーメンス旭メディテック（株）
新潟県新潟市笹口１－１２－１
３

頭部・心血管撮影装置保守

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 9,975,000 随意契約 当装置製作業者から直接保守業務を委託されているの
が県内で一であるため（会計細則第５２条第６号該当）。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1564
オギ医理科商事（株）
新潟県新潟市紫竹卸新町１８
０８－２２

自動分析装置保守

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 1,236,900 随意契約 
当装置製作業者から直接保守業務を委託されているの
が県内で一であるため、会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1565
（株）アルプ
石川県金沢市近岡町３０９番
地

ホルター心電図解析

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 5,023,200 随意契約 
操作性と信頼性に優れた解析機器を使用しており、そ
の解析業務をできるのが一業者であるため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1566
㈱ＢＳＮアイネット
新潟県新潟市米山２丁目５番
地１

ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ・医事会計ｼｽﾃﾑ
保守

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.10.1 37,800,000 随意契約 
装置の維持・保全、障害時の即時対応等、本装置の設
置業者以外に行うことはできないため、会計細則第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1567
㈱ＢＳＮアイネット
新潟県新潟市米山２丁目５番
地１

レセプトチェックシステム保
守

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.8.1 3,150,000 随意契約 
装置の維持・保全、障害時の即時対応等、本装置の設
置業者以外に行うことはできないため、会計細則第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1568
日本電気（株）富山支店
富山県富山市牛島新町5-5

看護支援システム保守業
務

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 1,764,000 随意契約 
障害時の即時対応・復旧等、当該システムの開発元で
ある業者以外行うことができないため、会計細則第52条
第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1569
（株）石川コンピュータ・センター
石川県金沢市無量寺町ハ6番
地1号

オーダリングシステム保守
業務

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 9,828,000 随意契約 
当該業者は開発元から医療部門の開発委託を任されて
いる北陸地方唯一の業者で有り、保守業務の委託先と
して指定されているため、第52条第6項に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1570
（株）新川清掃
富山県魚津市大光寺坊丸1115

一般廃棄物収集業務（可燃
物）

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 1,688,400 随意契約 
一般廃棄物は、魚津市の条例で他市町村への持ち出し
処分ができないため、魚津市の指定業者である当該業
者に限定されるため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1571
（株）永田メディカル
富山県高岡市問屋町12

東芝ＣＴ装置（Asteion）保守
業務

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 2,037,000 随意契約 
当該業者は製造元から保守業務の委託先として指定さ
れている富山県内唯一の業者であるため、第52条第6
項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1572
東邦動力工業㈱
静岡県浜松市南区安松町50番
1

タクマNPO-60-Cボイラ及
びストレージタンク等第一
種圧力容器性能検査清掃
整備

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,501,500 随意契約 業務の性質上必要な技術・能力及び信用と実績がある
ことから会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1573

東芝メディカルシステムズ㈱浜
松
静岡県浜松市中区東伊場2丁
目7番1号

東芝社製多目的血管造影
撮影装置　Infinix Celeve
VB　一式　保守契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 10,080,000 随意契約 
患者の診断に関わる重要な機器であり、精度・信頼度
からメーカー保守でないと重大な影響がある可能性も考
えられることから、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1574
東芝エレベ－タ㈱
静岡県静岡市駿河区稲川2-1-
1

東芝社製東病棟エレベータ
２基　保守契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,411,200 随意契約 
技術・能力・アフターサービス及び信用度からメーカー
保守が必要であり、会計細則第52条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1575

㈱日立ビルシステム
愛知県名古屋市中村区名駅1-
1-4　JRセントラルタワーズ21
階

日立社製西病棟エレベータ
２基　保守契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,033,200 随意契約 
技術・能力・アフターサービス及び信用度からメーカー
保守が必要であり、会計細則第52条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1576
（有）アメニティ愛知
愛知県豊川市南千両2丁目84
番地

院内トイレリピートメンテナ
ンス保守契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,411,200 随意契約 
トイレ節水システム施行後の保守であり、技術・能力・信
用が必要なことから会計細則第52条第6号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1577
名古屋コンテナー（株）
愛知県名古屋市港区藤前１－
６０７

一般廃棄物処分料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 11,592,000 随意契約 
法令の遵守や緊急の対応等、経験や実績など信頼性を
考慮する必要があるため、会計細則第５２条第６号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1578
長瀬ランダウア（株）
東京都中央区日本橋久松町１
１－６

フィルムバッジ測定料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 1,166,046 随意契約 
職員の安全に係わる業務であり、蓄積されたデータ等に
よる分析が必要であり、経験や実績など信頼性を考慮
する必要があるため会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1579
東芝メディカル（株）
愛知県名古屋市中村区名駅１
－４－１２

位置決め用CT装置保守料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,827,000 随意契約 
機器の製造メーカーであり、部品の有無、保守管理の
技術に精通している必要があるため、会計細則第５２条
第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1580
東芝メディカル（株）
愛知県名古屋市中村区名駅１
－４－１２

医療用ライナック装置保守
料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 4,422,600 随意契約 
機器の製造メーカーであり、部品の有無、保守管理の
技術に精通している必要があるため、会計細則第５２条
第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1581
大誠医科器械（株）
愛知県名古屋市守山区元郷１
－２１１

人工腎臓装置保守料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,051,048 随意契約 
機器の製造メーカーであり、部品の有無、保守管理の
技術等の理由から随意契約とした、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1582
大誠医科器械（株）
愛知県名古屋市守山区元郷１
－２１１

人工腎臓透析装置オー
バーホール作業料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

19.3.1 1,435,098 随意契約 
機器の製造メーカーであり、部品の有無、保守管理の
技術等の理由から随意契約とした、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1583
三機工業（株）
愛知県名古屋市中村区名駅２
－４５－７

三洋吸収式冷温水器保守
点検料（RH-01・02・03）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.11.15 1,071,000 随意契約 
機器の製造メーカーであり、部品の有無、保守管理の
技術を考慮する必要があるため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1584
（株）カネコ
愛知県名古屋市昭和区小坂町
１－２１－２

体外衝撃波結石粉砕装置
保守料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 3,559,500 随意契約 
機器の製造メーカーであり、部品の有無、保守管理の
技術に精通している必要があるため、会計細則第５２条
第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1585

㈱バリアンＭＥメディカルシステ
ムズ
大阪市淀川区西中島1丁目11-
16

医療用ライナック保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 5,275,000 随意契約 当該機器の製造元であり、保守整備も技術知見を有す
る同社でなければ取扱困難なため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1586
㈱中村鐵工所
茨城県取手市毛有850

高気圧酸素治療装置保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,218,000 随意契約 
当該機器の製造元であり、保守整備に関しても技術知
見を有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
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随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1587
㈱長瀬ランダウア
大阪市西区新町1-1-17

被爆放射線量測定・フロッ
ピー報告

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,643,076 随意契約 経験や実績を考慮する必要があるため、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1588
㈱千代田テクノル
大阪府吹田市江坂町2-1-43

マイクロセレクトロンHDR保
守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,047,500 随意契約 
当該機器の製造元であり、保守整備に関しても技術知
見を有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1589
㈱木村製作所
大阪市北区天満3丁目2-2

血球計数装置保守
（GENS/SM)

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,641,000 随意契約 
当該機器の地区代理店であり、保守も同社でなければ
取扱困難なため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1590
㈱大岩機器工業所
大阪市北区大淀北1丁目3-15

冷凍機・冷温水機整備保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,780,000 随意契約 相手方の実績、経験や技量を考慮する必要があるた
め、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1591
㈱エムアンドエイチ
大阪市淀川区宮原5-1-28

医事課診療情報室　カルテ
検索棚点検整備

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.11.1 1,260,000 随意契約 
当該機器の製造元であり、整備に関しても技術知見を
有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1592
メディセオメディカル㈱
大阪府藤井寺市野中4-5-1

超音波診断装置保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,627,500 随意契約 
当該機器の納入元であり、当院の運用実状に精通・理
解を有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1593
メディセオメディカル㈱
大阪府藤井寺市野中4-5-1

注射薬払出器保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,726,200 随意契約 
当該機器の地区代理店であり、保守も同社でなければ
取扱困難なため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1594
宮野医療器㈱
堺市西区山田2丁27-2

体外衝撃波結石破砕装置
保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,391,500 随意契約 
当該機器の地区代理店であり、保守も同社でなければ
取扱困難なため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1595
三菱電機ビルテクノサービス㈱
大阪府堺市戎島町3丁22番1

冷熱機器（チラー）保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,276,800 随意契約 
当該機器の製造元であり、保守整備も技術知見を有す
る同社でなければ取扱困難なため、会計細則第５２条
第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
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随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1596
富士フイルムメディカル西日本
㈱
大阪市淀川区西宮原1-3-5

CRシステム保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 8,489,880 随意契約 
当該機器の製造元が親会社であり、子会社である同社
は地区で限定されており他では保守取扱困難なため、
会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1597
フクダ電子南近畿販売㈱
大阪府堺市堺区大町西1-1-25

補助循環装置IABP保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,039,500 随意契約 当該機器の製造元が親会社であり、子会社である同社
は地区で限定されており他では保守取扱困難なため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1598
日本カルミック㈱
大阪市中央区瓦町4-7-8

便所除菌及び消臭

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,549,800 随意契約 経験や実績を考慮する必要があるため、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1599
ナブコドア㈱
大阪府堺市堺区甲斐町西3丁
3-8

院内自動ドア保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,685,250 随意契約 
当該機器の製造元であり、保守整備に関しても技術知
見を有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1600
東芝メディカルシステムズ㈱
大阪府堺市堺区南花田口町2
丁3-20

アンギオ撮影装置保守
（Infinix)

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 5,040,000 随意契約 
当該機器の製造元であり、保守整備に関しても技術知
見を有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1601
東芝メディカルシステムズ㈱
大阪府堺市堺区南花田口町2
丁3-20

透視撮影装置保守（DBX-
6000)

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,732,500 随意契約 
当該機器の製造元であり、保守整備に関しても技術知
見を有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1602
東芝メディカルシステムズ㈱
大阪府堺市堺区南花田口町2
丁3-20

透視撮影装置保守（MDX-
８000A)

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,024,000 随意契約 当該機器の製造元であり、保守整備に関しても技術知
見を有する同社でなければ取扱困難なため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1603
都築電気㈱
大阪市北区中之島2丁目2-2

院内電話設備保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,323,000 随意契約 
当該設備の納入元であり、保守に関しても技術知見を
有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1604
島津メディカルシステムズ㈱
大阪府堺市堺区向陵西町4-9-
20

ガンマカメラシステム保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,310,000 随意契約 
当該機器の製造元であり、保守整備に関しても技術知
見を有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1605
島津メディカルシステムズ㈱
大阪府堺市堺区向陵西町4-9-
20

治療計画用コンピュータ断
層装置保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,940,000 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1606
四国メディカルトリートメントセ
ンター
大阪府松原市河合6丁目163-1

医療廃棄物処理

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 32,804,540 随意契約 
特殊な業務であり、経験や実績、臨時対応等を考慮す
る必要があるため、会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1607
シーメンス旭メディテック㈱
大阪府吹田市垂水町3-35-36

MR装置（MAGNETOM
AVANTO）保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 8,250,000 随意契約 当該機器の製造元であり、保守整備に関しても技術知
見を有する同社でなければ取扱困難なため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1608
シーメンス旭メディテック㈱
大阪府吹田市垂水町3-35-36

血管撮影装置アンギオス
ター保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,255,000 随意契約 
当該機器の製造元であり、保守整備に関しても技術知
見を有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1609
三共空調㈱
大阪府四条畷市蔀屋本町1-32

空気調和装置保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,491,250 随意契約 
アフターサービスや相手方の実績、経験や技量を考慮
する必要があるため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1610
堺市環境事業部環境事業課
堺市堺区南瓦町3-1

一般廃棄物処理手数料（継
続処理）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 8,424,000 随意契約 官公署との契約であるため、会計細則第５２条第８号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1611
川重防災工業㈱
大阪市東淀川区東中島1丁目
18-31

医療ガス配管設備保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,100,000 随意契約 
当該設備の製造元であり、保守整備に関しても技術知
見を有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1612
エネサーブ㈱
大阪府吹田市南吹田5丁目37-
22

電力設備保安点検

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,575,000 随意契約 
当院改修工事以来、電気設備に も熟知・精通し作業
環境上についても も円滑に履行できるため、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1613
植松建設㈱
堺市美原区平尾308-4

産業廃棄物処分

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,074,400 随意契約 
特殊な業務であり、経験や実績、臨時対応等を考慮す
る必要があったため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1614

ＧＥ横河メディカルシステムズ
㈱
大阪府堺市北区百舌鳥西之町
3丁565

MR装置（YM0340）保守

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 15,266,517 随意契約 
当該機器の製造元であり、保守整備に関しても技術知
見を有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1615
富士フイルムメディカル（株）西
日本
兵庫県尼崎市七松町2-5-1

ＦＣＲ画像処理装置保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 3,360,000 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1616
東西化学産業（株）
大阪府大阪市中央区城見2-1-
61

循環ろ過装置保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 1,449,000 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1617
東芝メディカルシステムズ（株）
兵庫県神戸市中央区東川崎町
1-8-1

ＩＶＲ－ＣＴ装置保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 5,040,000 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1618
東芝メディカルシステムズ（株）
兵庫県神戸市中央区東川崎町
1-8-1

画像保管装置（TOSPACS
＋CardioAgent）保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 4,221,000 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1619

三洋コマーシャルサービス
（株）
兵庫県神戸市長田区神楽町2-
3-1

吸収冷温水機保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 1,512,000 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1620
近畿医療設備（株）
大阪府吹田市江の木町9-9

医療ガス配管システム保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 3,139,500 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1621
ニッセイ情報テクノロジー（株）
東京都大田区蒲田5-37-1

ＤＰＣコードファインダー保
守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.7.1 1,023,750 随意契約 
専門知識を要するシステムの保守であり、当該業者が
当該業務を履行できる唯一の業者であることから、会計
細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1622
ナブコドア（株）
兵庫県尼崎市南武庫之荘5-17

自動扉設備保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 1,197,000 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1623
タカギエレクトロニクス（株）
大阪府大阪市中央区北浜4-7-
19

電話設備保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 1,077,300 随意契約 
配線や設定に専門知識を要する保守であり、当該業者
が当該業務を履行できる唯一の業者であることから、会
計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1624
ゼオテクノサービス（株）
大阪府大阪市北区神山町14-5

廃液処理設備（解剖室）保
守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 1,126,128 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1625
RC山崎
大阪府堺市北区百舌鳥西之町
1-98-2-3-319

残飯処理業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 1,071,000 随意契約 
給食等残飯の処理業務の契約であり、契約条件を満た
す相手方が当該業者以外にいないため、会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1626
（株）山武
大阪府大阪市北区堂島2-4-27

空調自動制御設備保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 5,040,000 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1627

（株）メディセオメディカル
東京都文京区本郷3-18-15
アイ・エム・アイ（株）
埼玉県越谷市流通団地3-3-12

長期人工呼吸器ベアー
1000保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 6,552,000 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1628
（株）ケアコム
大阪府大阪市西区西本町1-
15-6

ナースコール設備保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 1,155,000 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1629

（株）クラヤ三星堂
東京都中央区八重洲2-7-15
アボットジャパン（株）
東京都港区六本木1-9-9

全自動総合血液学分析装
置保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 3,400,078 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1630
（株）Ｖａｒｉａｎ　ＭＥメディカルシ
ステムズ
東京都調布市小島町1-32-2

医療用ライナック保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 5,700,000 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1631
三建設備工業㈱
大阪府大阪市北区紅梅町3-5

設備機器整備圧力容器

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.5.9 3,412,500 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1632
富士通㈱
兵庫県神戸市東川崎町1-7-4

医事・会計・オーダリングシ
ステム保守点検

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 5,922,000 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1633
ダイコー㈱
大阪府大阪市東淀川区東中島
2-15-5

エレベーター設備保守点検

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 2,840,670 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1634
シーメンス旭メディテック㈱
大阪府吹田市垂水町3-35-36

マルチスライスＣＴ撮影装
置保守点検

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 49,770,000 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1635
（有）芝総合産廃
兵庫県神戸市須磨区妙法寺風
早1237

非感染性医療廃棄物収集
運搬

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 2,923,200 随意契約 納入業者が限定されている、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1636
フソウ警備防災（株）和歌山支
社
和歌山県和歌山市湊1850

エレベーター保守

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 2,724,036 随意契約 
頻回の業者交代は業務のミスを招く恐れがあり、4年に1
度一般競争入札を行うこととしたため、会計細則５２条
第６項に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1637
増尾電設（株）
和歌山県和歌山市三番丁4番
地

構内交換電話等保守

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 2,483,004 随意契約 
当院独自の電話設備であり、当該業務を行える県下地
区唯一の業者であることから、会計細則５２条６項に該
当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1638

富士フィルムメディカル西日本
（株）大阪営業所
大阪府大阪市淀川区西宮1丁
目3番5号

ＦＣＲシステム保守

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 5,931,576 随意契約 
当該システムの開発メーカー・納品業者であり、当該業
者以外にいないため、会計細則５２条第６条に該当する
ため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1639
日本電気（株）和歌山支店
和歌山県和歌山市六番丁5和
歌山第一生命ビル

放射線画像システム保守

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 4,560,444 随意契約 
当該システムの開発メーカー・納品業者であり、当該業
者以外にいないため、会計細則５２条第６条に該当する
ため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1640
東芝メディカルシステムズ（株）
和歌山サービスセンタ
和歌山県和歌山市福町37番地

超音波診断装置保守

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 2,790,900 随意契約 当該業者のみが当該業務を行える技術員を配置しして
いるため、会計細則５２条第６項に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1641
誠光堂（株）
和歌山県和歌山市築港6丁目9
番10

Ｘ線健診システム保守

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 3,675,000 随意契約 当該業者のみが当該業務を行える技術員を配置しして
いるため、会計細則５２条第６項に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1642
（株）大黒
和歌山県和歌山市手平3丁目8
番43号

ＥＳＷＬ装置保守

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 1,050,000 随意契約 
メーカーのみが当該業務を行える技術員を抱えており、
当該業者は県下唯一の代理店であるため、会計細則５
２条第６項に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1643
（株）ヴァイオス
和歌山県和歌山市西庄295番9
号

汚水処理施設汚泥処分

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 7,719,600 随意契約 
緊急時の対応が迅速であるとともに、清掃組合による地
域別事業所が当該業者にあたるため、会計細則５２条
第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1644
（株）ヴァイオス
和歌山県和歌山市西庄295番9
号

汚水処理施設保守

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 7,680,708 随意契約 清掃組合による地域別事業所が当該業者にあたるた
め、会計細則５２条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1645
エアウォーター防災（株）
大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-31

医療用ガス設備保守

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 1,490,580 随意契約 
当該業務を常時適切な保守を行えるのは、当院設備を
制作・設置した当該業者以外にいないため、会計細則
第５２条第６条に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1646
菱信工業（株）
広島県広島市安佐南区伴南2-
4-12

三菱吸収式冷凍機ＭＤＸ-
30Ｂ・MDX-35C及び付帯設
備保守点検業務

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.4.1 1,050,000 随意契約 
製品各メーカー独自の特殊機能など機器の専門性があ
り、製造者でないと対応できない。また、故障時の迅速
な対応等が不可欠であるため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1647
東芝メディカルシステムズ（株）
岡山支店
岡山県都窪郡早島町矢尾843

放射線画像ネットワークシ
ステム保守

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.4.1 7,401,450 随意契約 
製品各メーカー独自の特殊機能など機器の専門性があ
り、製造者でないと対応できない。また、故障時の迅速
な対応等が不可欠であるため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1648
東芝メディカルシステムズ（株）
岡山支店
岡山県都窪郡早島町矢尾843

核医学画像診断装置保守

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.4.1 1,764,000 随意契約 
製品各メーカー独自の特殊機能など機器の専門性があ
り、製造者でないと対応できない。また、故障時の迅速
な対応等が不可欠であるため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1649
東芝メディカルシステムズ（株）
岡山支店
岡山県都窪郡早島町矢尾843

臨床化学自動分析装置保
守点検・整備業務

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.4.1 1,260,000 随意契約 
製品各メーカー独自の特殊機能など機器の専門性があ
り、製造者でないと対応できない。また、故障時の迅速
な対応等が不可欠であるため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1650
高塚薬品（株）
岡山県岡山市国体町1-13

自動細胞解析分取装置保
守点検業務

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.4.1 1,548,750 随意契約 
製品各メーカー独自の特殊機能など機器の専門性があ
り、製造者でないと対応できない。また、故障時の迅速
な対応等が不可欠であるため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1651
（株）日本フラット
大阪府大阪市天王寺区清水谷
町4-6

カルテ自動入出庫装置（カ
ルテマスター）保守点検業
務

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.4.1 1,115,100 随意契約 
製品各メーカー独自の特殊機能など機器の専門性があ
り、製造者でないと対応できない。また、故障時の迅速
な対応等が不可欠であるため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1652
（株）日本シューター大阪支店
大阪府大阪市北区天神橋1-
14-8

搬送設備装置の保守点検
整備

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.4.1 2,501,100 随意契約 
製品各メーカー独自の特殊機能など機器の専門性があ
り、製造者でないと対応できない。また、故障時の迅速
な対応等が不可欠であるため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1653
富士フィルムメディカル（株）
山口県宇部市小松原町２丁目
１０番６４号

画像読取装置保守

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 6,300,000 随意契約 装置についてメーカーでないとわからない部分があるた
め、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1654

フィリップスメディカルシステム
ズ（株）
広島県広島市中区西十日市9-
9

超電導磁気共鳴撮影装置
保守

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 11,250,000 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1655
日本電気（株）
山口県山口市小郡高砂町1-8

病院情報システム保守

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 12,600,000 随意契約 
当保守は緊急時にも対応できる開発業者である当該業
者以外行うことが出来ないため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1656
共英製鋼（株）
山口県山陽小野田市大字小野
田６２８９番地18

医療廃棄物の搬送及び処
理

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 11,566,800 随意契約 
特殊な業務であり、経験や実績、臨時対応等を考慮す
る必要があったため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1657
東芝メディカルシステムズ（株）
山口県山口市江崎2229番地3

ガンマーカメラの保守

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 3,087,000 随意契約 装置についてメーカーでないとわからない部分があるた
め、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1658
（株）日立メディカルシステムズ
山口県山口市小郡高砂町1-8

血管撮影装置保守

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 1,858,500 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1659
（株）中国受信施設保守
福岡県春日市昇町６丁目94

テレビ受信施設保守

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 1,018,500 随意契約 近隣に受信施設を管理できる業者が他にいないため、
会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1660
（有）ＭＩＹＡＴＡ
山口県山口市平井1050-1

オーダリングトラブル等対
処

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 2,268,000 随意契約 
当院のコンピュータ機器の管理を行っており他に該当者
がいないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1661
富士フイルムメディカル（株）
愛媛県東予市玉之江550-2

保守料/ＣＲシステム　ＦＣＲ
装置

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 1,858,332 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1662
日本電気（株）
大阪市中央区城見1-4-24

医事コンピュータシステム
一式（保守料）

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 8,786,616 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1663
東芝メディカルシステムズ（株）
愛媛県新居浜市宮西町5-74

保守料／リニアック装置

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 6,048,000 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1664
島津メディカルシステムズ（株）
松山市道後今市5-48

保守料/シンチカメラ装置

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 3,150,000 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1665
山武ビルシステム（株）
愛媛県松山市千舟町4-5-4
住友生命松山千舟町ビル5階

保守料/エアハン空調用設
備

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 4,319,700 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1666
山武ビルシステム（株）
愛媛県松山市千舟町4-5-4
住友生命松山千舟町ビル5階

保守料/空調用自動制御装
置

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 4,722,900 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1667
三菱電機ビルテクノサービス
（株）
愛媛県松山市花園町3-19

保守料/エレベーター・エス
カレーター

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 8,757,000 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
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記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1668

フィリップスメディカルシステム
ズ（株）
高松市中新町2-9　富士ビル10
階

保守料/心臓血管造影装置

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 5,670,000 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1669

フィリップスメディカルシステム
ズ（株）
高松市中新町2-9　富士ビル10
階

保守料/Ｘ線ＴＶ装置

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 1,680,000 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1670
（株）菱信工業
広島市安佐南区伴南2-4-12

保守料/吸引式冷凍機

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 1,312,500 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1671
（株）日立メディコ
松山市三番町4-7-7

保守料/Ｘ線テレビ装置

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 2,100,000 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1672
（株）日本シューター
大阪市西区阿波座2-2-18

保守料/エアシューター

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 2,223,900 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1673
（株）中国技研
岡山市豊成3-17-3

保守点検料/電波障害設備

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 1,995,000 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1674
（株）エフエスユニ関西
高松市上天神町7-4-1-1

保守料/医療ガス設備

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 1,218,000 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1675
ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ㈱
福岡県北九州市小倉南区徳力
新町1-13-31

血管撮影装置保守

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 20,947,500 随意契約 
当該業務は、障害時の即時対応・復旧等を考慮したとこ
ろ、メーカーのメンテナンス業者であるジーイー横河メ
ディカルシステム㈱以外は行うことが出来ないものであ
り、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1676
ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ㈱
福岡県北九州市小倉南区徳力
新町1-13-31

磁気共鳴断層撮影装置
SignaExcite2保守

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 64,991,484 随意契約 
当該業務は、障害時の即時対応・復旧等を考慮したとこ
ろ、メーカーのメンテナンス業者であるジーイー横河メ
ディカルシステム㈱以外は行うことが出来ないものであ
り、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
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区分 備考

1677
ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ㈱
福岡県北九州市小倉南区徳力
新町1-13-31

磁気共鳴断層撮影装置
SignaHorizon保守

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 68,646,700 随意契約 
当該業務は、障害時の即時対応・復旧等を考慮したとこ
ろ、メーカーのメンテナンス業者であるジーイー横河メ
ディカルシステム㈱以外は行うことが出来ないものであ
り、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1678
富士フィルムメディカル（株）
長崎県長崎市田中町５９１番
地２号

ＣＲシステム保守

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 4,106,550 随意契約 
メーカー独自の開発部分があり、専門技術を有し他社で
は対応ができないため。会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1679

日本オーチスエレベーター
（株）
福岡県福岡市博多区博多駅前
１丁目９番３号

エレベータ等保守

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 4,536,000 随意契約 
メーカー独自の開発部分があり、専門技術を有し他社で
は対応ができないため。会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1680
東芝メディカルシステムズ（株）
長崎県長崎市興善町２番２４
号

透視撮影装置保守

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,071,000 随意契約 
メーカー独自の開発部分があり、専門技術を有し他社で
は対応ができないため。会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1681
ジョンソンコントロールズ（株）
福岡県福岡市博多区冷泉町４
番２０号

中央監視設備保守

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,890,000 随意契約 
メーカー独自の開発部分があり、専門技術を有し他社で
は対応ができないため。会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1682
島津メディカルシステムズ（株）
長崎県長崎市千歳町６番３２
号

ＲＩ保守

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,940,000 随意契約 
メーカー独自の開発部分があり、専門技術を有し他社で
は対応ができないため。会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1683
コニカミノルタメディカル（株）
長崎県佐世保市上原町５番３
号

ドライイメージャー装置保守

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,036,350 随意契約 
メーカー独自の開発部分があり、専門技術を有し他社で
は対応ができないため。会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1684
（株）料熱
長崎県長崎市染川町５番９号

空調設備点検整備

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 3,780,000 随意契約 設備全体を総括してメンテナンスできる業者が特定され
ているため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1685
（株）ツクモ
長崎県佐世保市福石町２２番
６号

消防設備点検整備

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,502,000 随意契約 設備全体を総括してメンテナンスできる業者は特定され
る。会計細則第５２条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1686
（株）エコシス
長崎県佐世保市日野町７６１
番地１号

浄化槽保守

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,402,800 随意契約 指定業者がなく専門業者が特定されている。会計細則
第５２条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1687
エアーウォーター防災（株）
福岡県福岡市博多区東比恵３
丁目４－２０

医療ガス設備保守

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,764,000 随意契約 設備全体を総括してメンテナンスできる業者は特定され
る。会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1688
㈱八代美研
熊本県八代市松崎町285番地
の1

一般廃棄物収集・運搬・処
分

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 3,009,600 随意契約 
当該業務は、収集運搬・処理における信頼性と確実性、
業務の継続性が重要視されル見地から会計細則第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1689
吉住酸素工業㈱
熊本県八代市弥生町15-10

医療ガス設備保守

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 1,281,000 随意契約 
専門性が高いシステムの点検であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1690
東芝メディカル㈱
熊本県熊本市新市街11番18号

ＣＴ保守（第一）

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 3,276,000 随意契約 
当該業務は障害時に即時対応・復旧等、CT装置の導入
業者である東芝メディカル㈱以外は行なうことができな
い物であり、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1691
ジョンソンコントロールズ㈱
福岡県福岡市博多区冷泉町4-
20

中央監視設備保守

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 2,793,000 随意契約 

当該業務は、中央監視設備に関する専門知識のほか、
独自システムの性質に習熟している必要があることか
ら、当該業務の開発導入及び保守業者であるジョンソン
コントロール㈱以外は行うことが出来ないものであり、会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1692
シーメンス旭メディテック㈱
熊本県熊本市水前寺6-45-5

ＣＴ保守（第二）

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 9,450,000 随意契約 
当該業務は障害時に即時対応・復旧等、CT装置の導入
業者であるシーメンス旭メディテック㈱以外は行なうこと
ができない物であり、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1693
三洋コマーショルサービス㈱
福岡県福岡市博多区博多駅南
4-6-23

冷温水発生器保守

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 2,693,250 随意契約 
専門性が高いシステムの点検であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1694
GE横河メディカルシステム㈱
熊本県熊本市江越2-11-11

ＭＲＩ保守

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 12,600,000 随意契約 
当該業務は障害時に即時対応・復旧等、MRI装置の導
入業者であるGE横河メディカルシステム㈱以外は行な
うことができない物であり、会計細則第５２条第６号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1695
日立プラント建設サービス(株)
大阪府大阪市中央区安土町1
丁目5番8号

空調設備保守

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 2,290,399 随意契約 当該装置の製造メーカーであり他業者ではできないた
め。会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1696
日本電技(株)
岡山県岡山市今2丁目10番1号

空調自動制御機器及び中
央監視装置保守

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 3,411,274 随意契約 当該装置の製造メーカーであり他業者ではできないた
め。会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1697
東芝メディカルシステムズ(株)
岡山県都窪郡早島町矢尾843

Ｘ線ＣＴ装置保守

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 2,142,000 随意契約 当該装置の製造メーカーであり他業者ではできないた
め。会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1698
ＧＥ横河メディカルシステム(株)
岡山県岡山市大元上町12-12

磁気共鳴診断撮影装置保
守点検

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 10,185,000 随意契約 当該装置の製造メーカーであり他業者ではできないた
め。会計細則第52条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1699
(株)ケアコム広島営業所
広島県広島市西区横川町2丁
目5番15号横川ビル5F

看護支援システム保守

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 1,260,000 随意契約 開発業者である当該業者以外は行うことが出来ない。
会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1700
富士フイルムメディカル（株）
福岡県北九州市小倉北区上到
津

ＦＣＲ装置保守点検

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 3,981,222 随意契約 精度の高い機器の製造業者による保守契約のため、会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1701
日本電気（株）
福岡県北九州市小倉北区砂津
１

医事会計システム保守点
検

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 2,394,000 随意契約 システム開発業者による保守契約のため、会計細則第
５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1702
ドレーゲルメディカルジャパン
（株）
東京都江東区富岡２

麻酔器保守点検

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 1,270,500 随意契約 精度の高い麻酔器の製造業者による保守契約のため、
会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1703
東芝メディカルシステムズ（株）
福岡県北九州市小倉北区紺屋
町

多目的撮影装置保守点検

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 2,583,000 随意契約 専門性の高い設備の製造業者による保守契約のため、
会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1704
大新技研（株）
長崎県佐世保市広田

看護支援システム保守点
検

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 1,575,000 随意契約 システム開発業者による保守契約のため、会計細則第
５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1705
島津メディカルシステムズ（株）
福岡県福岡市博多区比恵町１

ＭＲＩ撮影装置保守点検

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 3,937,500 随意契約 専門性の高い設備の製造業者による保守契約のため、
会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1706
三信ビル管理（資）
福岡県飯塚市柏の森６００

体育館清掃作業

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 1,125,115 随意契約 同居する他施設が契約した物件の割合負担契約のた
め会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1707
川重冷熱工業（株）
福岡県福岡市博多区博多駅前
３

冷温水発生装置保守点検

総合せき損センター契約
担当役院長上崎典雄
福岡県飯塚市伊岐須
550-4

18.4.1 1,293,495 随意契約 専門性の高い設備の製造業者による保守契約のため、
会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1708

富士ゼロックス神奈川㈱
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2丁目3番3号ｸｲｰﾝｽﾞﾀﾜｰB
棟23F

複写機　ＤｏｃｕＣｅｎｔｒｅ　６５
０　ＩＨ　１台他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 1,103,834 随意契約 
システムの製造メーカーであり、部品の有無、保守管理
の技術等を考慮する必要性があるため、会計細則第５
２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1709
三菱ＵＦＪ信託銀行（株）
東京都千代田区内丸の内１丁
目４番５号

平成17事業年度財務諸表
等作成に伴う退職給付に係
る会計諸数値数理計算業
務

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.3 1,324,749 随意契約 

当機構の年金は共済型の形態であり特異であること、
また、数理計算期間が短期間であることから、契約相手
は当機構の年金データを持っており、かつ過去に数値を
算出した実績を持つ機関であるため、会計細則第５２条
６項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1710
（株）エヌ・ティ・ティデータ
神奈川県川崎市幸区鹿島田
890-12

病職歴システムソフトウエ
ア保守

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 10,206,000 随意契約 
当該システムのソフトのメンテナンスは、障害時の即時
対応・復旧等、病職歴システムの開発業者である㈱ｴﾇ･
ﾃｨ･ﾃｨﾃﾞｰﾀ以外は行うことが出来ないものであり、会計
細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1711
（株）エス・ティ・アイ
東京都板橋区板橋1-42-13

賃金援護部及び自発的健
康診断受診支援システムソ
フトウエア保守

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 3,087,000 随意契約 

当該業務は、当該システムの開発業者が保守業務を撤
退したことから、同システム開発について も知識を有
している業者として当該開発から推薦を受けた㈱ｴｽ･ﾃ
ｲ･ｱｲ以外は行うことが出来ないものであり、会計細則第
５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1712
エヌ・ティ・ティコミュニケーショ
ンズ（株）
東京都千代田区内幸町1-1-6

労災疾病等研究・開発、普
及ネットワーク通信機器に
おけるルーター保守

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 1,204,872 随意契約 

当該システムの回線敷設業務については、初期導入業
者であるｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱以外は信頼性の高
いﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ網による専用回線を継続的に利用するこ
とが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1713
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田1-4-28

ホームページメンテナンス
に係る保守

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 1,058,400 随意契約 

ホームページは、当機構の情報システム及び調達関係
システム等にリンクしていることから、障害時の即時対
応・復旧等、開発業者であり、システムのハード及びソフ
トのメンテナンス業者であるNECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱以外
は行うことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６
号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1714
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田1-4-28

労災疾病等研究・開発、普
及ネットワークシステムに
係るコンピューターシステム
機器及びソフトウエア保守

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 13,356,000 随意契約 

当該システム機器のシステムのハード及びソフトのメン
テナンスは、障害時の即時対応・復旧等、本部･労災病
院間で労災疾病等研究･開発ネットワークを構築した業
者であるNECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱以外は行うことが出来な
いものであり、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1715
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田1-4-28

労災疾病等研究・開発ネッ
トワークシステム機器一式
第２次導入分に係る保守

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.10.1 3,551,244 随意契約 

当該業務は、当該労災疾病研究・開発ネットワークシス
テム機器一式第２次分の導入業者であり、当該機器に
習熟しているＮＥＣﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱以外には行うこと
が出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1716
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田1-4-28

基幹業務システム総合保
守

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 58,700,615 随意契約 
当該業務は、障害時の即時対応・復旧等、基幹業務シ
ステムの財務会計システム等の開発業者であるNECﾈｸ
ｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱以外は行うことが出来ないものであり、
会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1717
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田1-4-28

本部ＬＡＮ管理業務及びコ
ンサルティング業務

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 4,788,000 随意契約 

当該業務は、ＬＡＮシステムに関する専門的知識の他、
独自システムの性質に習熟している必要があることか
ら、基幹業務システムの開発及び保守業者であるＮＥＣ
ﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱以外は行うことが出来ないものであ
り、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1718
（株）ＳＪアルピーヌ
東京都品川区東品川4-12-8

部門別原価計算システム
保守

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 2,723,364 随意契約 
当該業務は、障害時の即時対応・復旧等、部門別計算
システムの開発業者である㈱SJｱﾙﾋﾟｰﾇ以外は行うこと
が出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1719
(株)ＮＴＴデータシステムズ
東京都品川区西五反田3-7-10

人事・給与システム保守

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 25,830,000 随意契約 

当該システムのソフトのメンテナンスは、障害時の即時
対応・復旧等、人事･給与システムの開発業者であるｴ
ﾇ･ﾃｨ･ﾃｨﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑｽﾞ㈱以外は行うことが出来ないもの
であり、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1720
(株)ＮＴＴデータ
神奈川県川崎市幸区鹿島田
890-12

事業統計･助成システム保
守

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 10,440,000 随意契約 
当該システムのソフトのメンテナンスは、障害時の即時
対応・復旧等、事業統計･助成システムの開発業者であ
る㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨﾃﾞｰﾀ以外は行うことが出来ないものであ
り、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1721

(株)ビジネスコンサルタント
横浜市西区高島2-19-12スカ
イ
ビル26Ｆ

本部主催集合研修におけ
る講師派遣

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 5,379,885 随意契約 

当該業務は、機構職員に対する研修計画に基づき継続
的、段階的に行うものであることから、計画当初から研
修に携わる㈱ビジネスコンサルタント以外には行うこと
ができないものであり、会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1722

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）
長崎県諫早市永昌東町１８番
１１号

ＭＲＩ撮影装置保守

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 12,600,000 随意契約 
メーカー独自の開発部分があり、専門技術を有し他社で
は対応ができないため。会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1723

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）
長崎県諫早市永昌東町１８番
１１号

マルチＣＴ保守

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 78,624,000 随意契約 
メーカー独自の開発部分があり、専門技術を有し他社で
は対応ができない。会計細則５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1724
オギ医理科商事（株）
新潟県新潟市紫竹卸新町１８
０８－２２

心臓血管造影撮影装置保
守

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 1,837,500 随意契約 
当装置製作業者から直接保守業務を委託されているの
が県内で一であるため、会計細則第５２条第６号該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1725

（株）Varian MEメディカルシス
テムズ
東京都中央区日本橋富沢町１
０－１６

放射線治療システム保守

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 21,243,600 随意契約 
当装置製作業者から直接保守業務を委託されているの
が国内で一であるため、会計細則第５２条第６号該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1726
中園化学㈱
熊本県熊本市上南部2丁目1番
100号

外来シーツ洗濯

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 1,958,686 随意契約 
リネン業務を行っている業者と契約することで有利な価
格で履行できるため、会計細則第５２条第４号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1727
東芝メディカルシステムズ㈱
北海道釧路市北大通６丁目２
－１

核医学画像処理診断シス
テム保守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 3,213,000 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1728
GＥ横河メディカルシステム㈱
東京都八王子市高倉町２６－
２

磁気共鳴断層撮影装置保
守

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 13,125,000 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1729
㈱ジャパンクリニカルサービス
東京都杉並区高円寺南１丁目
34番５号

携帯型心電計の賃借及び
解析

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 1,892,100 随意契約 
ホルター心電計の賃借及び解析契約であり、契約条件
を満たす相手方が当該業者以外にないことから会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1730
三菱電機ビルテクノサービス㈱
茨城県土浦市小松１－３－３３

昇降機保守業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 2,772,000 随意契約 
昇降機の保守契約であり、専門の技術を要するため契
約を締結出来るのは製造元である当該業者以外にいな
いことから会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1731
房総園緑化
千葉県匝瑳市山桑885

院内及び宿舎樹木維持管
理他業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 4,731,000 随意契約 
樹木維持管理等の契約であり、当院の立地条件を熟知
している当該業者以外できないことから会計細則第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1732
富士フィルムメディカル㈱
茨城県土浦市港町1-10-7

ＦＣＲ保守業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 2,625,000 随意契約 
ＦＣＲの保守契約であり、専門の技術を要するため契約
を締結出来るのは製造元である当該業者以外にいない
ことから会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1733
西山電気㈱
東京都港区白金２丁目５番12
号

電力設備年次法定点検及
び自家発電装置点検業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.11.7 3,496,500 随意契約 
電力法定点検その他業務であり、当院を熟知している
当該業者以外出来ないことから会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1734
中山商事㈱
茨城県つくば市鬼ヶ窪1139-1

生化学自動分析装置保守
業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 2,173,500 随意契約 
生化学自動分析装置の保守契約であり、専門の技術を
要するため契約を締結出来るのは代理店である当該業
者以外にいないことから会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1735
東芝住電医療情報システムズ
㈱
東京都品川区東品川4-10-13

病院情報システム保守業
務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 30,744,000 随意契約 
病院情報システムの保守契約であり、専門の技術を要
するため契約を締結出来るのは製造元である当該業者
以外にいないことから会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1736
東芝住電医療情報システムズ
㈱
東京都品川区東品川4-10-13

診療報酬改定によるシステ
ム改修作業

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 3,268,125 随意契約 
診療報酬改定によるシステム改修作業であり、専門の
技術を要するため契約を締結出来るのは製造元である
当該業者以外にいないことから会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1737
第一工業㈱
埼玉県蕨市塚越7-2-8

搬送設備保守業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 1,635,900 随意契約 
搬送設備装置の保守契約であり、専門の技術を要する
ため契約を締結出来るのは製造元である当該業者以外
にいないことから会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1738
新菱冷熱工業㈱
東京都新宿区四谷２丁目４番
地

炉筒煙管ボイラー整備

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.10.1 1,207,500 随意契約 
ボイラー設備の整備契約であり、専門の技術を要する
ため契約を締結できるのは当該設備の設置業者でなけ
れば出来ないことから会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1739
ジョンソンコントロールズ㈱
千葉県千葉市中央区新田町１
－１

空調用自動制御機器保守
業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 3,563,700 随意契約 
空調用自動制御機器の保守契約であり、専門の技術を
要するため契約を締結出来るのは製造元である当該業
者以外にいないことから会計細則第５２条第６号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1740
シーメンス旭メディテック㈱
千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-
1

ガンマカメラ保守業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 1,522,500 随意契約 
ガンマカメラの保守契約であり、専門の技術を要するた
め契約を締結出来るのは製造元である当該業者以外に
いないことから会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1741
川重冷熱工業㈱
栃木県小山市城東1-9-20

吸収式冷温水機保守業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 3,213,000 随意契約 
吸収式冷温水器の保守契約であり、専門の技術を要す
るため契約を締結出来るのは製造元である当該業者以
外にいないことから会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1742
川重冷熱工業㈱
栃木県小山市城東1-9-20

吸収式冷凍機保守業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 1,711,500 随意契約 
吸収式冷凍機の保守契約であり、専門の技術を要する
ため契約を締結出来るのは製造元である当該業者以外
にいないことから会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1743
エア・ウォーター防災㈱
東京都新宿区市谷本村町１番
１号

医療ガス配管設備保守業
務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 3,045,000 随意契約 
医療ガス配管設備の保守契約であり、専門の技術を要
するため契約を締結出来るのは製造元である当該業者
以外にいないことから会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1744
アイ・エム・アイ㈱
埼玉県越谷市流通団地3-3-12

全身麻酔器保守業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 1,627,500 随意契約 
全身麻酔器の保守契約であり、専門の技術を要するた
め契約を締結出来るのは製造元である当該業者以外に
いないことから会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1745
山武ビルシステム（株）
愛知県名古屋市中区正木３－
５－２７

空調用自動制御機器保守
業務

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 2,581,950 随意契約 
当該設備を設置した業者であり施設を熟知しており、ま
た関係法令の遵守等当該業務の信頼度が厚く会計細
則第５２条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1746
藤吉工業（株）
愛知県名古屋市中村区太閤４
－２－８

汚水処理施設維持管理業
務

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 3,036,180 随意契約 
当該施設を設置した業者であり施設を熟知しており、ま
た関係法令の遵守等当該業務の信頼度が厚く会計細
則第５２条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1747
富士フイルムメディカル（株）
愛知県名古屋市中区栄２－１
２－１２

ＣＲ画像情報システム保守

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 3,528,000 随意契約 
当該機器を設置した業者であり施設を熟知しており、ま
た関係法令の遵守等当該業務の信頼度が厚く会計細
則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1748

日本オーチス・エレベーター
（株）
愛知県名古屋市中区栄４－１
５－３２

昇降機保守点検

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 5,638,500 随意契約 
当該機器を設置した業者であり施設を熟知しており、ま
た関係法令の遵守等当該業務の信頼度が厚く会計細
則第５２条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1749
東芝メディカルシステムズ（株）
愛知県名古屋市中村区名駅南
１－４－１２

ＣＴ装置保守業務

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 19,908,000 随意契約 
当該機器を設置した業者であり施設を熟知しており、ま
た関係法令の遵守等当該業務の信頼度が厚く会計細
則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1750
東芝メディカルシステムズ（株）
愛知県名古屋市中村区名駅南
１－４－１２

核医学診断装置保守

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 5,166,000 随意契約 
当該機器を設置した業者であり施設を熟知しており、ま
た関係法令の遵守等当該業務の信頼度が厚く会計細
則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1751
東芝メディカルシステムズ（株）
愛知県名古屋市中村区名駅南
１－４－１２

画像ネットワークシステム
保守

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 3,339,000 随意契約 
当該機器を設置した業者であり施設を熟知しており、ま
た関係法令の遵守等当該業務の信頼度が厚く会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1752

島津メディカルシステムズ西日
本（株）
愛知県名古屋市西区八筋町３
９

デジタルアンギオシステム
保守

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 3,255,000 随意契約 
当該機器を設置した業者であり施設を熟知しており、ま
た関係法令の遵守等当該業務の信頼度が厚く会計細
則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1753
（株）エフエスナゴヤ
愛知県名古屋市天白区古川町
４６

医療ガス設備保守点検

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 1,816,500 随意契約 
当該機器を設置した業者であり施設を熟知しており、ま
た関係法令の遵守等当該業務の信頼度が厚く会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1754

富士フィルムメディカル西日本
（株）
広島県広島市西区南観音6-
12-27

コンピューテッドラジオグラ
フィーシステム保守業務（健
診部）

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 1,176,000 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1755

富士フィルムメディカル西日本
（株）
広島県広島市西区南観音6-
12-27

コンピューテッドラジオグラ
フィーシステム保守業務（病
院）

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 10,080,000 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1756
フクダ電子広島販売（株）
広島県広島市西区古江新町
16-33

採尿蓄量比重測定装置保
守業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 1,234,800 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1757
福興酸素（株）
広島県呉市広白岳3-1-52

医療用ガス配管設備保守
業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 1,304,100 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1758
日信防災（株）広島支店
広島県広島市東区若草町9-7

駐車場自動料金徴収装置
保守業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 1,318,800 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1759

東芝メディカル（株）広島ｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ
広島県広島市安佐南区長束1-
29-19

核医学診断装置保守業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 9,261,000 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1760
東芝電機サービス（株）中国支
店
広島県広島市中区鉄砲町7-18

非常用ガスタービン発電機
保守業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 4,170,600 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1761
昭和医科工業（株）
福岡県大野城市仲畑3-8-11

ＲＯ装置・手洗装置保守業
務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 1,680,000 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため。会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1762

シーメンス旭メディテック（株）
中国営業所
広島県広島市西区楠木町2-
13-19

頭腹部血管造営装置保守
業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.12.1 10,800,000 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1763

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）広島支店
広島県広島市安佐南区西原8-
38-29-3

画像管理システム保守業
務（健診）

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 2,205,000 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1764

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）広島支店
広島県広島市安佐南区西原8-
38-29-3

画像管理システム保守業
務（病院）

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 3,418,800 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1765

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）広島支店
広島県広島市安佐南区西原8-
38-29-3

画像ワークステーション保
守業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 7,149,870 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1766

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）広島支店
広島県広島市安佐南区西原8-
38-29-3

磁気共鳴断層撮影装置（第
1MRI）保守業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 41,454,000 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1767

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）広島支店
広島県広島市安佐南区西原8-
38-29-3

磁気共鳴断層撮影装置（第
2MRI）保守業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 42,304,500 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1768

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）広島支店
広島県広島市安佐南区西原8-
38-29-3

全身用コンピュータ断層診
断装置保守業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 98,091,000 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1769
金剛（株）中国支店
広島県広島市中区大洲1-1-26

マイコンカルテ検索システ
ム保守業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 2,016,000 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1770
合人者エンジニアリング（株）
広島県広島市中区袋町4-31

中水設備及び検査系排水
処理設備保守業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 12,795,300 随意契約 

当該設備は特殊なフィルターを使用し、点検を定期的に
週1回行う必要がある。同設備の不具合は即、排水を汚
染し、清潔感を第一とする医療機関にとって致命的であ
り、故障の再、迅速な修理対応が必要であるため、会計
細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1771

神電エンジニアリング（株）中国
営業所
広島県広島市西区横川町1-6-
9

リニアモータ高速搬送シス
テム保守業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 19,215,000 随意契約 
この会社は、神鋼電機の100％出資の子会社であり、当
該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、迅
速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが出
来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1772

荏原冷熱システム（株）中国営
業所
広島県広島市西区中広町3-
25-1

吸収式冷温水機保守業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 9,891,000 随意契約 

この会社は、荏原製作所の100％出資の子会社であり、
主に荏原製品のメンテナンスを行っていることから、製
品の技術及びノウハウを有しており、他社では十分な業
務を行うことは出来ないため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1773

（株）ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ
ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ広島支店
広島県広島市中区西十日町9-
9

心血管Ｘ線撮影装置保守
業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 16,713,900 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1774
（株）日立メディコ中国支店
広島県広島市中区立町2番23
号

デジタルX線テレビ装置保
守業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 3,087,000 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1775
（株）カワニシ　広島支店
広島県広島市西区商工セン
ター2-2-41

体外結石破砕装置保守業
務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 6,195,000 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1776
（株）Varian MEﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
東京都調布市小島町1-32-2

放射線治療装置保守業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 4,072,950 随意契約 
当該機器、設備の構造機能を熟知し、特殊技術を有し、
迅速な部品供給が可能である同業者以外は行うことが
出来ないため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1777
 東北松下システム（株）
仙台市泉区泉中央3-1-2

 看護教育情報システム保
守

労働者健康福祉機構東
北労災看護専門学校契
約担当役　校長　豊田
隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-6-10

18.4.1 1,900,500 随意契約 
サーバー上に学生の個人情報・成績データを含むシス
テムであり、機密漏洩の見地からも軽々に保守業者を
変更することはできないため、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1778
（有）ヨネヤマプランテイション
神奈川県横浜市港北区新羽町
２５８２

構内緑地管理

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 2,534,760 随意契約 
美観、環境への配慮を必要とし、良質な業務の継続を
確保するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1779
日本電気㈱千葉支社
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6

診療報酬改定に伴う医事・
会計、オーダリングシステ
ム変更作業

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 2,600,000 随意契約 
当該業務は当該業者によるシステムであり、プログラム
のに精通しており、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1780
（株）エス・エム・エス
東京都千代田区麹町２－４

労災病院看護師募集に係
る求人情報掲載

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.11.21 1,890,000 随意契約 
当該業務は、看護師のみに特化した求人サイトであり、
当機構の仕様を満たすのは当該業者のみであるため、
会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1781
（有）ヨネヤマプランテイション
神奈川県横浜市港北区新羽町
２５８２

構内緑地管理

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 1,192,680 随意契約 
構内緑地の監理業務であり、横浜労災病院と同一の相
手先と契約することが、著しく有利と認められるため、会
計細則第５２条第６号に該当

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1782
（社）シルバー人材センター
新居浜市松原1-23

駐車場業務

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 1,005,280 随意契約 
現行業者は、病院の組織等を熟知した経験豊富な人材
を有し、管理体制についても信頼できるため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1783
（財）シルバー人材
長野県岡谷市

宿日直業務委託

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション長
野作業所契約担当役
所長　岡村　知彦
長野県諏訪郡下諏訪町

18.4.1 3,029,446 随意契約 
１勤務当たりの金額が格安であり他の業者ではこの金
額で契約できないため、会計細則第５２条６号に該当す
る。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1784
（社）鯖江市シルバ－人材セン
タ－
福井県鯖江市上鯖江1-4-1

宿直及び日直業務

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション福
井作業所契約担当役
所長　井出　克樹
福井県鯖江市御幸町3-

18.4.1 3,055,500 随意契約 
障害者の安全管理に関わる契約業務であり、全面的に
任せられる当該業者以外にいないため、会計細則第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1785
（社）瀬戸市シルバー人材セン
ター
瀬戸市東権現町51

宿直業務

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション愛
知作業所契約担当役
所長　南木　道生
愛知県瀬戸市上之山町

18.4.1 1,917,300 随意契約 競争入札をしたが、１社しか参加者せず会計細則第52
条６号を適用

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1786

(社)利府町シルバー人材セン
ター
宮城県宮城郡利府中央2－
11ー1

ボイラー業務・宿日直業務
単価契約

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション宮
城作業所契約担当役
所長　森田　　肇
宮城県宮城郡利府町神

18.4.1 4,373,798 随意契約 他の業者より廉価な金額で契約できるため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

198/278



件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1787
八代シルバー人材
熊本県八代市古城町1719番地
の2

営繕業務

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 1,224,437 随意契約 
シルバー人材センターは、民法３４条に基づく公益法人
であることから、一般競争に参加できないため、会計細
則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1788
日本労働者共同組合連合会セ
ンター事業団
東京都豊島区南大塚2-33-10

メッセンジャー業務

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.4.1 4,953,060 随意契約 不落随契（会計細則第５３条） 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1789
日本労働者共同組合連合会セ
ンター事業団
東京都豊島区南大塚2-33-10

渦流浴介助業務

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.4.1 2,171,450 随意契約 不落随契（会計細則第５３条） 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1790
(有)サトウデンタル
秋田県鹿角市花輪字下花輪15
番地

義歯製作

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 6,442,171 随意契約 請負業者が１社しかないため 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1791
（株）北洋銀行美唄支店
北海道美唄市大通西1条南2丁
目1-7

会計窓口業務

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 3,465,000 随意契約 
当院の取引銀行であり、当院出納業務にも精通してい
るため北洋銀行以外では業務効率化は不可能。会計細
則第52条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1792
㈱メディカルイメージラボ
北海道札幌市豊平区月寒東2
条17丁目

ＣＴ・ＭＲＩ等読影業務委託

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 5,391,750 随意契約 
当業務は特殊な業務であり信頼性が も重要である、
医師の信頼もある当該業者以外できないものであり、会
計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1793
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
の9

医事課業務委託

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 40,997,124 随意契約 
当業務は医療事務に精通した人材を確保できる業者で
なくてはならない、人材を確保できる業者は当該業者以
外にいないため、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1794
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
の9

放射線科受付業務委託

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 1,877,400 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1795
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
の9

院長秘書・図書整理業務派
遣

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 2,411,377 随意契約 
当業務に精通している人材を確保している業者は当該
業者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1796
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
の9

中央材料室業務委託

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 6,804,000 随意契約 
当業務は滅菌作業という高い熟練度を要する業務であ
り、人材を確保出来る業者は当該業者以外にいないた
め、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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公共工事の名称、場所、
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1797
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
の9

薬剤部窓口等業務派遣

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 5,379,457 随意契約 
当業務に精通している人材を確保している業者は当該
業者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1798
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
の9

労災疾病研究センター事務
業務派遣

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 2,418,830 随意契約 
当業務に精通している人材を確保している業者は当該
業者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当
するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1799
(有)ケイツーデンタルラボ
北海道岩見沢市7条西20丁目1
番地12

歯科技工業務委託

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.3 3,780,427 随意契約 
当業務は専門性・信頼性が重要であり、当地域に於い
て当該業者が 適であると判断し、会計細則第52条第6
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1800
（株）青森銀行
青森県青森市橋本１丁目９－
３０

会計窓口派出業務委託　１
式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 1,050,000 随意契約 
委託者と受託者の共同業務であり、当該業務を行なう
にあたっては、双方の信頼関係、信用度を重視すべき
であり、単年度毎の競争にはなじむものではないことか
ら、会計細則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1801
ワタキューセイモア（株）
宮城県仙台市青葉区上愛子字
上遠野原９－５１

シーツ交換業務委託

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.9.1 2,160,900 随意契約 
技術、経験を必要とする業務において、当院の仕様、要
件を満たすのが当該業者のみであり、会計細則第52条
第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1802
（株）日本医療事務センター
宮城県仙台市青葉区中央１－
１０－１ヒューモスファイブ８F

会計窓口業務委託

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,406,336 随意契約 
確実性、信用性及び専門的知識を必要とする業務にお
いて、それらを満たす人材を提供できるのが、当該業者
のみであり、会計細則第52条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1803
（株）技工房仙台
宮城県仙台市宮城野区五輪２
－１３－１８－６０A

歯科技工業務委託

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 4,884,753 随意契約 
技術、経験を必要とする業務において、当院の仕様、要
件を満たすのが当該業者のみであり、会計細則第52条
第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1804
（株）ＳＲＬ
東京都立川市曙町２－４１－１
９

検体検査業務委託

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 50,776,868 随意契約 経年的にデータを比較するなど、継続性が必要であり、
会計細則第52条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1805
勝山企業（株）
宮城県仙台市青葉区上杉２－
１－５０

人間ドック食業務委託

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,309,770 随意契約 当該契約内容を満たす業務を提供するものが１社しか
なく、会計細則第52条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1806
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地

入院、外来患者の診療費
等収納業務

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 3,402,000 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第５２条第６号を適用

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1807
ワタキューセイモア㈱秋田営業
所
秋田県新屋烏木町1番地69

入院、外来患者清拭用タオ
ル及びおしぼりの　洗濯・回
収・配布

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 2,030,006 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第５２条第６号を適用

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1808
(有)白成舎
秋田県大館市十二所字川代
45-9

看護衣等の洗濯・回収・配
布

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 4,738,880 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第５２条第６号を適用

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1809
日清医療食品㈱北東北支店
岩手県盛岡市大通三丁目3番
10号

患者給食の提供

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 77,795,815 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第５２条第６号を適用

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1810
東北ビル管財㈱
秋田県大館市片山字中道6-2

事務当直業務（金、土、日、
祝日）

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 3,087,630 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第５２条第６号を適用

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1811
東北ビル管財㈱
秋田県大館市片山字中道6-2

構内環境整備及び駐車場
整理

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 1,581,300 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第５２条第６号を適用

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1812
（財）秋田県総合保険事業団
秋田県秋田市千秋久保田町６
番６号

病理組織検査

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 9,265,205 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第５２条第６号を適用

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1813
日清医療食品（株）
宮城県仙台市青葉区中央4-6-
1

給食集配膳・洗浄業務委託
契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 6,111,000 随意契約 

当該業務は、給食集配膳洗浄に係る適切な業務の遂行
等、当院の連絡・調整業務に習熟し、長期にわたる当該
業務の請負実績のある業者以外の者に委託すると病院
運営に支障を生じる可能性が高いものであるため、会
計細則第52条第13号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1814
常光サービス（株）
福島県いわき市小名浜諏訪町
11-1

ボイラー運転管理業務委託
契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 11,088,000 随意契約 

当該業務は、ボイラー及び空調運転に係る適切な業務
の遂行等、当院の連絡・調整業務に習熟し、長期にわ
たる当該業務の請負実績のある業者以外の者に委託
すると病院運営に支障を生じる可能性が高いものであ
るため、会計細則第52条第13号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1815
（株）ミックス
東京都文京区本郷5-24-3

中材業務委託契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 6,930,000 随意契約 

当該業務は、中央材料室における滅菌に係る適切な業
務の遂行等、当院の連絡・調整業務に習熟し、長期に
わたる当該業務の請負実績のある業者以外は行うこと
が出来ないものであるため、会計細則第52条第13号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1816
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

会計窓口業務委託契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 2,125,200 随意契約 
当該業務は、会計課及び医事課との連絡・調整業務に
習熟した医事課請負業務の請負業者以外の者に委託
すると病院運営に支障を生じる可能性が高いものであ
るため、会計細則第52条第13号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1817
（株）エスアールエル
東京都立川市曙町2-41-19

委託検査業務委託契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 10,527,428 随意契約 
予定価格が少額であるため競争契約によることは、そ
れに要する費用、手間等よりみて不経済であるため、会
計細則第52条第10号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1818
井田興業（株）
福島県福島市御山甘粕10

電話交換業務委託契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 6,300,000 随意契約 

当該業務は、個人情報に係る適切な業務の遂行等、当
院の連絡・調整業務に習熟し、かつ特段の職務上の守
秘義務が求められる業務であることから、長期にわたる
当該業務の請負実績のある業者以外の者に委託すると
病院運営に支障を生じる可能性が高いものであるた
め、会計細則第52条第13号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1819
㈱日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町２－６
－２

物品管理業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 17,010,000 随意契約 

本業務の目的が、病院の医療材料の管理について、業
務の合理性を図るとともに、同材料の調整を行いながら
購入費用について低減を図ることにある。当該業務は、
管理の他、交渉業務等様々な業務が密接不可分の関
係にある現業者は、これらの業務を一元的に取り扱う事
が可能であるため。会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1820
東急ファシリティーサービス
（株）
東京都目黒区東山３－７－１

職員宿舎管理業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 3,024,000 随意契約 
本業務は、入居者の管理及び連絡事項の伝達を行う業
務であり、業務の性質上個人情報の守秘義務を求めら
れる業務のため、継続委託することが適切であると判断
した。会計細則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1821
（株）メフォス
東京都千代田区五番町１番地

患者給食業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 184,220,071 随意契約 

患者様にとって食事に対する位置付けは病院での療養
環境の中での大きなウェイトの一つである。また、患者
様へのサービス向上を図るべく栄養管理室と病院の理
念、基本方針を熟知した委託業者が一体となり、嗜好調
査等を基に患者様のニーズをメニュー等に的確に反映
させる等継続的な努力を行うことが必須であることか
ら、継続委託することが適切であると判断した。会計細
則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1822
（株）三菱化学ビーシーエル
東京都品川区西五反田２－１
２－３

検査委託業務ケトン体分画
他７７件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 5,650,699 随意契約 

当該業務は、検体の外部委託であり、診断に直結する
ものである。また、当該業務は患者様の症状を的確に、
また、迅速に判断できること、及び検査データの継続
性、信頼性が 重要であることから、継続委託すること
が適切であると判断した。会計細則第５２条第１３号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1823
（株）エス・アール・エル
東京都品川区西五反田八丁目
３－６

検査委託業務尿中アルブミ
ン他３００件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 24,188,278 随意契約 

当該業務は、検体の外部委託であり、診断に直結する
ものである。また、当該業務は患者様の症状を的確に、
また、迅速に判断できること、及び検査データの継続
性、信頼性が 重要であることから、継続委託すること
が適切であると判断した。会計細則第５２条第１３号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1824
日本通運㈱
横浜市戸塚区上品濃１２－２２

集配金業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 2,093,700 随意契約 現金の集配金であり、会計細則第52条第11号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1825
東歯歯研
東京都目黒区南１－２４－７
大鵬洞ビル

歯科技工委託（単価契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,248,040 随意契約 当院の要求する仕様を満たすのが、当業者のみである
為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1826
ティーズデンタルファクトリー
川崎市川崎区浅田１－５－４

歯科技工委託（単価契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,028,999 随意契約 当院の要求する仕様を満たすのが、当業者のみである
為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1827
コアデンタルラボ
横浜市港南区大久保１丁目５
番２６号

歯科技工委託（単価契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,060,395 随意契約 当院の要求する仕様を満たすのが、当業者のみである
為。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1828
（株）第一相美
横浜市西区南幸２－１－２２
相鉄ムービル５階

用度課用度係人材派遣（単
価契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 2,731,571 随意契約 
物品の納品・検収、在庫の管理等経験・実績等を要し、
競争に付することが適当でない為。会計細則第52条第6
号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1829
（株）柴橋商会
横浜市神奈川区鶴屋町２－１
１－５　ＳＧビル

健診衣供給管理業務（単価
契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 2,223,029 随意契約 突発的な依頼に対し、迅速に対応できるのは当業者の
みである為。会計細則第52条第6号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1830
（株）錦花園
東京都大田区南雪谷１－６－
１３

庭園管理業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 2,260,650 随意契約 
病院という特殊な環境の中で台風等の突発的事態にも
迅速に対応しなければならず、実績・信頼性は不可欠な
要素なる。会計細則第52条第6号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1831
（株）ケアテンプ
東京都品川東五反田１－６－
３　東京建物五反田ビル　８階

看護師派遣（単価契約）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 5,309,860 随意契約 
患者個人情報の取扱及び患者窓口対応を行うため経
験・実績・信頼性を必要とする業務であり、会計細則第
52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1832
日本ステリ（株）
東京都千代田区内神田一丁目
７番８号

中材滅菌・搬送業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 63,450,444 随意契約 免許取得及び業務実績において、迅速な対応と管理体
制を重視し相手方とした

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1833
第一相美（株）
神奈川県横浜市西区南幸二丁
目１番２２号

総務課事務業務単価契約

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 3,798,023 随意契約 幅広い専門知識を有し、守秘義務の遂行、医療従事者
との迅速な対応が要求され、体制・実績で相手方とした

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1834
第一相美（株）
神奈川県横浜市西区南幸二丁
目１番２２号

看護補助業務単価契約

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 44,632,777 随意契約 病院での守秘義務の遂行、患者サービスに対する体
制、実績を重視し相手方とした

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1835
相鉄企業（株）
神奈川県横浜市西区北幸２－
９－１４

施設管理業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 4,788,000 随意契約 各種備品の修繕業務において、知識、技術が要求さ
れ、実績から相手方を特定した

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1836
クリエート工業（株）
神奈川県横浜市港南区港南台
七丁目５２番２号

車両運行管理業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 15,145,200 随意契約 患者搬送に関する高度な知識と経験を有する業務であ
り、相手方を特定した

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1837
神奈川綜合警備保障（株）
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋
町３－３３－８

保安警備業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 35,191,800 随意契約 院内の構造、システム、配置の熟知と的確な判断を要
するため、実績を重視し相手方とした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1838
（株）レパスト
東京都中央区銀座７－１３－８

患者給食業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 235,930,974 随意契約 衛生、安全管理、患者への評判、提供実績を重視し、相
手方とした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1839
（株）ランス
東京都江戸川区北小岩６丁目
２０番１４号

検査支援業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 298,707,875 随意契約 個人情報の扱い、適切な業務遂行、守秘義務に対する
信頼と経験を重視し相手方とした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1840
（株）メディオス
東京都港区芝大門2-12-3芝柳
生ビル５階

病理組織診断業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 2,156,595 随意契約 個人情報の扱い、適切な業務遂行、守秘義務に対する
信頼と経験を重視し相手方とした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1841
（株）三菱化学ビーシーエル
神奈川県横浜市保土ヶ谷区星
川３－８－１

検体検査業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 80,279,285 随意契約 個人情報の扱い、適切な業務遂行、守秘義務に対する
信頼と経験を重視し相手方とした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1842
（株）日本医療事務センター
神奈川県横浜市西区高島２－
１８－２－６Ｆ

診療情報管理室業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 13,608,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1843
（株）日本医療事務センター
神奈川県横浜市西区高島２－
１８－２－６Ｆ

予約センター業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 13,204,800 随意契約 病院での守秘義務の遂行、患者サービスに対する体
制、実績を重視し相手方とした

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1844
（株）スリーオークス
神奈川県横浜市緑区十日市場
町８２０－３

職員宿舎清掃業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.7.1 3,990,000 随意契約 宿舎管理を含めた業務であり、緊急時の対応も重要で
となり、相手方を特定した

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1845
（株）江東微生物研究所
東京都江戸川区西小岩５丁目
１８番６号

検体検査業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 22,280,645 随意契約 個人情報の扱い、適切な業務遂行、守秘義務に対する
信頼と経験を重視し相手方とした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1846
（株）エスアールエル
東京都立川市曙町二丁目４１
番１９号

検体検査業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 17,664,185 随意契約 個人情報の扱い、適切な業務遂行、守秘義務に対する
信頼と経験を重視し相手方とした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1847
新潟画像診断センター
新潟県新潟市医学町通２番町
１１番地

CTMRシンチ読影業務委託

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 12,457,033 随意契約 
当該システムを構築した業者であり、そのシステムを熟
知、管理・メンテナンス技術等構築業者でなければ行う
ことが出来ないため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1848
第一建築サービス㈱
静岡県静岡市葵区栄町3番地9
朝日生命静岡ビル9Ｆ

夜警業務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 5,638,500 随意契約 
契約の性質を考慮し、全国的に事業を展開し経験が豊
富で、官公庁等においても実績があり信用がおけること
から会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1849
第一建築サービス㈱
静岡県静岡市葵区栄町3番地9
朝日生命静岡ビル9Ｆ

設備保守管理業務委託契
約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 26,901,000 随意契約 
旧式化した当院の設備・機器（平成22年6月新築移転予
定）を熟知している上、技術・能力及び信用があり会計
細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1850

㈱ニチイ学館
静岡県浜松市中区鍛冶町319-
28日本生命浜松センタービル8
Ｆ

診療報酬明細書の点検業
務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 5,983,142 随意契約 

医事課業務を委託しており、当該業務に精通しているの
みならず、病院業務及び診療体制を熟知しておりかつ
特段の職務上の守秘義務を求められる業務であり、十
分な経験を有していることが必要とされるため会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1851

㈱ニチイ学館
静岡県浜松市中区鍛冶町319-
28日本生命浜松センタービル8
Ｆ

外来医事業務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 45,990,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1852
（株）タスクフォース
大阪府大阪市中央区本町4丁
目4番24号

外来受付業務【外来クラー
ク】委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

19.2.5 1,622,411 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1853
（株）ＮＴＴ西日本－静岡
静岡県浜松市中区板屋町111-
2　浜松アクトタワー18階

病職歴業務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 2,189,978 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、十分な経験を有していることが
必要とされるため会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1854
（有）西脇蒲団店
愛知県名古屋市北区水草町１
－６８

寝具業務委託料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 14,883,328 随意契約 
新病棟開設に伴い、病棟の色彩等を考慮した寝具類を
新調するために締結業者との打ち合わせを必要とした
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1855
（有）西脇蒲団店
愛知県名古屋市北区水草町１
－６８

洗濯業務委託料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 21,264,359 随意契約 院内感染等を考慮し、リネンを一元管理する必要があ
り、院内状況にも精通しているため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1856
（有）西脇蒲団店
愛知県名古屋市北区水草町１
－６８

病衣業務委託料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 2,377,113 随意契約 
新病棟開設に伴い、病棟の色彩等を考慮した病衣を新
調するために締結業者との打ち合わせを必要としたた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1857
日本ステリ（株）
東京都千代田区内神田１－７
－８

外来病棟院外滅菌業務委
託料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 41,468,459 随意契約 
当該業務に精通しているのみならず、院内感染等の観
点から、院外・院内滅菌業務を一元管理が行えることが
必要とされるため会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1858
日本ステリ（株）
東京都千代田区内神田１－７
－８

中材・手術室補助業務委託
料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 46,253,466 随意契約 院内感染等の観点から、院外・院内滅菌業務を一元管
理が行える業者が必要であるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1859
日清医療食品（株）
愛知県名古屋市中区栄２－３
－１

栄養管理業務委託料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 2,085,720 随意契約 一般競争入札移行のための準備期間として２ヶ月間の
随意契約とした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1860
日清医療食品（株）
愛知県名古屋市中区栄２－３
－１

患者給食業務委託料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 23,634,870 随意契約 一般競争入札移行のための準備期間として２ヶ月間の
随意契約とした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1861
（株）メディカルアソシア
愛知県名古屋市中区新栄町１
－１

看護師業務委託料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 2,886,214 随意契約 ７対１入院基本料取得に向け、早急に人員確保を行う
必要があったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1862
（株）メディカル・コンシェルジュ
愛知県名古屋市中区錦２－４
－３

看護師業務

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 1,436,945 随意契約 ７対１入院基本料取得に向け、早急に人員確保を行う
必要があったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1863
（株）三菱化学ビーシーエル
愛知県名古屋市千種区今池５
－１－５

FMS業務委託料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 98,891,422 随意契約 ＦＭＳ、ブランチ等の検体検査業務を一元管理し、かつ、
当院が求める条件を提示できる業者であるた。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1864
（株）三菱化学ビーシーエル
愛知県名古屋市千種区今池５
－１－５

ブランチラボ委託料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 46,432,233 随意契約 ＦＭＳ、ブランチ等の検体検査業務を一元管理し、かつ、
当院が求める条件を提示できる業者であるた。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1865
（株）三菱化学ビーシーエル
愛知県名古屋市千種区今池５
－１－５

検査科出向業務

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 23,164,500 随意契約 ＦＭＳ、ブランチ等の検体検査業務を一元管理し、かつ、
当院が求める条件を提示できる業者であるた。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1866
（株）三菱化学ビーシーエル
愛知県名古屋市千種区今池５
－１－５

検査機器保守管理料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 5,304,000 随意契約 ＦＭＳ、ブランチ等の検体検査業務を一元管理し、かつ、
当院が求める条件を提示できる業者であるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1867
（株）三菱化学ビーシーエル
愛知県名古屋市千種区今池５
－１－５

検体検査機器使用料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 24,192,000 随意契約 ＦＭＳ、ブランチ等の検体検査業務を一元管理し、かつ、
当院が求める条件を提示できる業者であるた。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1868
（株）日本ホスピタルサービス
愛知県名古屋市緑区鳴海町字
下汐田２１５

物品管理業務委託料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 18,214,560 随意契約 当院近郊において、スケールメリット（契約病院）等を生
かした価格交渉が可能な業者であるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1869

（株）イー・メディカルソリュー
ションズ
愛知県名古屋市中村区名駅南
１－１６－２１

読影委託料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 14,112,417 随意契約 当院が望む技術提供が可能なのは締結業者のみであ
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1870
（株）浅井歯科技研
愛知県大府市横根町新江１５
－１７

歯科技工業務委託料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 17,675,897 随意契約 長年の契約実績があり、院内の設備等を熟知している
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1871
Ｔｋサポート（株）
愛知県清須市西枇杷島町子新
田１－２

保育園業務委託料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.10.26 1,548,525 随意契約 
当院における保育所運営方針に沿った提案を行い、か
つ、近隣病院にて多数の実績を有する業者であるた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1872
㈱三菱化学ビーシーエル
東京都板橋区志村3-30-1

院外検査業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 23,886,593 随意契約 
精度管理が重要であり、相応の業者の選定が必要で
あったため、納入実績の有するところをもとに見積合わ
せをした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1873
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

外来クラーク業務委託（外・
産・整科）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 8,087,940 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1874
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

救急部外来クラーク業務委
託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,024,420 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1875
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

職業歴調査業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,006,200 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しており、かつ特段の職務上の守秘義務
を求められる業務であり、十分な経験を有していること
が必要とされるため会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1876
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

総合案内・看護部業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 5,796,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1877
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

内科外来クラーク業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 8,694,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1878
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

病歴管理業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 20,732,400 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しており、かつ特段の職務上の守秘義務
を求められる業務であり、十分な経験を有していること
が必要とされるため会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1879
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

放射線科受付業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 14,490,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1880
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

麻酔科外来クラーク業務委
託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,003,420 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1881
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

メディカルサポートセンター
業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 14,294,591 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、十分な経験を有していることが
必要とされるため会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1882
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

会計窓口業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 6,967,800 随意契約 医事課業務委託契約が左記相手方との契約で関連が
密接で、業務の円滑な履行を図ったため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1883
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

健診部受付業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,835,000 随意契約 医事課業務委託契約が左記相手方との契約で関連が
密接で、業務の円滑な履行を図ったため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1884
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

病棟ポーター業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 8,618,400 随意契約 医事課業務委託契約が左記相手方との契約で関連が
密接で、業務の円滑な履行を図ったため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1885
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

薬剤部補助業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,780,000 随意契約 医事課業務委託契約が左記相手方との契約で関連が
密接で、業務の円滑な履行を図ったため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1886
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

予約センター業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 6,300,000 随意契約 医事課業務委託契約が左記相手方との契約で関連が
密接で、業務の円滑な履行を図ったため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1887
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

看護助手業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 23,336,273 随意契約 医事課業務委託契約が左記相手方との契約で関連が
密接で、業務の円滑な履行を図ったため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1888
㈱エスアールエル
東京都立川市曙町2-41-19

院外検査業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 35,255,495 随意契約 
精度管理が重要であり、相応の業者の選定が必要で
あったため、納入実績の有するところをもとに見積合わ
せをした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1889
㈱エスアールエル
東京都立川市曙町2-41-19

院内検査業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 264,247,638 随意契約 
精度管理が重要であり、相応の業者の選定が必要で
あったため、納入実績の有するところをもとに見積合わ
せをした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1890
㈱エスアールエル
東京都立川市曙町2-41-19

特定腫瘍マーカー業務委
託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 8,161,464 随意契約 
精度管理が重要であり、相応の業者の選定が必要で
あったため、納入実績の有するところをもとに見積合わ
せをした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1891
ワタキューセイモア㈱
大阪市東淀川区豊里2丁目10-
12

寝具業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 23,822,714 随意契約 院内感染の問題等を有しているため、経験や実績等信
頼性を考慮する必要があったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1892
ワタキューセイモア㈱
大阪市東淀川区豊里2丁目10-
12

洗濯業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 52,296,730 随意契約 院内感染の問題等を有しているため、経験や実績等信
頼性を考慮する必要があったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1893
ワタキューセイモア㈱
大阪市東淀川区豊里2丁目10-
12

退院ベッドメイキング業務
委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 4,813,200 随意契約 院内の寝具を左記契約相手方が取扱っており、業務に
密接に関連しているため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1894
ワタキューセイモア㈱
大阪市東淀川区豊里2丁目10-
12

タオル洗濯業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 8,740,178 随意契約 院内感染の問題等を有しているため、経験や実績等信
頼性を考慮する必要があったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1895
ワタキューセイモア㈱
大阪市東淀川区豊里2丁目10-
12

透析用寝具業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,149,750 随意契約 院内の寝具を左記契約相手方が取扱っており、業務に
密接に関連しているため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1896
ワタキューセイモア㈱
大阪市東淀川区豊里2丁目10-
12

病衣業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 5,385,820 随意契約 院内感染の問題等を有しているため、経験や実績等信
頼性を考慮する必要があったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1897
ワタキューセイモア㈱
大阪市東淀川区豊里2丁目10-
12

防水シーツ業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,024,000 随意契約 院内感染の問題等を有しているため、経験や実績等信
頼性を考慮する必要があったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1898
東和総合サービス㈱
大阪市中央区備後町3-3-9

電話交換業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 4,699,800 随意契約 
電話交換機の取扱い、各番号の把握に熟知し、瞬時に
対応しなければならなく、経験や実績など信頼性を考慮
する必要があったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1899
太平ビルサービス大阪㈱
大阪市中央区瓦町1-6-10

設備管理業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 27,644,000 随意契約 院内設備の熟知の必要性、緊急時対応等の経験や実
績など信頼性を考慮する必要があるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1900
太平ビルサービス大阪㈱
大阪市中央区瓦町1-6-10

営繕手業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,628,800 随意契約 院内設備の熟知の必要性と、設備管理業務と密接に関
わるところもあるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1901
タイガー警備保障㈱
大阪府堺市北区百舌鳥梅北町
5丁243-3

守衛業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 19,024,488 随意契約 院内熟知の必要性、緊急時の対応で経験や実績など信
頼性を考慮する必要があったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1902
タイガー警備保障㈱
大阪府堺市北区百舌鳥梅北町
5丁243-3

宿・日直業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 9,599,988 随意契約 来院者や救急隊への対応等、経験や実績など信頼性を
考慮する必要があったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1903
タイガー警備保障㈱
大阪府堺市北区百舌鳥梅北町
5丁243-3

正面玄関前車輌整理業務
委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,146,268 随意契約 来院者の安全確保等、経験や実績など信頼性を考慮す
る必要があったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1904
総合警備保障㈱
大阪市東成区深江北3-8-23

集配金業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,528,000 随意契約 金銭を直接扱うため、経験や実績など信頼性を考慮す
る必要があったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1905
コーベベビー㈱
奈良県天理市富堂町142-1

貸しおしめ業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 2,630,292 随意契約 入院中の乳児や未熟児に使用するため安全性を重視
し、経験や実績等信頼性を考慮したため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1906
鴻池メディカル㈱
大阪府堺市西区築港新町3-1

中央材料室滅菌業務

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 40,534,725 随意契約 院内感染の問題や緊急時の対応等、経験や実績など
信頼性を考慮する必要があったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1907
（株）エスアールエル
東京都立川市曙町2-41-19

委託検査

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 50,232,971 随意契約 
検査業務の委託契約であり、経験のある当該業者以外
に出来ないため、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1908
（株）ニチイ学館
兵庫県神戸市中央区磯上通8-
3-10

物品管理業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 5,657,400 随意契約 
物品管理業務の委託契約であり、経験のある当該業者
以外に出来ないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1909
フソウ警備防災（株）和歌山支
社
和歌山県和歌山市湊1850

眼科受付業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 2,158,344 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1910
フソウ警備防災（株）和歌山支
社
和歌山県和歌山市湊1850

小児科受付業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 2,645,028 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1911
フソウ警備防災（株）和歌山支
社
和歌山県和歌山市湊1850

看護助手業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 1,633,824 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しており、他の診療科職員との連携を密
にとれる人材でなければならず、また患者様と直接接す
る機会も多く、十分な経験を有していることが必要とされ
るため会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1912
フソウ警備防災（株）和歌山支
社
和歌山県和歌山市湊1850

放射線科受付業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 1,836,264 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1913
フソウ警備防災（株）和歌山支
社
和歌山県和歌山市湊1850

薬剤部補助業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 2,634,528 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しており、他の診療科職員との連携を密
にとれる人材でなければならず、また患者様と直接接す
る機会も多く、十分な経験を有していることが必要とされ
るため会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1914
フソウ警備防災（株）和歌山支
社
和歌山県和歌山市湊1850

内科他4診療科受付業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 14,418,828 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1915
フソウ警備防災（株）和歌山支
社
和歌山県和歌山市湊1850

看護師宿舎管理業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 2,545,668 随意契約 当該業務について頻回の交代は業務上混乱を招くた
め、会計細則第５２条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1916
フソウ警備防災（株）和歌山支
社
和歌山県和歌山市湊1850

院内警備業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 14,676,000 随意契約 
頻回の業者交代は、複雑な構内における当該業務に支
障をきたし、かつ混乱を招くため、会計細則第５２条第６
号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1917
フソウ警備防災（株）和歌山支
社
和歌山県和歌山市湊1850

車輌整備等管理業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 5,023,872 随意契約 
頻回の業者交代は、複雑な構内における当該業務に支
障をきたし、かつ混乱を招くため、会計細則第５２条第６
号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1918
鴻池メディカル（株）
大阪府堺市西区築港新町3-1

中央材料室滅菌業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 15,246,000 随意契約 
事業運営上支障があると判断し平成17年8月より当該
業者と契約、頻回の交代は同様の可能性があるため、
会計細則第５２条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1919
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地

外来患者受付・請求等業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 7,969,500 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1920
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地

外来患者受付・請求等業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.7.1 18,805,500 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1921
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地

入院患者窓口・請求等業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.7.1 11,978,820 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1922
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地

夜間・休日受付業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 9,612,540 随意契約 
一般競争入札により平成13年8月から当該業者が請け
負っており、医事業務受託業者と契約することが事業運
営上必要となるため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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1923
（株）南北
和歌山県和歌山市関戸5丁目7
番6号

院内メッセンジャー業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 6,223,200 随意契約 
当該業務は複雑化した院内で多岐に渡るものであり、
頻回の交代は診療科間の連携に混乱を招くため、会計
細則第５２条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1924
（株）タスクフォース
大阪市中央区本町4丁目4番24
号住友生命本町第2ビル

放射線科受付補助業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 2,835,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1925
（株）エスアールエル
東京都立川市曙町二丁目41番
19号

検体検査業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 13,579,876 随意契約 
一般競争入札に先立ち、現契約業者以外の検査の信
頼性・搬出・結果の応答性等確認する必要があるため、
会計細則第５２条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1926
㈲堀尾歯科技工所
鳥取県東伯郡北条町米里230-
2

歯科技工業務委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 9,620,914 随意契約 当該業務は、技術性及び業務量が求められるため、近
隣では、当該業者以外は対応ができないため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1927
㈱ｴｽｱｰﾙｴﾙ
東京都立川市曙町2-41-19

外注検査業務委託料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 30,957,892 随意契約 

外注先により、分析装置、測定方法が異なり、基準値も
各社いろいろである。外注先が変われば、当然検査
データも変わり、経年的にデータを集積し、時系列的に
経過を観察しており、治療的な側面からも、外注先の変
更は好ましくない。また、外注先の変更は、医師だけの
問題ではなく、看護部、検査科においても、採血量、採
血管、検体保存等多くの問題を抱えており、医療安全の
面からも頻回に業者を代えるべきではないため会計細
則第６号に相当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1928
（株）ビーエム・エル
山口県宇部市野原1-16-32

ＭＴＣ/ＰＣＲ検査他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 16,724,038 随意契約 
予定価格が少額であるため競争契約によることは、そ
れに要する費用、手間等よりみて不経済であるため、会
計細則第52条第10号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1929
（株）エスアールエル
東京都立川市曙町二丁目４１
番１９号

免疫電気泳動検査他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 3,206,455 随意契約 
予定価格が少額であるため競争契約によることは、そ
れに要する費用、手間等よりみて不経済であるため、会
計細則第52条第10号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1930
（有）医療事務研究会
福岡県北九州市小倉北区浅野
２丁目14-1

レセプト点検及び集計

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 2,177,280 随意契約 

医事課業務を委託しており、当該業務に精通しているの
みならず、病院業務及び診療体制を熟知しておりかつ
特段の職務上の守秘義務を求められる業務であり、十
分な経験を有していることが必要とされるため会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1931
和田精密歯研（株）
松山市空港通6-9-16

委託歯科技工料

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 2,831,093 随意契約 特別な技術、設備、品質保証能力を有するため 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量
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記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1932
エスアールエル（株）
松山市南江戸3-7-38

委託検査業務

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 14,733,180 随意契約 
検査の測定業務については、管理制度が重要であり、
業者の選定が必要であったため。（納入実績のある複
数社で見積り合わせをおこなった。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1933
ウエノ歯研
新居浜市宇高町1-7-24

委託歯科技工料

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 4,367,470 随意契約 特別な技術、設備、品質保証能力を有するため 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1934
（株）三菱化学ビーシーエル
松山市一番町4-1-3

委託検査業務

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 3,987,151 随意契約 
検査の測定業務については、管理制度が重要であり、
業者の選定が必要であったため。（納入実績のある複
数社で見積り合わせをおこなった。）

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1935
（株）ニチイ学館
松山市三番町4-4-6

診療情報管理業務

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 3,874,932 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しており、かつ特段の職務上の守秘義務
を求められる業務であり、十分な経験を有していること
が必要とされるため会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1936
（株）ニチイ学館
松山市三番町4-4-6

放射線科業務

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 2,560,986 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1937
（株）ニチイ学館
松山市三番町4-4-6

メッセンジャー業務

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 5,409,180 随意契約 現行業者は、病院の組織等を熟知した経験豊富な人材
を有し、管理体制についても信頼できるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1938
（株）ニチイ学館
松山市三番町4-4-6

薬局業務

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 2,680,356 随意契約 現行業者は、病院の組織等を熟知した経験豊富な人材
を有し、患者情報の保護についても信頼できるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1939
（株）ニチイ学館
松山市三番町4-4-6

洗濯室リネン業務

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 2,525,269 随意契約 現行業者は、病院の組織等を熟知した経験豊富な人材
を有し、管理体制についても信頼できるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1940
（株）トーカイ
新居浜市上泉町11-40

洗濯業務

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 6,502,939 随意契約 現行業者は、病院の組織等を熟知した経験豊富な人材
を有し、管理体制についても信頼できるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量
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随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1941
（株）アイエスディー
愛媛県今治市高市甲207-8

委託歯科技工料

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 6,722,187 随意契約 特別な技術、設備、品質保証能力を有するため 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1942
㈱エスアールエス
東京都立川市曙町2-41-19

頸管粘液エラスターゼ検査
他630件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 27,241,039 随意契約 

業者ごとの検査基準値を比較したところ、かなりの項目
で差異が見受けられ、入札により新規の業者と契約を
行った場合、診療継続中の患者の過去の検査データー
との比較が出来ず、診療に支障をきたすリスクが高く、
㈱エスアールエス以外では行うことが出来ないため、会
計細則第５２条６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1943
㈱キューリン
北九州市八幡西区森下町

外注検査業務委託契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 7,583,126 随意契約 専門性の高い業務な為、会計細則第５２条第６号に該
当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1944
㈱ＳＲＬ
東京都立川市曙町

検査業務委託契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 35,280,000 随意契約 

検査業務は、専門知識及び病院での経験を必要として
おり（株）ＳＲＬは、当地区で上記に当てはまる人材を多
く擁している。また、当院の業務に精通している同業者
以外に移行すると混乱を引き起こす可能性があり、会計
細則第５２条の６号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1945
㈱ＳＲＬ
東京都立川市曙町

外注検査業務委託契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 17,682,456 随意契約 専門性の高い業務な為、会計細則第５２条第６号に該
当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1946
（有）テクニカルラボラトリー
北九州市八幡西区泉ヶ浦

歯科技工業務委託契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 6,320,500 随意契約 
歯科技工業務は、専門知識及び当院歯科医師との意
思の疎通が出来ていること、また、当院の業務に精通し
ている同業者以外に移行すると混乱を引き起こす可能
性があるため、会計細則第５２条の６号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1947
和田精密歯研(株)
大阪府大阪市東淀川区西淡路
6丁目1番41号

歯科技工

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 4,380,883 随意契約 他業者にできない技術をもっており会計細則第52条第6
号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1948
エーエフマネジメント（株）
横浜市港北区新横浜２ー３ー１
２

横浜市港北区小机町３２１
１学生宿舎

労働者健康福祉機構横
浜労災看護専門学校契
約担当役　校長　　藤原
研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 4,410,000 随意契約 施設の特殊性により、経験年数・実績内容も充分であり
又学生からの信用度も高い

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1949
（株）ハリマビステム
横浜市神奈川区鶴屋町２ー２
３ー２

清掃業務

労働者健康福祉機構横
浜労災看護専門学校契
約担当役　校長　　藤原
研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 3,714,000 随意契約 当業務の経験年数・実績内容も充分であり学校からの
信用度も高い

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1950
エスケイメンテナンス㈱
愛知県刈谷市宝町３－５－１２

清掃業務委託

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション工
学センター契約担当役
所長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,829,520 随意契約 
当ｾﾝﾀｰ内には特許関連物品等が多数設置してあり、当
該業務には特段の注意と守秘義務が求められることか
ら経験のある当該業者が履行することが望ましく、会計
細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1951
千葉ビル管理株式会社
千葉県茂原市千代田町５番地
７

清掃業務

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション千
葉作業所契約担当役
所長　鈴木　　秀
千葉県長生郡白子町幸
治3201－13

18.4.1 1,890,000 随意契約 
施設の特殊性をよく理解し、当該業務に習熟しており千
葉ビル管理㈱以外は行うことが出来ないものであり、会
計細則第５２条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1952
（株）建光社
名古屋市東区白壁3-12-13

給食補助業務

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション愛
知作業所契約担当役
所長　南木　道生
愛知県瀬戸市上之山町2
－184

18.4.1 10,533,600 随意契約 衛生、安全管理、患者への評判、提供実績を重視し、相
手方とした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1953
（財）海外邦人医療基金
東京都港区虎ノ門1-19-9虎の
門TBLビル９階

海外派遣特別加入者等に
対する健康管理対策業務
委託

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 77,572,246 随意契約 
当該業務は、海外在留邦人の健康管理のために設立さ
れた厚生労働省、外務省共管の公益法人である（財）海
外邦人医療基金以外は行うことが出来ないものであり、
会計細則第５２条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1954
（株）大日テクナ
東京都豊島区池袋４－２７－６

労災疾病等研究・開発、普
及ネットワークの構築及び
運用に係るコンサルティン
グ業務

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 12,075,000 随意契約 

当該業務は、平成１６年度から運用を開始し、当初から
ネットワーク構築、システム開発、稼働後の運用コンサ
ルティングに携わっている㈱大日テクナ以外には行うこ
とができないものであり、会計細則第５２条第６号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1955
（株）大日テクナ
東京都豊島区池袋４－２７－６

労災疾病等研究・開発、普
及ネットワークの構築及び
運用に係る管理業務

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 14,910,000 随意契約 

当該業務は、平成１６年度から運用を開始し、当初から
ネットワーク構築、システム開発、稼働後の運用コンサ
ルティングに携わり、当該システムに精通している㈱大
日テクナ以外には行うことができないものであり、会計
細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1956
（株）コスモメーツ
東京都千代田区神田小川町1-
8-5

人材派遣（秘書業務・郵便
業務）

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 11,693,307 随意契約 

当該業務は、親展文書の管理や個人情報に係る適切な
業務の遂行等、当機構内の連絡・調整業務等に習熟
し、かつ特段の職務上の守秘義務が求められる業務で
あることから、経験のある（株）ｺｽﾓﾒｰﾂ以外は行うこと
が出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に該当
するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1957
日美（株）
愛知県名古屋市中区新栄２－
１－９

DPC業務委託料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 5.22 2,877,580 随意契約 
当院医事業務に熟知している必要があり、経験のある
当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1958
㈱日本医療事務センター
兵庫県神戸市中央区小野柄通
7-1-1

ＤＰＣ様式１号作成業務

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.8.1 1,890,000 随意契約 
当院医事業務に熟知している必要があり、経験のある
当該業者以外に出来ないため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量
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随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1959
東海美装興業㈱
静岡県浜松市中区田町324番
地の3

特別清掃【ブラインド清掃・
ガラス洗浄・鳩糞除去・網
戸洗浄・高所除塵】業務委
託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

19.3.23 2,994,600 随意契約 
数年連続して建物清掃業務を落札しているため当院の
構造を熟知し、経験と信用があることから会計細則第52
条第13号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1960

㈱ニチイ学館
静岡県浜松市中区鍛冶町319-
28日本生命浜松センタービル8
Ｆ

地域医療連携室業務委託
契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 4,354,318 随意契約 
職務上の守秘義務について信用があり、経験・実績とも
豊富であることから会計細則第52条第13号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1961

㈱ニチイ学館
静岡県浜松市中区鍛冶町319-
28日本生命浜松センタービル8
Ｆ

看護補助業務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 5,118,539 随意契約 業務について信用があり、経験・実績・人材とも豊富で
あることから会計細則第52条第13号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1962
リーフデンタルラボ静岡県湖西
市新所2820-3

歯科技工業務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,961,236 随意契約 
近隣でも評判の技術が高い技工士であり、信用・実績
及び現場からの強い要望もあることから会計細則第52
条第13号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1963
（有）アップルラボ
静岡県浜松市南区若林町2768
番地の1

歯科技工業務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 2,052,139 随意契約 
近隣でも評判の技術が高い技工士であり、信用・実績
及び現場からの強い要望もあることから会計細則第52
条第13号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1964
（株）レンティック中部
静岡県浜松市中区高林5丁目7
番13号

洗濯請負業務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 12,787,195 随意契約 
近隣でも多くの病院と契約し、経験・実績および信用性
があることから会計細則第52条第13号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1965
（株）三宅商事
山口県山口市旭通り２丁目１
番３４号

病院周辺ゴミ掃除及び草取
り

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 1,702,260 随意契約 掃除、草取りが行き届いており、信頼できるため 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1966
（株）日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町2-6-2

医療用診療材料及び医療
消耗品の搬送

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 3,780,000 随意契約 物品の納入業者であり物品の搬送が容易であるため 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1967
太平ビルサービス（株）
長崎県長崎市栄町１番２５号
長崎ＭＳビル

網戸清掃業務

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,482,149 随意契約 
業務内容に適応する人材がいないので実績を優先（一
般競争は不利である。）会計細則第５２条第１３号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
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記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1968
太平ビルサービス（株）
長崎県長崎市栄町１番２５号
長崎ＭＳビル

手術室清掃業務

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,626,649 随意契約 
業務内容に適応する人材がいないので実績を優先（一
般競争は不利である。）会計細則第５２条第１３号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1969
（株）ビーエムエル
長崎県佐世保市白岳町１６６
番地１号白岳ビル

ＮＡＧ－尿　他３４４件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 9,375,679 随意契約 
複数の業者と複数回の価格交渉が可能であり、有利に
契約できるため、会計細則第52条第13号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1970
アイエックスナレッジ（株）
東京都港区海岸３－３３－２３

コンピュータ室管理業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 29,232,000 随意契約 電子カルテシステムに精通し、障害対応作業、守秘義
務に信頼がある為、相手方とした

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1971
堺相互タクシー㈱
大阪府堺市堺区北向陽町2-2-
4

運転手業務委託

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 9,324,000 随意契約 安全の確保や周辺地理の把握等経験や実績など信頼
性を考慮する必要があったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1972
㈱スズケン
横浜営業所　神奈川県横浜市
神奈川区三枚町54-2

乳腺エコー＠１，０５０円他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 2,128,350 随意契約 前年度の契約をベースに価格交渉に終始し、競争に必
要な期間が確保出来なかったため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1973
㈱小山商会
千葉県柏市高田1374番地

白タオル（小）@18.90円他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 1,179,860 随意契約 安定供給を前提とした単価契約による見積もり合わせ
を実施し比較していたため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1974
富士産業（株）
東京都港区新橋5丁目32番7号

病院給食業務委託

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 75,507,924 
企画競争・公
募

企画競争・公募 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1975
白子町シルバー人材センター
千葉県長生郡白子町中里４８
２５番地

宿日直業務

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション千
葉作業所契約担当役
所長　鈴木　　秀
千葉県長生郡白子町幸
治3201－13

18.4.1 2,298,450 随意契約 

施設の特殊性をよく理解し、緊急時の対応等にも優れ
ている。また、適切な判断及び業務の遂行性が求めら
れることから経験のある白子町シルバー人材センター
以外は行うことが出来ないものであり、会計細則第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1976
㈱九電工
福岡県北九州市小倉北区大手
町13-38

ボイラー業務

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.10.1 2,041,200 随意契約 
職員の退職によりハローワークや求人広告において採
用の募集を行ったが、採用にいたる応募を得られず、業
務に支障をきたすため早急に補充をする必要があり、
会計細則第５２条１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
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契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1977
（株）メフォス
東京都千代田区

栄養士及び調理業務委託

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション長
野作業所契約担当役
所長　岡村　知彦
長野県諏訪郡下諏訪町
社7001

18.4.1 5,199,672 随意契約 
専門性を必要とする業務で、１７年度途中での職員の急
な退職等で近隣での早急な人材確保が難しく引き続き
契約をする必要があったため、会計細則第５２条1号に
該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1978
山田技工所
新潟県新潟市中野山４丁目１
６番地５５号

歯科技工

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 3,454,583 随意契約 
確実な完成度が要求される業務のため、長年の実績を
持ち信頼できる業者とした（会計細則第５２条第６号該
当）。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1979
㈱太陽セランド
福岡県田川市川宮

防水シーツ委託契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 1,142,400 随意契約 病院洗濯業務を落札した業者との価格交渉が有利なた
め、会計細則５２条の６号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1980
㈱ニチイ学館　堺東支店
大阪府堺市堺区南花田口町2-
3-20

看護専門学校一般事務

労働者健康福祉機構大
阪労災看護専門学校契
約担当役　校長　鎌田
武信
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 3,360,000 随意契約 
病院全体が全面ニチイ学館と契約をおこなっており、ま
た　病院における業務の実績を考慮し、信頼・経験・実
績を重視する必要があり、会計細則５２条第６号に該当
する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1981
（株）南信美装
長野県諏訪市

所内清掃業務委託

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション長
野作業所契約担当役
所長　岡村　知彦
長野県諏訪郡下諏訪町
社7001

18.4.1 2,462,583 随意契約 他の契約（ボイラー業務）との関係で、優位な金額で契
約できたため、会計細則第５２条１７号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1982
（株）南信美装
長野県諏訪市

ボイラー業務委託

労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション長
野作業所契約担当役
所長　岡村　知彦
長野県諏訪郡下諏訪町
社7001

18.4.1 4,636,800 随意契約 
専門性（有資格）を必要とし清掃業務契約との複合で優
位な契約ができたため、会計細則第５２条１７号に該当
する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1983
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２
－９

医局補助業務委託

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,239,839 随意契約 不落随契（会計細則第５３条） 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1984
（株）クリスタルサプライ
東京都渋谷区渋谷１－１５－２
１－７Ｆ

病棟クラーク業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.11.1 5,287,800 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1985
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

休日・夜間急患受付業務

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.4.1 9,529,800 随意契約 不落随契（会計細則第５３条） 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1986
シダックスフードサービス（株）
広島県広島市中区金星町2-14

給食業務委託契約

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 109,625,972 随意契約 不落随契（会計細則第５３条） 見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1987
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

医事課業務委託

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 80,640,000 随意契約 

当該業務に精通しているのみならず、病院業務及び診
療体制を熟知しておりかつ特段の職務上の守秘義務を
求められる業務であり、また患者様と直接接する機会も
多く、十分な経験を有していることが必要とされるため会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1988
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-
9

会計窓口業務委託

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 3,693,156 随意契約 
当該業務は、特段の守秘義務が求められ、また高度な
知識が求められることから、以前より当院で当該業務を
担当し経験と実績のある同業者以外は行うことが出来
ないと判断した。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1989
（株）くれせん
広島県呉市西中央4-6-3

設備管理（電気）業務委託

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 5,922,000 随意契約 
同業者は増改築工事の設計段階から配線・配管及び設
備について携わっており、院内設備を熟知しているた
め、他業者に任せることは設備管理及び補修等に信頼
を欠くことになるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1990
ヤオイデンタル
茨城県神栖市波崎7550-2

歯科技工業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.4.1 5,073,943 随意契約 
歯科技工業務の単価契約であり、経験及び技術力を重
視しなければならないことから、会計細則第５２条第１３
号に該当該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1991
釜形歯研
茨城県神栖市太田4633

歯科技工業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.4.1 5,620,387 随意契約 
歯科技工業務の単価契約であり、経験及び技術力を重
視しなければならないことから、会計細則第５２条第１３
号に該当該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1992
（株）ニチイ学館
愛知県名古屋市東区東桜１－
１３－３

医事課外来委託業務

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 3,344,838 随意契約 一般競争を実施したが、不落だったため会計細則第53
条に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1993
（株）エム アンド エイチ
愛媛県松山市千舟町2-3-18

カルテ検索機×1式/ジャス
トサーチ光システム　システ
ム入替

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.12.13 3,990,000 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1994
（株）共和サービス
東京都新宿区愛住町23-14

医師賠償責任保険

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 5,882,390 随意契約 
コスト縮減の観点から、機構全体としての一括契約であ
り、保険料及び保障内容の条件を満たすことができる業
者が他にないため会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量
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びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1995
（株）共和サービス
東京都新宿区愛住町23-14

医師賠償責任保険料契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 8,392,210 随意契約 
コスト縮減の観点から、機構全体としての一括契約であ
り、保険料及び保障内容の条件を満たすことができる業
者が他にないため会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1996
（株）共和サービス
東京都新宿区愛住町２３－１４
－４Ｆ

平成１８年度医師賠償責任
保険料

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 17,679,290 随意契約 
コスト縮減の観点から、機構全体としての一括契約であ
り、保険料及び保障内容の条件を満たすことができる業
者が他にないため会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1997
共和サービス㈱
東京都新宿区愛住町23-14
ベルックス新宿ビル4階

医師賠償責任保険契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 6,862,790 随意契約 
コスト縮減の観点から、機構全体としての一括契約であ
り、保険料及び保障内容の条件を満たすことができる業
者が他にないため会計細則第５２条第６号に該当する
ため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1998
日清医療食品（株）
宮城県仙台市青葉区中央４－
６－１

職員食提供業務一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 13,691,420 随意契約 当該契約内容を満たす業務を提供するものが１社しか
なく、会計細則第52条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

1999
（財）建築コスト管理システム研
究所

営繕積算システム改訂業
務
神奈川県川崎市幸区堀川
町５８０
平成18年12月19日～平成
19年3月30日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.12.19 12,705,000 随意契約 
国土交通省をはじめとする公的機関が使用しているシ
ステムを開発した業者であり、当該業者以外に改訂作
業を請け負うことが出来る業者がいないため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

2000
ワタキューセイモア（株）
宮城県仙台市青葉区上愛子字
上遠野原９－５１

男子ズボン他

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,476,983 随意契約 
被服の単価契約であり、多数品目の合計が基準額を超
えるが、１品目としては少額であり、会計細則第52条第
６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

2001
（株）クラユニコーポレーション
愛知県名古屋市東区飯田町３
８

女子トレパン　AP810-40　2
枚　他

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 8.15 4,936,864 随意契約 
被服の単価契約であり、多数品目の合計が基準額を超
えるが、１品目としては少額であり、会計細則第52条第
６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

2002
ワタキューセイモア㈱
埼玉県越谷市七佐町３丁目
192番地

男子上衣８分袖他２０件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.4.1 1,801,948 随意契約 
被服の単価契約であり、多数品目の合計が基準額を超
えるが、１品目としては少額であり、会計細則第52条第
６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）

2003
（有）千葉白衣
千葉県中央区本町３丁目２番
６号

女子医務衣他２１件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.4.1 2,288,882 随意契約 
被服の単価契約であり、多数品目の合計が基準額を超
えるが、１品目としては少額であり、会計細則第52条第
６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（平成２０年度）
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2004
富士通（株）
宮城県仙台市青葉区一番町２
－３－２２

DPC対応に係るシステム追
加作業一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.12.20 1,312,500 随意契約 現有オーダリングシステムの追加変更等の技術を有す
る作業であり、会計細則第52条第６号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2005
住友電設㈱
大阪府泉佐野市高松東1丁目
10-37

特別高圧・高圧変電室内高
圧真空遮断機精密点検

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.11.1 1,276,800 随意契約 
当院改修工事以来、電気設備に も熟知・精通し作業
環境上についても も円滑に履行できるため、会計細
則第５２条第６号に該当するため。会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2006
清水メディカル㈱
大阪市東淀川区西淡路5-17-
21

Cybex6000(筋機能評価運
動装置）システム更新

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

19.1.4 2,766,750 随意契約 
当該本体機器の商権を承継しており、修繕も技術知見
を有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則第
５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2007
富士通（株）
宮城県仙台市青葉区一番町２
－３－２２

医療費改定対応作業一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

19.3.30 1,722,000 随意契約 現有オーダリングシステムの変更等の技術を有する作
業であり、会計細則第52条第６号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2008
富士通（株）
宮城県仙台市青葉区一番町２
－３－２２

医療費改定に伴うシステム
変更作業一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.12.20 1,575,000 随意契約 現有オーダリングシステムの変更等の技術を有する作
業であり、会計細則第52条第６号に該当するため

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2009
富士通（株）
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２－２－１－１

部門別原価計算院内標榜
システム変更作業一式

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 3,150,000 随意契約 既存の電子カルテシステムとの連携が必須である為、
会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2010
（株）メディオス
東京都港区芝大門2-12-3芝柳
生ビル５階

診療録等院外倉庫移管作
業一式

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.12.1 3,198,300 随意契約 業者が限定されているため、会計細則第52条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2011
㈱シップコーポレーション
大阪府吹田市桃山台5丁目20-
1

経営支援分析業務

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,260,000 随意契約 
経営分析調査のために当院の資料数値等を供出してお
り、継続して俯瞰することが必要なため、会計細則第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2012
日立計測器サービス㈱
神奈川支店　神奈川県横浜市
神奈川区神大寺2-19-17

自動分析装置７１７０Ｅ形
１台（３回／年）

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 1,596,000 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）
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2013
（株）大日テクナ
東京都豊島区池袋４－２７－６

勤労者医療に係るデジタル
アーカイブスのサイト変更

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

19.1.9 1,548,750 随意契約 
当該業務は、動作環境の互換性から開発業者以外に
は行うことができないものであり、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2014
（株）ＮＴＴデータシステムズ
東京都品川区西五反田3-7-10

人事・給与システムの改修

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.11.30 37,380,000 随意契約 
当該業務は、人事・給与システムの保守業務を行い当
該システムに習熟しているエヌ・ティ・ティデータシステム
ズﾞ㈱以外には行うことが出来ないものであり、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2015
（株）ＮＴＴデータ
神奈川県川崎市幸区鹿島田
890-12

平成18年度診療報酬改定
に伴う「事業統計システム」
のプログラム改修

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.24 5,900,265 随意契約 
当該業務は、事業統計システムの開発業者でありかつ
保守業務を行い当該システムに習熟している㈱エヌ・
ティ・ティ・データ以外には行うことが出来ないものであ
り、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2016
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田1-4-28

脊髄損傷データベース医用
画像システム機能追加一
式

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.6.26 1,575,000 随意契約 
当該業務は、当該医用画像機器の導入業者であり、当
該機器に習熟しているＮＥＣﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱以外には
行うことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2017
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田1-4-28

勤労者のメンタルヘルス分
野におけるアンケート調査
システムの機能変更

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.11.1 1,942,500 随意契約 
当該業務は、当該勤労者のメンタルヘルスシステムの
導入業者であり、当該機器に習熟しているＮＥＣﾈｸｻｿ
ﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱以外には行うことが出来ないものであり、会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2018
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田1-4-28

アスベスト関連疾患データ
ベースシステムに対する機
能追加及び機能変更

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.12.1 3,255,000 随意契約 

当該業務は、当該アスベスト関連疾患システムデータ
ベースシステムの導入業者であり、当該機器に習熟して
いるＮＥＣﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱以外には行うことが出来な
いものであり、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2019
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田1-4-28

財務会計システムの機能
改修（固定資産の減損）

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.10.2 6,195,000 随意契約 
当該業務は、財務会計システムの開発業者でありかつ
保守業務を行い当該システムに習熟しているＮＥＣﾈｸｻ
ｿﾘｭｰｿﾝｽﾞ㈱以外には行うことが出来ないものであり、会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2020
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田1-4-28

管財システムの機能改修
（固定資産の減損）

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.10.2 13,965,000 随意契約 
当該業務は、管財システムの開発業者でありかつ保守
業務を行い当該システムに習熟しているＮＥＣﾈｸｻｿﾘｭｰ
ｿﾝｽﾞ㈱以外には行うことが出来ないものであり、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2021
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田1-4-28

財務会計システムの機能
改修（疾病予防事業費等補
助金収益：勘定科目追加）

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

19.2.26 2,520,000 随意契約 
当該業務は、財務会計システムの開発業者でありかつ
保守業務を行い当該システムに習熟しているＮＥＣﾈｸｻ
ｿﾘｭｰｿﾝｽﾞ㈱以外には行うことが出来ないものであり、会
計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）
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2022
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田1-4-28

せき髄損傷分野の計測
データ登録機能の改修

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.11.1 1,638,000 随意契約 
当該業務は、当該せき髄損傷分野の計測データ登録機
能の導入業者であり、当該機器に習熟しているＮＥＣﾈｸ
ｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱以外には行うことが出来ないものであ
り、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2023
東芝メディカルシステムズ㈱
福岡県北九州市小倉北区紺屋
町13-1

CT管球TSX-10A/4E修理

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.5.25 19,845,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、メーカーのメンテナンス業者である
当該業者以外は行うことが出来ないものであり、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2024
東芝メディカルシステムズ㈱
北海道釧路市北大通６丁目２
－１

全身用コンピュータ断層撮
影装置管球修理

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

19.2.1 13,125,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、メーカーのメンテナンス業者である
当該業者以外は行うことが出来ないものであり、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2025

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）
東京都日野市旭が丘４丁目７
－１２７

Ｘ線血管撮影装置イメージ
インテンシファイア（Ⅰ.Ⅰ）
管交換修理　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.5.31 16,000,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、メーカーのメンテナンス業者である
当該業者以外は行うことが出来ないものであり、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2026
島津メディカルシステムズ（株）
宮城県仙台市青葉区二日町１
－２３熱海ビル５F

Ｘ線管球交換一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.12.28 1,008,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、メーカーのメンテナンス業者である
当該業者以外は行うことが出来ないものであり、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2027
東芝メディカルシステムズ（株）
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２丁目３番５号

Ｘ線ＣＴ装置（Ａｑｕｉｌｉｏｎ８）
管球交換修理一式

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.6.1 17,950,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、メーカーのメンテナンス業者である
当該業者以外は行うことが出来ないものであり、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2028
東芝メディカルシステムズ（株）
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２丁目３番５号

Ｘ線撮影装置Ｘ線管球交換
修理

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.5.8 1,500,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、メーカーのメンテナンス業者である
当該業者以外は行うことが出来ないものであり、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2029
東芝メディカルシステムズ（株）
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２丁目３番５号

一般撮影用Ｘ線撮影装置
管球交換修理

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

19.3.15 1,499,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2030
シーメンス旭メディック（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜
３－１－４

心血管撮影装置Ｘ線管球
交換修理一式

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.6.1 11,182,500 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）
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2031
丸文通商（株）富山支店
富山県富山市八日町247番地
41

一般撮影装置　管球交換
修理

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.12.1 1,708,140 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、納入元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2032
（株）永田メディカル
富山県高岡市問屋町12

東芝ＣＴ装置　Ｘ線管球交
換保証料

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 11,642,400 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、納入元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2033

東芝メディカルシステムズ㈱浜
松
静岡県浜松市中区東伊場2丁
目7番1号

多目的血管撮影装置
DRX-T7345GFS型一式　Ｘ
線管球交換修理

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.10.27 8,190,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2034
東芝メディカルシステムズ（株）
愛知県名古屋市中村区名駅南
１－４－１２

Ｘ線テレビ管球交換一式

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.5.9 1,575,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、メーカーのメンテナンス業者である
当該業者以外は行うことが出来ないものであり、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2035
東芝メディカルシステムズ㈱
大阪府堺市堺区南花田口町2
丁3-20

画像17番撮影室　撮影装
置用管球取替修理

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.11.17 13,950,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、メーカーのメンテナンス業者である
当該業者以外は行うことが出来ないものであり、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2036
東芝メディカルシステムズ㈱
大阪府堺市堺区南花田口町2
丁3-20

画像7番撮影室　X線TV撮
影装置用管球取替修理

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.9.6 2,436,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2037
東芝メディカルシステムズ㈱
大阪府堺市堺区南花田口町2
丁3-20

画像8番撮影室　X線TV撮
影装置用管球取替修理

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

19.3.1 2,436,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2038

ＧＥ横河メディカルシステムズ
㈱
大阪府堺市北区百舌鳥西之町
3丁565

画像CT室　9番撮影装置管
球取替修理

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.10 11,200,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2039
㈱日立ﾒﾃﾞｨｺ四国支店
香川県高松市寿町2-2-10

日立X線透視撮影装置　X
線管球交換修理

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.5.15 2,604,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）
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2040
フィリップスメディカルシステム
ズ（株）
高松市中新町2-9

Ｘ線テレビ装置　イメージイ
ンテンシフィア　撮像管交換

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

19.1.4 12,705,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2041
東芝メディカルシステムズ㈱
福岡県北九州市小倉北区紺屋
町13-1

X線血管撮影装置（AREX-
CC800A）管球交換

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

19.2.17 7,950,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2042
島津メディカルシステムズ㈱
熊本県熊本市平田2丁目20-45

Ｘ線一般撮影装置管球交
換一式

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.5.24 1,942,500 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2043
シーメンス旭メディテック㈱
北海道札幌市北区２２条東１７
－１－１３

心臓血管撮影装置管球修
理

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

19.1.9 6,496,875 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2044
東芝メディカルシステムズ㈱
茨城県つくば市梅園２－２－２

透視撮影システムＸ線管球
修理

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H19.3.16 1,470,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2045
東芝メディカルシステムズ㈱
横浜市西区みなとみらい２－３
－５　クイーンズタワーＣ１４階

X線管球交換

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.8.31 2,241,225 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2046
東芝メディカルシステムズ㈱
横浜市西区みなとみらい２－３
－５　クイーンズタワーＣ１４階

血管撮影装置管球交換

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.5.31 10,630,725 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2047
シーメンス旭メディック（株）
横浜市港北区新横浜３－１－
４　プラスタリアビル

アンギオ管球交換

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

19.3.30 11,340,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2048

ジーイー横河メディカルシステ
ム㈱
横浜市港北区新横浜２－１１
－５　川浅ビル７Ｆ

ＣＴ管球交換

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

19.3.26 1,867,900 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

2049

シーメンス旭メディテック(株)北
海道営業所
北海道札幌市東区北22条東17
丁目1－13

ＣＴ管球交換

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.7.14 13,230,000 随意契約 

当該業務は、障害及び劣化に伴う業務不安定を改善す
るための管球交換であり、迅速な部品調達・復旧・保障
等を考慮したところ、製造元である当該業者以外は行う
ことが出来ないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2050
（株）タイムズサービス
東京都品川区西五反田1-18-
19

駐車場管理機器入替工事
福島県いわき市内郷綴町
沼尻3
平成18年6月26日～平成18
年9月19日

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.6.26 22,711,500 随意契約 
当該工事は、駐車場管理機器の一部入れ替え工事で
ある。機器の互換性及び継続した保守管理を履行でき
るうえ、設置工事の請負業者以外は施工できないもの
であるため、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成２０年度以降必要
の都度）

2051
（株）理舎
広島県広島市中区舟入中町2
番14号

療養環境レンタル

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.8.1 16,632,000 随意契約 
既に他労災病院にて導入実績があり、技術力及びアフ
ターサービスの実績を勘案した結果、当該業者の他に
同等のサービスを行える業者がないと判断されたため、
会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2052
（株）理舎
広島県広島市中区舟入中町2
番14号

療養環境レンタル

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.7.1 12,700,800 随意契約 
既に他労災病院にて導入実績があり、技術力及びアフ
ターサービスの実績を勘案した結果、当該業者の他に
同等のサービスを行える業者がないと判断されたため、
会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2053
（株）理舎
広島県広島市中区舟入中町2
番14号

療養環境レンタル

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.6.1 4,233,600 随意契約 
既に他労災病院にて導入実績があり、技術力及びアフ
ターサービスの実績を勘案した結果、当該業者の他に
同等のサービスを行える業者がないと判断されたため、
会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2054
（株）理舎
広島県広島市中区舟入中町2
番14号

療養環境レンタル

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.9.1 10,584,000 随意契約 
既に他労災病院にて導入実績があり、技術力及びアフ
ターサービスの実績を勘案した結果、当該業者の他に
同等のサービスを行える業者がないと判断されたため、
会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2055
㈱理舎
広島県広島市中区舟入中町2-
14

療養環境レンタル

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 6,749,505 随意契約 競合相手がいないため、唯一の業者との契約をすること
より、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2056
㈱アスカム
茨城県水戸市笠原町笠原町
1716番地

薬品費
オムニパーク300シリンジ他
１６２件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 70,798,476 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2057
山口東邦㈱
土浦市真鍋二丁目2-27

薬品費
グリベック錠100mg他６４件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 41,576,488 随意契約 
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
契約できる見込みがあるため、会計細則第５２条第４号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）
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2058
(株)日本ホスピタルサービス
長崎県大村市今村町78番地1
号

診療材料
人工靭帯　他14,276件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 871,670,550 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2059
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木3-1-1

電子複写機及びファクシミ
リ賃貸借

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 3,844,260 随意契約 
当該業務は、賃借物品の保守業務であり、賃借物品の
操作方法等に習熟している必要があることから、製造元
である富士ゼロックス㈱以外には行うことができないも
のであり、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2060
ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）富山営業所
富山県富山市赤田815-1

磁気共鳴診断撮影装置保
守業務

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 35,280,000 随意契約 当該機器の製造元である業者以外行うことができない
ため、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2061
東芝メディカル㈱浜松
静岡県浜松市中区東伊場2丁
目7番1号

東芝社製診断用核医学装
置　GCA-7200A　一式　保
守契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,738,800 随意契約 
患者の診断に関わる重要な機器であり、精度・信頼度
からメーカー保守でないと重大な影響がある可能性も考
えられることから、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2062
ジーイー横河メディカル㈱
静岡県浜松市中区茄子町352-
12

ＧＥ社製ＣＴ装置ＣＴ-ＨＳＡ
一式　保守

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 17,950,800 随意契約 
患者の診断に関わる重要な機器であり、精度・信頼度
からメーカー保守でないと重大な影響がある可能性も考
えられることから、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2063
ジーイー横河メディカル㈱
静岡県浜松市中区茄子町352-
12

ＧＥ社製ＭＲＩ装置ＭＲ-ＳＩＧ
ＮＡ　一式　保守契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 11,214,000 随意契約 
患者の診断に関わる重要な機器であり、精度・信頼度
からメーカー保守でないと重大な影響がある可能性も考
えられることから、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2064

東芝メディカルシステムズ㈱浜
松
静岡県浜松市中区東伊場2丁
目7番1号

東芝社製心血管用Ｘ線診
断装置ANGIO/SI/DF　一
式　保守

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,575,000 随意契約 
患者の診断に関わる重要な機器であり、精度・信頼度
からメーカー保守でないと重大な影響がある可能性も考
えられることから、会計細則第52条第6号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2065
中部メディカル（有）
愛知県名古屋市北区楠町喜惣
治新田３４０

医療廃棄物処分料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18. 4. 1 37,257,624 随意契約 
法令の遵守や緊急の対応等、経験や実績など信頼性を
考慮する必要があるため、会計細則第５２条第６号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2066
日立計測器サービス（株）
大阪府大阪市淀川区宮原3-3-
31

生化学自動分析装置保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 3,307,500 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

229/278



件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

2067

オムロンフィールドエンジニアリ
ング（株）
大阪府大阪市北区堂島浜2-1-
9

分散型自動蓄尿装置保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 5,670,000 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2068
誠光堂（株）
和歌山県和歌山市築港6丁目9
番10

高速ＣＴ，シンチカメラ保守

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 49,455,000 随意契約 
メーカーのみが当該業務を行える技術員を抱えており、
当該業者は県下唯一の代理店であるため、会計細則５
２条第６項に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2069
シーメンス（株）
東京都葛飾区奥戸3-16-17

搬送設備保守契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 8,520,000 随意契約 
本契約は搬送設備の保守契約であり、条件を満たす契
約を締結できるのは当該物件の製造者のみであるた
め、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2070
東芝メディカルシステムズ（株）
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２丁目３番５号

ＣＴ装置（Ｘｖｉｇｏｒ）保守

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 2,016,000 随意契約 
製造メーカーの保守とすることで、機器の機能・精度等
を維持するため、会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2071
ジーイー横河メディカル（株）
 新潟県新潟市弁天橋通３－４
－３

ＣT装置保守

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 24,116,400 随意契約 
当装置製作業者から直接保守業務を委託されているの
が県内で一であるため、会計細則第５２条第６号該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2072
鴻池メディカル（株）
東京都中央区銀座６－１１－５

カルテ・レントゲンフィルム
保管業務

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 5,760,069 随意契約 

本業務は、入院・外来のカルテ及びＸ線フィルムの預け
入れ保管業務であり、必要時における抽出業務である。
また、当該業務は個人情報の守秘義務を求められる業
務のため、継続委託することが適切であると判断した。
会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2073
シーメンス旭メディテック（株）
愛知県名古屋市千種区吹上１
－５－４

ＭＲＩ装置保守業務

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 11,182,500 随意契約 
当該機器を設置した業者であり施設を熟知しており、ま
た関係法令の遵守等当該業務の信頼度が厚く会計細
則第５２条第１３号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2074
（株）名古屋宣興社
愛知県名古屋市西区花の木２
－１０－１４

看板広告　愛知県名鉄尾
張旭駅、大森金城駅、三郷
駅、印場駅、小幡駅、旭前
駅構内

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 1,004,220 随意契約 特定場所による看板広告であり会計細則第５２条第６号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2075
常陽銀行波崎支店
茨城県神栖市波崎8630-3

給与等銀行振込手数料

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 1,256,669 随意契約 
振込手数料の契約であり、条件を満たす相手方が当該
業者以外にないことから、会計細則第５２条第６号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）
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2076
（株）サクセスアカデミー
神奈川県藤沢市鵠沼石上１－
１－１５－３Ｆ

病棟保育業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 6,284,537 随意契約 個人情報の扱い、適切な業務遂行、守秘義務に対する
信頼と経験を重視し相手方とした。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2077

（財）横浜市シルバー人材セン
ター
神奈川県横浜市立町２０－１
－２Ｆ

ハウスキーパー業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 3,774,960 随意契約 
補修、製作、加工等を行う技術・知識を必要とするた
め、多くの人材からの適任者が出せるため相手方とし
た。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2078
日本ステリ（株）
大阪府大阪市此花区梅町2-2-
17

手術室･中材滅菌業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.6.1 107,730,000 
企画競争・公
募

企画競争・公募 見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2079
鴻池メディカル（株）
東京都中央区銀座６－１１－５
銀座鴻池ビル

カルテ・フィルム保管業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 7,873,392 随意契約 カルテ及びレントゲンフィルムの保管業務であり、会計
細則第52条第11号に該当

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2080
医療法人社団朋実会孫歯科医
院　北海道美唄市東1条南2丁
目1-12-5

歯科診療応援業務

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 34,920,945 随意契約 
歯科診療応援及び診療に必要な人材の斡旋で特殊か
つ特別な技術を要するため。会計細則第52条第6号に
該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2081
東リ（株）
神奈川県厚木市温水２０２０

タイルカーペットのオフロ
ケーション業務

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 3,827,400 随意契約 システムがメーカー特許である為、相手方に特定した 見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2082
浜松医科大学
静岡県浜松市東区半田山1丁
目20番1号

病理組織検査業務委託契
約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.8.1 15,575,238 随意契約 
診断の質が高く、かつ契約先（浜松医科大学）との連携
強化が必要なことから会計細則第52条第6号に該当す
るため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2083
（株）加藤均総合事務所
大阪府堺市堺区戎之町西1-1-
30

日常清掃業務

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 266,175,000 随意契約 不落随契（会計細則第５３条） 見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2084
㈱サクセスアカデミー
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-
15

院内保育業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.9.1 5,587,837 随意契約 

院内保育業務であり、病院内保育施設の実績を持ち、
病院毎に異なる要望や事情等にも対応できるノウハウ、
運営システムを有することから当院の条件を満たす業
者は当該業者以外いないことから会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2085
㈱東洋アクアテック
神奈川県相模原市清新８丁目
９－１７

井水浄水化業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 4,321,800 随意契約 
井水を浄水化して上水として院内に供給する業務であ
り、当院の井水の水質や地域性、維持管理内容から条
件を満たす業者は当該業者以外にいないことから、会
計細則第52条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）
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2086
（株）日本ホスピタルサービス
愛知県名古屋市緑区鳴海町字
下汐田２１５

診療材料等一括購入契約
（アルフェンス等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 968,273,913 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2087
㈱千代田ﾃｸﾉﾙ
東京都文京区湯島1-7-12

ＲＩ作業環境測定料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 3,836,700 随意契約 山陰地区に対応できる業者が他にないため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2088
シーメンス旭メディテック（株）
広島県広島市西区楠木町２－
１３－１９

コンピューター断層撮影装
置保守料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 26,964,000 随意契約 当該装置の保守管理技術を有し、機器の故障等に部品
の供給ができるのは当該業者のみであるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2089
ジーイー横河メディカルシステ
ム㈱
鳥取県米子市新開５－３－２２

血管撮影装置保守料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 20,131,650 随意契約 当該装置の保守管理技術を有し、機器の故障等に部品
の供給ができるのは当該業者のみであるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2090
㈱日立キャピタル
東京都港区西新橋

体外式腎結石砕石装置
リース契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.9.1 34,479,900 随意契約 不落随意契約会計規則５３条１項による 見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2091
㈱アステム
熊本県熊本市八王寺町33番57
号

検査機器賃借料

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 2,954,700 随意契約 
試薬とのセットで当該賃借は行なわれている為、業者の
競争が不可能となる会計細則第５２条第６号に該当す
る。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2092
ティーメディクス㈱
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5

ES-VPP　一式

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 13,736,898 随意契約 当該業務を履行できる唯一の業者であることから、会計
細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2093
総合メディカル㈱
福岡県北九州市小倉北区浅野
2-14-1

褥瘡対策マット（ソフトコン
フォート他）109式

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 6,838,020 随意契約 
複数の同等品をサンプル使用し有効的なマットを選定し
た結果し、その代理店は当該業者以外ないこと、会計細
則第52条6号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2094
東北化学薬品（株）
宮城県黒川郡大和町吉岡東３
－７－１４

臨床検査機器賃借

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

19.2.1 88,232,700 随意契約 当該機器を賃貸する業者が１社であり、会計細則第52
条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）
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2095

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）
愛知県名古屋市名東区豊が丘
２６

マルチスライスCT保守

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 18,872,070 随意契約 
設置メーカーであり現在までの機器の状況、経緯等の
専門があり、修復作業等は他のメーカーでは対応でき
ないため、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2096
サクラ精機（株）
東京都練馬区氷川台３－１－
１０

中央材料室及び滅菌業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 91,232,190 随意契約 

当該業務は滅菌等に使用する器材持ち込みであり、契
約更新の都度競争するとなると器材の短期償却に繋が
り不利益な契約となる。また当業者は器材の製造元で
あり、その運用管理上十分な実績・信頼性を有してお
り、会計細則第52条第4号及び第6号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2097
（株）メフォス
横浜市西区高島２丁目６番３２
号　日産横浜ビル１６階

給食集配膳・洗浄業務

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 57,015,210 随意契約 

当該業務は器材持ち込みであり、契約更新の都度競争
するとなると器材の短期償却に繋がり不利益な契約とな
る。また患者給食に関わる業務であるので、その運用・
衛生管理上十分な実績・信頼性を必要とする。会計細
則第52条第4号及び第6号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2098
（株）メフォス
東京都千代田区五番町1番地

【患者用】食事提供業務委
託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 116,475,803 随意契約 
患者や関係者から評判が良く、当院のみならず全国的
な経験と実績・信頼性があり、会計細則第52条第13号
に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2099
（株）日立メディコ
愛知県名古屋市中区錦３－１
１－３３

X線透視撮影装置保守点
検料（日立Medites）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.11.1 1,304,100 随意契約 
当該機器の製造元であり、保守整備に関しても技術知
見を有する同社でなければ取扱困難なため、会計細則
第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2100
アイティーアイ㈱
熊本県八代市田中北町12-3

輸液ポンプ48台リース料

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.8.1 9,459,060 随意契約 契約条件を満たす業者は当該業者以外にないため、会
計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2101
日立キャピタル（株）
愛知県名古屋市中区栄３－１
５－３３

複写機賃借

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 1,247,000 随意契約 現行契約を解除しての新規契約であり会計細則第５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2102
（有）西脇布団店
愛知県名古屋市北区水草町１
－６８

カーテンリース

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 2,393,412 随意契約 
一部工事中の場所があり、カーテンの枚数が確定して
いず、競争入札するにあたって枚数が確定しないことか
ら会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2103
ｷﾝｸﾞﾗﾝ中国㈱
岡山県岡山市福浜町1-34

カーテンリース

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 17,640,000 随意契約 
当該業務は、カーテンの賃貸借はもとより、定期的・臨
時的な洗濯及び交換作業も含んでいるため、迅速に対
応可能なのは当該業者のみであることから、会計細則
第５２条第６号に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）
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2104

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）
愛知県名古屋市名東区豊が丘
２６

マルチスライスCT（64列）保
守料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

19. 2. 1 3,426,500 随意契約 
機器の製造メーカーであり、部品の有無、保守管理の
技術に精通している必要があるため、会計細則第５２条
第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2105
八尾日進堂㈱
熊本県熊本市本荘5丁目10番
26号

内視鏡洗浄装置賃借

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 828,000 随意契約 
内視鏡洗浄機の賃貸借契約であり、継続する必要があ
ることから、初期導入業者である㈱八尾日進堂以外に
は契約できないものであり、会計細則第５２条第６号に
該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2106
（株）テクノスズタ
長崎県佐世保市日野町７５５
番地

総合臨床検査システム賃
借

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.5.1 71,470,440 随意契約 業者が特定されており、他社では対応不可である。会計
細則５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2107
（株）理舎
広島県広島市中区舟入中町2-
14

パーソナルスペースシステ
ム８式賃貸借契約

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.5.1 15,664,320 随意契約 
本契約の履行にあたっては、品質管理要素を検討し、
契約履行に必要な技術、設備、品質保証能力等がある
当該会社を選択したことから、会計細則第５２条第６号
に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2108
（株）理舎
広島県広島市中区舟入中町2-
14

パーソナルスペースシステ
ム８式賃貸借契約

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.9.1 15,664,320 随意契約 
本契約の履行にあたっては、品質管理要素を検討し、
契約履行に必要な技術、設備、品質保証能力等がある
当該会社を選択したことから、会計細則第５２条第６号
に該当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2109
㈱エスア－ルエル
東京都立川市曙町2丁目41番
19号

検体検査業務委託単価契
約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 25,421,004 随意契約 
検査業務について評判が良く、技術・能力・実績とも豊
富であることから会計細則第52条第13号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2110
(株)ミックス
北海道札幌市手稲区星置南4
丁目43番8号

診療材料
スコッチキャストワン他7210
件

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.9.29 178,237,293 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2111
㈱日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町２-６-
２

診療材料
ワップ№202他791品目

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 104,944,211 随意契約 
調達コスト縮減の観点から施設単位でなく地域ブロック
単位による共同大量購入を行うことにより、安定的に供
給できる業者が存在しないため、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2112
富士ゼロックス㈱
静岡県静岡市葵区常磐町2丁
目13番1

複写機使用料金

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,804,432 随意契約 
当該業務は、その製品を熟知し、管理・メンテナンス技
術に精通している業者との契約であるため、会計細則
第５２条第６項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）
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2113
㈱金指商会
静岡県浜松市南区卸本町2000
番地の2

複写機使用料金

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,716,493 随意契約 
当該業務は、その製品を熟知し、管理・メンテナンス技
術に精通している業者との契約であるため、会計細則
第５２条第６項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2114
（株）カナデン中部支店
愛知県名古屋市中村区名駅南
1丁目19番1号

三菱社製放射線治療装置
ML-15MW　一式　保守点
検契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 1,890,000 随意契約 
患者の診断に関わる重要な機器であり、精度・信頼度
からメーカー系列の保守でないと重大な影響がある可
能性も考えられることから、会計細則第52条第6号に該
当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2115
小西医療器（株）
兵庫県神戸市中央区磯辺通3-
2-11-103

レクセルガンマナイフ保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 41,989,500 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2116
シーメンス旭メディテック（株）
大阪府吹田市垂水町3-35-36

磁気共鳴断層撮影装置（Ｍ
ＡＧＮＥＴＯＭシンフォニー）
保守

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 34,398,000 随意契約 
専門知識を要する器械の保守であり、当該業者が当該
業務を履行できる唯一の業者であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2117
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木3-1-1

電子複写機及びファクシミ
リ保守

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 6,883,467 随意契約 
当該業務は、賃借物品の保守業務であり、賃借物品の
操作方法等に習熟している必要があることから、製造元
である富士ゼロックス㈱以外には行うことができないも
のであり、会計細則第５２条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2118
㈱ミックス
北海道札幌市手稲区星置南4
丁目43番８号

医療材料物品管理業務

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.6.1 28,080,000 随意契約 
医療材料物品管理業務であり、当院の条件を満たす業
者は当該業者以外いないことから、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2119
（株）ビーエムエル
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

検体検査委託業務

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 30,606,440 随意契約 
業者の変更により、検査項目の基準値の院内調整に時
間を要した実績があり、値引率も有利であることから、
随意契約を締結した。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2120

住信・松下ファイナンシャル
サービス㈱
福岡県福岡市南区西長住1丁
目1番52号

複写機賃借

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 975,240 随意契約 
複写機の賃貸借契約であり、複数年契約でもあることか
ら継続する必要があるため会計細則第５２条第６号に該
当するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2121
㈱ミックス
熊本県八代市田中西町10-10

ＳＰＤシステム管理

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 10,080,000 随意契約 
当該業務は当初からシステム開発、稼動後の運用コン
サルティングに携わり当該業務に精通している㈱ミック
ス以外は行うことが出来ないものであり、会計細則５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）
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2122
（株）ミックス
北海道札幌市手稲区星置南４
－４３－８

ＳＰＤシステム管理

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 41,580,000 随意契約 
当該業務は当初からシステム開発、稼動後の運用コン
サルティングに携わり当該業務に精通している㈱ミック
ス以外は行うことが出来ないものであり、会計細則５２
条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2123
ティーメディクス㈱
東京都千代田区霞が関3丁目2
番5号

内視鏡レンタルシステム

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 14,631,288 随意契約 当レンタルシステムは当該業者以外にないため、会計
細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2124
富士通㈱
北海道釧路市末広町１３丁目
１－４

看護支援システムリース

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.10.1 73,017,000 随意契約 機器の保守契約で、当該業者以外不可。会計細則第52
条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2125
ＮＴＴコミュニケーションズ
東京都千代田区一ツ橋1-2-2
竹橋ビル9F

Ｗｅｂサーバー　Intel-based
Standard 1.5　１台他

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 1,931,580 随意契約 
ホームページ等サーバーのホスティングであり容量も確
保されていることから、会計細則第５２条第６号に該当
するため

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2126
(株)ミックス
北海道札幌市手稲区星置南4
丁目43番8号

ＳＰＤ管理料

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.9.29 22,680,000 随意契約 当管理料はＳＰＤ当該業者以外できないものであるた
め、会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2127
（株）ミックス
北海道札幌市手稲区星置南4
丁目43-8

在庫管理業務

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 18,900,000 随意契約 
当院医療材料の一括供給方式による物品購入における
契約業者であり、他の業者では不可能なため。会計細
則第52条第6号に該当。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2128
シダックスフードサービス(株)
東京都調布市調布ヶ丘3丁目6
番地3

患者給食業務委託

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.3 121,671,157 随意契約 
当業務は食材の仕入れ、調理等専門的知識及び豊富
な経験が必要であり、衛生管理体制・安全管理等が強く
要求されるなど、当該業者以外にいないため、会計細則
第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2129
㈱日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町２-６-
２

医療材料物品管理

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 30,240,000 随意契約 契約条件を満たす相手方が当該業者以外にいないた
め、会計細則第５２条第６号を適用

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2130
（株）ミックス
東京都文京区本郷5-24-3

ＳＰＤ業務委託契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 9,702,000 随意契約 
当該業務は、ＳＰＤシステムの開発、導入業者であり、
当該業務に習熟している業者以外の者に委託すると病
院運営に支障を生じる可能性が高いものであるため、
会計細則第52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）
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2131
（株）日本ホスピタルサービス
横浜市神奈川区羽沢町７－１
１

物品管理業務（ＳＰＤ）

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 23,725,800 随意契約 一括購入等の仕様を満たすことができるのが、当業者
のみである為。会計細則第52条第6号に該当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2132
（株）ミックス
東京都文京区本郷５丁目２４
－３

医療材料定数管理

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 7,560,000 随意契約 
当システムの一般競争落札業者であるため、そのシス
テムを運営できるのが一であるため（会計細則第５２条
第６号該当）。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2133
㈱大黒
和歌山県和歌山市手平3-8-43

院内物流システム

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 5,040,000 随意契約 機器の保守に特別な技術が必要、会計細則第５２条第
６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2134
（株）日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町2丁目6
番2号

ＳＰＤ業務

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 11,826,360 随意契約 
複数の労災病院との共同購入を計画しており、事業運
営上必要であるため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2135
（株）日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町2-6-2

医材の継続的な売買及び
寄託に関する医材物品管
理業務

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.4.1 12,121,200 随意契約 
本業務の契約により医療材料の管理業務の合理化、共
同購入と同等レベルの購入費用の低減が図れるため、
会計細則52条第6号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2136
㈱日本ホスピタルサービス
東京都千代田区内幸町

部品管理業務委託契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 10,080,000 随意契約 
平成１７年よりの３年契約（毎年契約更新）による１８年
度の単年度契約分のため。会計細則５２条第６号に該
当する。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2137
（株）日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町２丁目
６－２

ＳＰＤ業務

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 34,398,000 随意契約 
本部推奨によるスケールメリットを考慮した有利な契約
条件であるため。会計細則第５２条第６号に該当するた
め。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2138
（株）日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町2-6-2

医療用診療材料及び医療
消耗品の管理補充

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 10,155,600 随意契約 物品の納入業者であり物品に対する管理が信頼できる 見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2139
（株）日本ホスピタルサービス
東京都千代田区大手町2-6-2

一括供給方式物品管理業
務委託

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 13,431,600 随意契約 
当該業務は、医材の物品管理と共同購入、価格交渉を
組み合わせて提供する業務であり、同業者以外に提供
できる業者がいないため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）
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2140
㈱東洋アクアテック
神奈川県相模原市清新８丁目
９－１７

井水浄水化システムリース
料

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 4,321,800 随意契約 
井水を浄水化して上水として院内に供給するシステム
の賃借であり、当院の井水の水質や地域性、維持管理
内容から条件を満たす業者は当該業者以外にいないこ
とから、会計細則第52条第６号に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2141
日本電気（株）富山支店
富山県富山市牛島新町5-5

請求書･領収書及び帳票の
仕様変更に伴うｼｽﾃﾑﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑ改修業務

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.7.24 3,150,000 随意契約 
既存システムの変更業務であり、開発・導入及び保守を
行っている当該業者以外行うことができないため、第52
条第6項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2142
（株）石川コンピュータ・センター
石川県金沢市無量寺町ハ6番
地1号

健診結果表の追加に伴う
「ＰＣ健診システム」の改修
業務

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.7.19 1,084,125 随意契約 
既存システムの変更業務であり、開発・導入及び保守を
行っている当該業者以外行うことができないため、第52
条第6項に該当するため。

見直しの余地あり 競争入札に移行（複数年期間終了後）

2143
あずさ監査法人
東京都新宿区津久戸町１番２
号

会計監査人委託契約

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.10.6 36,000,000 随意契約 
当該業務は、独立行政法人通則法第４０条において主
務大臣が選任するとされており、会計細則第５２条第６
号に該当するため。

見直しの余地あり 企画競争に移行(平成２０年度）

2144
（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

薬品費
クエン酸ガリウム注ＮＭＰ37
ＭＢｇ　他24件

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 23,319,555 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2145
（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

薬品費
ウルトラテクネカウ他32件

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 45,612,105 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2146
（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

薬品費
ウルトラテクネカウ　他

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 44,045,715 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2147
（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

薬品費
アシアロシンチ注他　２３１
件

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 21,278,775 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2148
（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

薬品費
クエン酸ガリウム他

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 15,798,930 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2149
（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

薬品費
ウルトラテクネカウ（10ＭＢ
ｑ）

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 4,474,050 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2150
（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

薬品費
クエン酸ガリウムGa67
74MBq注射液他１３件

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 7,649,460 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2151
（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

薬品費
アドステロール他アイソトー
プ４９品目

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 29,816,010 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2152
（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

薬品費
ウルトラテクネカウ他８０件

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 21,582,855 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの
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2153
（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

薬品費
クエン酸ガリウム-Ｇａ６７注
射液　他９４件

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 61,574,520 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2154
（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

薬品費
テクネＭＤＰ注射液他６７件

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 17,946,180 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2155
（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

薬品費
ウルトラテクネカウ他116件

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 23,760,135 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2156
（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

薬品費
Tc-99m テクネMDP注射液
740MBq×1本　他28品目

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 20,042,400 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2157
（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

薬品費
医薬品購入契約（クエン酸
ガリウム等）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 25,514,790 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2158
（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

薬品費
クエン酸ガリウム他

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 17,543,295 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2159
（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

薬品費
クエン酸ガリウムＧａ67注射
液　他（単価契約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 70,594,725 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2160
（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

薬品費
ｳﾙﾄﾗﾃｸﾈｶｳ他54件

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 57,906,660 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2161
（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

薬品単価契約　放射性同
位元素

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 29,648,955 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2162
（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

薬品費
クエン酸ガリウム他４１件

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 21,704,550 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2163
（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

薬品費
Ｔｃ-99ｍカーディオライト注
射液第一　600ＭＢｑ　Ｘ1
１本他

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 15,338,085 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2164
（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

薬品費
放射性同位元素

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 17,957,835 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2165
（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

薬品費
クエン酸ガリウムＧａ－６７
他６２件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 29,708,805 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2166
（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

薬品費
ミオMIBG-1123 他31件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 16,478,175 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2167
（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

薬品費
クエン酸ガリウムーＧａ６７
注射液他契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 6,927,587 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

239/278



件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

2168
（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

薬品費
テクネMAAキット10バイア
ル他

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 8,545,950 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2169
（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

薬品費
クエン酸ガリウム－Ｇa６７
注射液他

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 27,015,030 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2170
（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

診療材料
クエン酸ガリウムG67注射
液　他14件

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 18,848,445 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2171
（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

医療消耗備品
FDG

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 22,990,800 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2172
（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

医療消耗備品
FDG

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 1,980,300 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2173
（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

放射線廃棄物処分料

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.10.18 2,290,050 随意契約 放射性同位元素は当該業者以外納入できないものであ
り、会計細則第52条第6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 1
法令の規定により、契約の相手方
が一に定められているもの

2174
押入れ産業（株）
東京都港区新橋6-16-10御成
門ＢＮビル9階

貸倉庫賃借

労働者健康福祉機構岡
山労災病院契約担当役
院長　大本　堯史
岡山県岡山市築港緑町
1-10-25

18.4.1 2,762,887 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2175
個人
熊本県八代市

患者用駐車場賃借

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 1,380,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2176
個人
熊本県八代市

患者用駐車場賃借

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 2,220,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2177
個人
熊本県八代市

患者用駐車場賃借

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 2,280,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2178
個人
熊本県八代市

患者用駐車場賃借

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 1,092,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）
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2179
（社）福岡県医師会
福岡県福岡市博多区博多駅南
２－９－３０－４Ｆ

事務所賃借

労働者健康福祉機構福
岡産業保健推進センター
契約担当役
所長　織田　進
福岡県福岡市博多区博
多駅南2-9-30

18.4.1 8,551,620 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2180
朝日不動産管理（株）
東京都新宿区和泉１－２２－１
９

事務所賃借

労働者健康福祉機構長
崎産業保健推進センター
契約担当役
所長　栄田　和行
長崎県長崎市出島町1-
14

18.4.1 10,057,620 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2181
(株)第一ビルディング
東京都中央区晴海1丁目8番10
号

事務所賃借

労働者健康福祉機構茨
城産業保健推進センター
契約担当役　所長　小林
敏郎
茨城県水戸市南町1－3
－35
水戸南町第一生命ビル
ディング4Ｆ

18.4.1 11,587,356 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2182
三菱地所ビルマネジメント（株）
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２－２－１

事務所賃借

労働者健康福祉機構神
奈川産業保健推進セン
ター契約担当役　所長
石渡　弘一
神奈川県横浜市神奈川
区鶴屋町3－29－1　第6
安田ビル3F

18.4.1 15,375,522 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2183
（財）群馬メディカルセンター
前橋市千代田町1-7-4

事務所賃借

労働者健康福祉機構群
馬産業保健推進センター
契約担当役　所長　鈴木
庄亮
群馬県前橋市千代田町1
－7－4
（財）群馬メディカルセン
タービル2Ｆ

18.4.1 9,480,240 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2184
大同生命㈱
大阪市西区江戸堀１－２－１

事務所賃借

労働者健康福祉機構宮
崎産業保健推進センター
契約担当役
所長　小岩屋　靖
宮崎県宮崎市広島1-18-
7

18.4.1 9,100,284 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2185
朝日生命保険相互会社
東京都千代田区大手町2丁目
6-1

事務所賃借

労働者健康福祉機構青
森産業保健推進センター
契約担当役　所長　佐々
木　義樓
青森県青森市古川2-20-
3
朝日生命青森ビル8Ｆ

18.3.29 10,738,800 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2186
住友生命保険相互会社
大阪市中央区城見1-4-35

事務所賃借

労働者健康福祉機構宮
城産業保健推進センター
契約担当役　所長　安田
恒人
宮城県仙台市青葉区中
央4－6－1
住友生命仙台中央ビル
12Ｆ

18.4.1 15,067,200 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2187
住友信託銀行㈱
東京都千代田区丸の内１－４
－４

事務所賃借

労働者健康福祉機構福
島産業保健推進センター
契約担当役　所長　小山
菊雄
福島県福島市栄町6－6
ユニックスビル9Ｆ

18.4.1 10,898,832 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）
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2188
日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内1-6-6
め

事務所賃借

労働者健康福祉機構栃
木産業保健推進センター
契約担当役　所長　松井
寿夫
栃木県宇都宮市本町4－
15
宇都宮ＮＩビル7Ｆ

18.4.1 8,585,640 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2189
三菱地所㈱
名古屋市中村区名駅3丁目28
番12号

事務所賃借

労働者健康福祉機構石
川産業保健推進センター
契約担当役　所長　佐藤
保
石川県金沢市広岡3－1
－1
金沢パークビル9Ｆ

18.4.1 13,466,424 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2190
明治安田生命保険相互会社
東京都新宿区西新宿１丁目9-
1

事務所賃借

労働者健康福祉機構福
井産業保健推進センター
契約担当役　所長　田中
猛夫
福井県福井市大手2－7
－15
明治安田生命福井ビル5
Ｆ

18.4.1 8,014,104 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2191
住友生命保険相互会社
大阪府大阪市中央区城見

事務所賃借

労働者健康福祉機構山
梨産業保健推進センター
契約担当役　所長　佐藤
章夫
山梨県甲府市丸の内3－
32－11
住友生命甲府丸の内ビ
ル4Ｆ

18.4.1 11,071,236 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2192
日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内

事務所賃借

労働者健康福祉機構長
野産業保健推進センター
契約担当役　所長　佐藤
晃
長野県長野市岡田町215
－1
日本生命長野ビル3Ｆ

18.4.1 10,862,208 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2193
大同生命保険㈱
大阪府大阪市西区江戸堀1-2-
1

事務所賃借

労働者健康福祉機構岐
阜産業保健推進センター
契約担当役　所長　岩田
弘敏
岐阜県岐阜市吉野町6－
16
大同生命・廣瀬ビル11Ｆ

18.4.1 8,550,984 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2194
大同生命保険㈱
東京都港区海岸１－２－３

事務所賃借

労働者健康福祉機構静
岡産業保健推進センター
契約担当役　所長　鎌田
隆
静岡県静岡市葵区黒金
町59－6
大同生命・静岡ビル6Ｆ

18.4.1 14,134,164 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2195
日本生命保険相互会社
大阪府大阪市中央区今橋3-5-
12

事務所賃借

労働者健康福祉機構兵
庫産業保健推進センター
契約担当役　所長　西村
亮一
兵庫県神戸市中央区東
川崎町1－1－3
神戸クリスタルタワー19Ｆ

18.4.1 19,639,740 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2196
日本生命保険相互会社
大阪市中央区今橋３丁目５－
１２

事務所賃借

労働者健康福祉機構和
歌山産業保健推進セン
ター契約担当役　所長
柏井　洋臣
和歌山県和歌山市八番
丁11
日本生命和歌山八番丁
ビル6Ｆ

18.4.1 9,435,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）
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2197
富国生命保険相互会社
東京都千代田区内幸町２-２-
２

事務所賃借

労働者健康福祉機構鳥
取産業保健推進センター
契約担当役　所長　長田
昭夫
鳥取県鳥取市扇町7
鳥取フコク生命駅前ビル
3Ｆ

18.4.1 9,577,104 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2198
日本生命保険相互会社
大阪府大阪市中央区今橋３－
５－１２

事務所賃借

労働者健康福祉機構岡
山産業保健推進センター
契約担当役
所長　石川　絋
岡山県岡山市下石井1-
1-3

18.4.1 12,578,064 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2199
日本生命相互会社
大阪市中央区今橋3-5-12

事務所賃借

労働者健康福祉機構広
島産業保健推進センター
契約担当役
所長　坪田　信孝
広島県広島市中区八丁
堀16-11

18.4.1 13,600,812 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2200
三井不動産販売（株）
東京都中央区日本橋室町

事務所賃借

労働者健康福祉機構愛
媛産業保健推進センター
契約担当役
所長　中矢　良一
愛媛県松山市千舟町4-
5-4

19.3.1 881,727 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2201
（株）第一ビルディング
東京都中央区晴海一丁目８番
１０号

事務所賃借

労働者健康福祉機構佐
賀産業保健推進センター
契約担当役
所長　凌　俊朗
佐賀県佐賀市駅南本町
6-4

18.4.1 8,960,040 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2202
みずほ信託銀行㈱
東京都中央区八重洲１－２－
１

事務所賃借

労働者健康福祉機構熊
本産業保健推進センター
契約担当役
所長　北野　邦俊
熊本県熊本市花畑町1-7

18.4.1 10,912,236 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2203
中央三井信託銀行（株）
東京都港区芝３丁目３３番１号

事務所賃借

労働者健康福祉機構大
分産業保健推進センター
契約担当役
所長　三角　順一
大分県大分市荷揚町3-1

18.4.1 8,641,704 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2204
・東京建物㈱札幌支店
札幌市北区北７条西１丁目２
番地６

事務所賃借

労働者健康福祉機構北
海道産業保健推進セン
ター契約担当役　所長
三宅　浩次
北海道札幌市北区北7条
西1-2-6
NSS・ニューステージ札
幌11Ｆ

18.4.1 13,773,276 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2205
日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１－６
－６

事務所賃借

労働者健康福祉機構秋
田産業保健推進センター
契約担当役　所長　齊藤
征司
秋田県秋田市中通2－3
－8
アトリオンビル8Ｆ

18.4.1 11,172,420 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

243/278



件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

2206
日本生命保険相互会社
大阪市中央区今橋３－５－１２

事務所賃借

労働者健康福祉機構山
形産業保健推進センター
契約担当役　所長　須藤
俊亮
山形県山形市十日町1－
3－29
山形殖銀日生ビル6Ｆ

18.4.1 9,349,824 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2207
(株)第一ビルディング
東京都中央区晴海1-8-10

事務所賃借

労働者健康福祉機構埼
玉産業保健推進センター
契約担当役　所長　和田
攻
埼玉県さいたま市浦和区
高砂2－2－3
さいたま浦和ビルディン
グ2Ｆ

18.4.1 15,398,580 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2208
㈱千葉ポートスクエアマネジメ
ント
千葉市中央区問屋町１－３５

事務所賃借

労働者健康福祉機構千
葉産業保健推進センター
契約担当役　所長　能川
浩二
千葉県千葉市中央区問
屋町1－35
千葉ポートサイドタワー
13Ｆ

18.4.1 13,976,100 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2209
（株）安田ビル
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋
町２－２０－３

事務所賃借

労働者健康福祉機構神
奈川産業保健推進セン
ター契約担当役　所長
石渡　弘一
神奈川県横浜市神奈川
区鶴屋町3－29－1　第6
安田ビル3F

18.10.18 5,721,384 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2210
朝日生命保険相互会社
東京都千代田区大手町二丁目
６番１号

事務所賃借

労働者健康福祉機構新
潟産業保健推進センター
契約担当役　所長　興梠
健郎
新潟県新潟市中央区礎
町通二ノ町2077朝日生
命新潟万代橋ビル6Ｆ

18.4.1 10,812,912 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2211
㈱マイシティ
富山県富山市牛島新町５番５
号

事務所賃借

労働者健康福祉機構富
山産業保健推進センター
契約担当役　所長　加須
屋　實
富山県富山市牛島新町5
－5
インテックビル9Ｆ

18.4.1 13,776,636 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2212

株式会社日建設計，住友生命
保険相互会社
［代理人］
株式会社スミセイビルマネージ
メント
東京都中央区八丁堀四丁目5
番4号

事務所賃借

労働者健康福祉機構愛
知産業保健推進センター
契約担当役　所長　武井
善明
愛知県名古屋市中区栄
4-15-32日建・住生ビル7
Ｆ

18.4.3 17,192,316 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2213
（社）三重県医師会
三重県津市桜橋二丁目191番
４

事務所賃借

労働者健康福祉機構三
重産業保健推進センター
契約担当役　所長　和田
文明
三重県津市桜橋2－191
－4
三重県医師会ビル5Ｆ

18.4.1 9,606,864 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2214
日本生命保険相互会社
大阪市中央区今橋３－５－１２

事務所賃借

労働者健康福祉機構滋
賀産業保健推進センター
契約担当役　所長　杉本
寛治
滋賀県大津市浜大津1－
2－22
大津商中日生ビル8Ｆ

18.4.1 8,773,500 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）
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2215
（株）アーバネックス
大阪府大阪市東成区中道一丁
目４－２

事務所賃借

労働者健康福祉機構京
都産業保健推進センター
契約担当役　所長　森
洋一
京都府京都市中京区
車屋御池下ル梅屋町361
－1
アーバネックス御池ビル

18.4.1 15,618,456 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2216

中央三井信託銀行（株）
東京都港区芝3丁目33番1号
日本ﾋﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ投資法人
東京都中央区八重洲2丁目7番
2号

事務所賃借

労働者健康福祉機構大
阪産業保健推進センター
契約担当役　所長　酒井
國男
大阪府大阪市中央区本
町2－1－6
堺筋本町センタービル9Ｆ

18.4.1 21,474,432 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2217
㈱第一ビルディング
東京都中央区晴海１－８－１０

事務所賃借

労働者健康福祉機構島
根産業保健推進センター
契約担当役
所長　中島　雪夫
島根県松江市殿町111

18.4.1 8,108,640 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2218
山口建設㈱
山口県山口市旭通り2-9-19

事務所賃借

労働者健康福祉機構山
口産業保健推進センター
契約担当役
所長　赤川　悦夫
山口県山口市旭通り2-
9-19

18.4.1 6,274,800 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2219
三井住友海上火災保険（株）
東京都中央区新川２‐２７‐２

事務所賃借

労働者健康福祉機構香
川産業保健推進センター
契約担当役
所長　竹林　治朗
香川県高松市古新町2-3

18.4.1 7,380,888 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2220
日本生命保険相互会社
大阪府大阪市中央区今橋３丁
目１２号

事務所賃借

労働者健康福祉機構高
知産業保健推進センター
契約担当役
所長　大原　啓志
高知県高知市本町4-2-
40

18.4.1 9,703,632 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2221

鹿児島商工会議所
鹿児島県鹿児島市１－３８
日本生命保険相互会社
大阪府大阪市中央区今橋３－
５－１２

事務所賃借

労働者健康福祉機構鹿
児島産業保健推進セン
ター契約担当役
所長　川元　孝久
鹿児島県鹿児島市東千
石町1-38

18.4.1 1,034,144 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2222
明治製菓（株）
第一生命保険相互会社
住友信託銀行（株）

事務所賃借

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 357,992,628 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2223
（株）沖縄産業振興センター
沖縄県那覇市字小禄１８３１－
１

事務所賃借

労働者健康福祉機構沖
縄産業保健推進センター
契約担当役
所長　比嘉　国郎
沖縄県那覇市小禄1831-
1

18.4.1 8,607,060 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）
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2224
個人
宮崎県宮崎市原町

宿舎賃借

労働者健康福祉機構宮
崎産業保健推進センター
契約担当役
所長　小岩屋　靖
宮崎県宮崎市広島1-18-
7

18.4.1 1,008,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2225
個人
熊本県八代市

宿舎賃借

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 1,332,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2226
（個人）
　青森県青森市

宿舎賃借

労働者健康福祉機構青
森産業保健推進センター
契約担当役　所長　佐々
木　義樓
青森県青森市古川2-20-
3
朝日生命青森ビル8Ｆ

18.3.15 900,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2227
個人
福井県福井市

宿舎賃借

労働者健康福祉機構福
井産業保健推進センター
契約担当役　所長　田中
猛夫
福井県福井市大手2－7
－15
明治安田生命福井ビル5
Ｆ

18.4.1 960,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2228
（個人）
山梨県甲府市

宿舎賃借

労働者健康福祉機構山
梨産業保健推進センター
契約担当役　所長　佐藤
章夫
山梨県甲府市丸の内3－
32－11
住友生命甲府丸の内ビ
ル4Ｆ

18.4.1 876,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2229
個人
静岡県静岡市葵区新伝馬３－
２－２１

宿舎賃借

労働者健康福祉機構静
岡産業保健推進センター
契約担当役　所長　鎌田
隆
静岡県静岡市葵区黒金
町59－6
大同生命・静岡ビル6Ｆ

18.4.1 828,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2230
㈱マルヤマ
奈良県奈良市小川町

宿舎賃借

労働者健康福祉機構奈
良産業保健推進センター
契約担当役　所長　有山
雄貴
奈良県奈良市大宮町1－
1－15
ニッセイ奈良駅前ビル3Ｆ

18.4.1 1,116,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2231
(株）和光興産
岩国市麻里布町3-16-22

宿舎賃借

労働者健康福祉機構広
島産業保健推進センター
契約担当役
所長　坪田　信孝
広島県広島市中区八丁
堀16-11

18.4.1 1,056,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2232
東住ハウジング（株）
宮城県仙台市太白区大野田字
袋前５１－３

宿舎賃借

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,700,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）
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2233
個人
宮城県仙台市

宿舎賃借

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,890,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2234
菊水商事（株）
宮城県仙台市青葉区堤町３－
１－６１

宿舎賃借

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,142,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2235
岩谷財商（株）
宮城県仙台市青葉区八幡１－
４－２３

宿舎賃借

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 900,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2236
（有）ときわ不動産
宮城県仙台市青葉区台原４－
１－１０

宿舎賃借

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,035,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2237
（有）エバーグリーン
宮城県仙台市青葉区広瀬町５
－８

宿舎賃借

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,135,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2238
個人
神奈川県横浜市神奈川区菅田
町

宿舎賃借

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 161,452,246 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2239
（有）土志田ビル
神奈川県横浜市港北区鳥山町
１２６番地

宿舎賃借

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 145,645,425 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2240
（株）レオパレス２１
大阪府大阪市北区浪花町14-
22

宿舎賃借

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 17,492,232 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2241
大東建託㈱
東京都港区南2-16-1

宿舎賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 835,990 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）
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2242
(有)大英不動産
香川県丸亀市土居町2-19-20

宿舎賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,080,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2243
(有)大英不動産
香川県丸亀市土居町2-19-20

宿舎賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 960,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2244
(有)大英不動産
香川県丸亀市土居町2-19-20

宿舎賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,040,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2245
(有)大英不動産
香川県丸亀市土居町2-19-20

宿舎賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,020,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2246
(有)大英不動産
香川県丸亀市土居町2-19-20

宿舎賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 845,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2247
(有)大英不動産
香川県丸亀市土居町2-19-20

宿舎賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 996,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2248
（有）アサヒ土地建物
長崎県佐世保市城山町１番２
３号

宿舎賃借

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 1,056,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2249
個人
神奈川県横浜市神奈川区菅田
町

宿舎賃借

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 5,668,275 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2250
個人
神奈川県横浜市港北区小机町

宿舎賃借

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 1,484,400 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）
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2251
神奈川中央住宅
神奈川県横浜市都築区荏田南
2-10-16

宿舎賃借

労働者健康福祉機構海
外勤務健康管理センター
契約担当役　所長　濱田
篤郎
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.3 1,920,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2252
（有）サタケ工業
秋田県秋田市外旭川前家地５
１－５

宿舎賃借

労働者健康福祉機構秋
田産業保健推進センター
契約担当役　所長　齊藤
征司
秋田県秋田市中通2－3
－8
アトリオンビル8Ｆ

18.4.1 1,596,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2253
個人
山形市

宿舎賃借

労働者健康福祉機構山
形産業保健推進センター
契約担当役　所長　須藤
俊亮
山形県山形市十日町1－
3－29
山形殖銀日生ビル6Ｆ

18.4.1 1,032,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2254
大和リビング(株) 北関東支店
川口市本町4-1-8

宿舎賃借

労働者健康福祉機構埼
玉産業保健推進センター
契約担当役　所長　和田
攻
埼玉県さいたま市浦和区
高砂2－2－3
さいたま浦和ビルディン
グ2Ｆ

18.4.1 804,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2255

㈱ハウスメイトパートナーズ千
葉南支店
千葉市緑区おゆみ野中央４－
３２－４２Ｆ

宿舎賃借

労働者健康福祉機構千
葉産業保健推進センター
契約担当役　所長　能川
浩二
千葉県千葉市中央区問
屋町1－35
千葉ポートサイドタワー
13Ｆ

18.4.1 1,992,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2256
（個　　人）
神奈川県横浜市神奈川区菅田
町

宿舎賃借

労働者健康福祉機構神
奈川産業保健推進セン
ター契約担当役　所長
石渡　弘一
神奈川県横浜市神奈川
区鶴屋町3－29－1　第6
安田ビル3F

18.4.1 1,437,648 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2257
富士興産株式会社
新潟市西区青山１丁目６番２４
号

宿舎賃借

労働者健康福祉機構新
潟産業保健推進センター
契約担当役　所長　興梠
健郎
新潟県新潟市中央区礎
町通二ノ町2077朝日生
命新潟万代橋ビル6Ｆ

18.4.1 1,530,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2258
個人
三重県津市桜橋２丁目

宿舎賃借

労働者健康福祉機構三
重産業保健推進センター
契約担当役　所長　和田
文明
三重県津市桜橋2－191
－4
三重県医師会ビル5Ｆ

18.4.1 804,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2259
（個人）
滋賀県草津市

宿舎賃借

労働者健康福祉機構滋
賀産業保健推進センター
契約担当役　所長　杉本
寛治
滋賀県大津市浜大津1－
2－22
大津商中日生ビル8Ｆ

18.4.1 864,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）
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2260
（個人）
京都府京都市左京区岩倉花園
町４０９

宿舎賃借

労働者健康福祉機構京
都産業保健推進センター
契約担当役　所長　森
洋一
京都府京都市中京区
車屋御池下ル梅屋町361
－1
アーバネックス御池ビル

18.4.1 1,320,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2261
（個人）
島根県松江市

宿舎賃借

労働者健康福祉機構島
根産業保健推進センター
契約担当役
所長　中島　雪夫
島根県松江市殿町111

18.4.1 924,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2262
青山興産
徳島市秋田町４丁目２７番地

宿舎賃借

労働者健康福祉機構徳
島産業保健推進センター
契約担当役
所長　中川　利一
徳島県徳島市幸町3-61

18.4.1 1,440,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2263
（個人）
宮崎県都城市

宿舎賃借

労働者健康福祉機構鹿
児島産業保健推進セン
ター契約担当役
所長　川元　孝久
鹿児島県鹿児島市東千
石町1-38

18.4.1 1,200,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2264
個人
横浜市神奈川区

宿舎賃借

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 29,020,922 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2265
個人
東京都大田区

宿舎賃借

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 26,289,720 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2266
（株）千歳屋商店
広島市中区幟町11-4

宿舎賃借

労働者健康福祉機構広
島産業保健推進センター
契約担当役
所長　坪田　信孝
広島県広島市中区八丁
堀16-11

18.4.1 1,200,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2267
個人
香川県丸亀市

職員用駐車場　賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 2,892,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2268
個人
香川県丸亀市

職員用駐車場　賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 3,030,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）
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2269
個人
香川県丸亀市

職員用駐車場　賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 840,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2270
個人
香川県丸亀市

職員用駐車場賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 2,340,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2271
個人
香川県丸亀市

職員用駐車場賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,716,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2272
個人
神奈川県横浜市神奈川区菅田
町

駐車場賃借

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 11,520,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2273
明治製菓（株）
第一生命保険相互会社
住友信託銀行（株）

駐車場賃借

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 2,100,000 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2274
日本通運（株）
兵庫県尼崎市潮江5-7-28

書類保管庫賃借契約

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 3,102,127 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2275
（株）メディオス
東京都港区芝大門2-12-3芝柳
生ビル５階

診療録等院外倉庫保管管
理

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 27,733,075 随意契約 
賃貸借契約であり、契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため、会計細則第５２条第６号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2276
（株）オール商会
川崎市幸区堀川町580ｿﾘｯﾄﾞｽｸ
ｴｱ東館4階

事務所清掃業務

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 11,277,000 随意契約 事務所賃貸借契約に関わるビル管理会社との契約であ
り、会計細規第５２条の6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2277

㈱カワサキライフコーポレー
ション
兵庫県神戸市中央区東川崎町
1-1-3

事務所清掃業務

労働者健康福祉機構兵
庫産業保健推進センター
契約担当役　所長　西村
亮一
兵庫県神戸市中央区東
川崎町1－1－3
神戸クリスタルタワー19Ｆ

18.4.1 1,359,330 随意契約 事務所賃貸借契約に関わるビル管理会社との契約であ
り、会計細規第５２条の6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）
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2278

（株）ｴｽ･ｼﾞﾛｪｲ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ﾏﾈｰ
ｼﾞﾒﾝﾄ
東京都中央区京橋３丁目７番
８号

事務所清掃業務

労働者健康福祉機構大
阪産業保健推進センター
契約担当役　所長　酒井
國男
大阪府大阪市中央区本
町2－1－6
堺筋本町センタービル9Ｆ

18.4.1 1,475,460 随意契約 事務所賃貸借契約に関わるビル管理会社との契約であ
り、会計細規第５２条の6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2279
(株)第一ビルディング
東京都中央区晴海1丁目8番10
号

空調電気料水道料

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 14,152,523 随意契約 事務所賃貸借契約に関わるビル管理会社との契約であ
り、会計細規第５２条の6号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であることから場所
が限定され、供給者が一に特定さ
れる賃貸借契約（当該契約に付随
する契約を含む）

2280
東京都水道局
東京都大田区大森本町１－７
－１０

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 47,269,582 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2281
横浜市水道局
神奈川県横浜市中区港町一丁
目１番

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 59,787,808 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2282
横浜市環境創造局
神奈川県横浜市中区真砂町２
－２２

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 74,313,360 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2283
釧路市上下水道部
北海道釧路市南大通２丁目１
番１２１号

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.1 51,037,164 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2284
美唄市役所
北海道美唄市西1条南1丁目1-
1

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 16,813,766 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2285
美唄市役所
北海道美唄市西1条南1丁目1-
1

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 9,147,709 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2286
仙台市
宮城県仙台市泉区泉中央２－
１－１

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 19,289,425 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）
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2287
仙台市
宮城県仙台市青葉区国分町３
－７－１

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 38,818,621 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2288
いわき市
福島県いわき市平字童子町2-
5

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 46,658,449 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2289
茨城県神栖市
茨城県神栖市溝口4991-5

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 7,453,349 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2290
川崎市水道局
川崎市川崎区宮本町１番地

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 46,650,900 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2291
川崎市水道局
川崎市川崎区宮本町１番地

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 42,122,856 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2292
浜松市水道部
静岡県浜松市中区住吉5丁目
13-1

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 9,808,069 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2293
名古屋市上下水道局
愛知県名古屋市中区三の丸３
－１－１

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 73,224,474 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2294
新居浜市水道局
新居浜市一ノ宮1-5-1

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 24,432,972 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2295
燕市企業局
新潟県燕市吉田日之出町１－
２

上下水道等使用料

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 8,995,997 随意契約 法令等で契約先が特定されているため、会計細則第５２
条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）
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2296
東京ガス（株）
神奈川県横浜市中区羽衣町１
－２－１

ガス料

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 80,152,223 随意契約 
ボイラー設備運転等、施設運営のためのガスの購入契
約であり、契約の相手方が１社に限られているため、会
計細則第５２条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2297
仙台市
宮城県仙台市宮城野区幸町５
－１３－１

ガス料

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 49,250,019 随意契約 
ボイラー設備運転等、施設運営のためのガスの購入契
約であり、契約の相手方が１社に限られているため、会
計細則第５２条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2298
東京ガス（株）
横浜市中区羽衣町１－２－１

ガス料

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 93,721,227 随意契約 
ボイラー設備運転等、施設運営のためのガスの購入契
約であり、契約の相手方が１社に限られているため、会
計細則第５２条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2299
東邦瓦斯（株）
愛知県名古屋市中村区太閤通
５－３９

ガス料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 81,301,888 随意契約 
ボイラー設備運転等、施設運営のためのガスの購入契
約であり、契約の相手方が１社に限られているため、会
計細則第５２条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2300
白根ガス（株）
新潟県燕市水道町４丁目２番
１号

ガス料

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.11.1 30,182,874 随意契約 
ボイラー設備運転等、施設運営のためのガスの購入契
約であり、契約の相手方が１社に限られているため、会
計細則第５２条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2301
東京電力（株）
東京都品川区西五反田５－３
－１

ガス料

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 74,182,727 随意契約 
ボイラー設備運転等、施設運営のためのガスの購入契
約であり、契約の相手方が１社に限られているため、会
計細則第５２条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2302
美唄ガス（株）
北海道美唄市大通東1条南3丁
目1-31

ガス料

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 2,459,588 随意契約 
ボイラー設備運転等、施設運営のためのガスの購入契
約であり、契約の相手方が１社に限られているため、会
計細則第５２条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2303
東部液化石油㈱
茨城県神栖市平泉東二丁目11
番地９

ガス料

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 1,734,557 随意契約 
ボイラー設備運転等、施設運営のためのガスの購入契
約であり、契約の相手方が１社に限られているため、会
計細則第５２条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2304
中部ガス㈱
静岡県浜松市東区西塚町200
番地

ガス料

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 4,603,088 随意契約 
ボイラー設備運転等、施設運営のためのガスの購入契
約であり、契約の相手方が１社に限られているため、会
計細則第５２条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）
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2305
東京ガス（株）
東京都新宿区西新宿３－７－
３０

ガス料

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 48,563,234 随意契約 
ボイラー設備運転等、施設運営のためのガスの購入契
約であり、契約の相手方が１社に限られているため、会
計細則第５２条６項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2306
北海道電力㈱
北海道釧路市幸町８丁目１番
地

電気料

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.1 87,270,419 随意契約 
病院施設の運営上、緊急災害時においても安定した電
力供給が補償される業者との契約が必須であり、当該
業者以外に条件を満たすことが出来る業者がいないた
め会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2307
北海道電力（株）
北海道札幌市中央区大通東1
丁目2番地

電気料

労働者健康福祉機構美
唄労災病院契約担当役
院長　金田　清志
美唄市東４条南１丁目３
番１号

18.4.1 37,491,731 随意契約 
病院施設の運営上、緊急災害時においても安定した電
力供給が補償される業者との契約が必須であり、当該
業者以外に条件を満たすことが出来る業者がいないた
め会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2308
（株）東北電力
宮城県仙台市青葉区中央４－
１－６

電気料

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 88,254,151 随意契約 
病院施設の運営上、緊急災害時においても安定した電
力供給が補償される業者との契約が必須であり、当該
業者以外に条件を満たすことが出来る業者がいないた
め会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2309
東北電力㈱　大館営業所
秋田県大館市字長倉１２６

電気料

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 44,405,414 随意契約 
病院施設の運営上、緊急災害時においても安定した電
力供給が補償される業者との契約が必須であり、当該
業者以外に条件を満たすことが出来る業者がいないた
め会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2310
東北電力（株）
福島県いわき市平作町1-5-1

電気料

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 79,307,250 随意契約 
病院施設の運営上、緊急災害時においても安定した電
力供給が補償される業者との契約が必須であり、当該
業者以外に条件を満たすことが出来る業者がいないた
め会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2311
東京電力㈱
茨城県竜ヶ崎市寺後3626-1

電気料

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 48,175,095 随意契約 
病院施設の運営上、緊急災害時においても安定した電
力供給が補償される業者との契約が必須であり、当該
業者以外に条件を満たすことが出来る業者がいないた
め会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2312
東京電力（株）
川崎市幸区柳町２６

電気料

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 80,712,449 随意契約 
病院施設の運営上、緊急災害時においても安定した電
力供給が補償される業者との契約が必須であり、当該
業者以外に条件を満たすことが出来る業者がいないた
め会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2313
北陸電力（株）魚津支社
富山県魚津市新金屋1丁目12
番12号

電気料

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 39,056,358 随意契約 
病院施設の運営上、緊急災害時においても安定した電
力供給が補償される業者との契約が必須であり、当該
業者以外に条件を満たすことが出来る業者がいないた
め会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）
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2314
中部電力㈱
静岡県浜松市中区鴨江町22-1

電気料

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 54,750,130 随意契約 
病院施設の運営上、緊急災害時においても安定した電
力供給が補償される業者との契約が必須であり、当該
業者以外に条件を満たすことが出来る業者がいないた
め会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2315
中部電力（株）
愛知県名古屋市港区当知３－
２６０１

電気料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 111,924,492 随意契約 
病院施設の運営上、緊急災害時においても安定した電
力供給が補償される業者との契約が必須であり、当該
業者以外に条件を満たすことが出来る業者がいないた
め会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2316
（株）四国電力
愛媛県新居浜市菊本町9-32

電気料

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 70,885,511 随意契約 
病院施設の運営上、緊急災害時においても安定した電
力供給が補償される業者との契約が必須であり、当該
業者以外に条件を満たすことが出来る業者がいないた
め会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2317
九州電力㈱
熊本県八代市塩屋町4番38号

電気料

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 69,530,314 随意契約 
病院施設の運営上、緊急災害時においても安定した電
力供給が補償される業者との契約が必須であり、当該
業者以外に条件を満たすことが出来る業者がいないた
め会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2318
東北電力（株）
新潟県三条市旭町一丁目１１
番２号

電気料

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 50,293,853 随意契約 
病院施設の運営上、緊急災害時においても安定した電
力供給が補償される業者との契約が必須であり、当該
業者以外に条件を満たすことが出来る業者がいないた
め会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

電気、ガス若しくは水又は電話に係
る役務について、供給又は提供を受
けるもの（提供を行うことが可能な
業者が一の場合に限る）

2319
神陵文庫
大阪市中央区上町1丁目1-2-
21

外国雑誌延べ105点

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.5.31 9,286,819 随意契約 
少額な書籍を必要の都度購入する契約であり、コスト縮
減等の観点から分割して購入することが不利であるた
め、会計細則第５２条第２項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 10
再販売価格が維持されている場合
及び供給元が一の場合における出
版元等からの書籍の購入

2320
(株)神陵文庫
福岡県福岡市博多区千代4丁
目29-29

書籍BLOOD 他35件

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 3,575,866 随意契約 
少額な書籍を必要の都度購入する契約であり、コスト縮
減等の観点から分割して購入することが不利であるた
め、会計細則第５２条第２項に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 10
再販売価格が維持されている場合
及び供給元が一の場合における出
版元等からの書籍の購入

2321
(株)労働新聞社
東京都板橋区仲町29-9

定期刊行物「労経ファイル」

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 4,410,000 随意契約 
出版元から大量の部数を購入する必要があることから、
当該業者以外は行うことが出来ないものであり、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 10
再販売価格が維持されている場合
及び供給元が一の場合における出
版元等からの書籍の購入

2322
(株)保険六法新聞社
東京都豊島区東池袋1-47-3
17山京ビル

定期刊行物「週間行政施
策」

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 2,196,180 随意契約 
出版元から大量の部数を購入する必要があることから、
当該業者以外は行うことが出来ないものであり、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 10
再販売価格が維持されている場合
及び供給元が一の場合における出
版元等からの書籍の購入
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2323
(株)労働調査会
東京都豊島区北大塚2-4-5

定期刊行物「労働基準広
報」

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 1,860,300 随意契約 
出版元から大量の部数を購入する必要があることから、
当該業者以外は行うことが出来ないものであり、会計細
則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 10
再販売価格が維持されている場合
及び供給元が一の場合における出
版元等からの書籍の購入

2324
（株）アイエ書店
宮城県仙台市青葉区支倉町４
－３１

書籍「看護研究」他

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,983,836 随意契約 
再販売価格が維持されている書籍の購入であり、競争
が成立しないため、会計細則台５２条第６号に該当する
ため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 10
再販売価格が維持されている場合
及び供給元が一の場合における出
版元等からの書籍の購入

2325
テスコ（株）
福島県郡山市西ノ内1-3-24

診療材料
ペースメーカー他15件

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 100,640,463 随意契約 
ペースメーカーの購入であり患者の状態に合わせて形
式が決まることから一般競争入札に付する時間の猶予
が無く会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2326
フクダ電子中部販売（株）
名古屋市東区筒井町4-39 松
永ビル

診療材料
ペースメーカー購入

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 4,315,479 随意契約 
ペースメーカーの購入であり患者の状態に合わせて形
式が決まることから一般競争入札に付する時間の猶予
が無く会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2327
（株）メドテクニカ
名古屋市北区西味鋺5丁目902
番地

診療材料
ペースメーカー購入

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 85,226,515 随意契約 
ペースメーカーの購入であり患者の状態に合わせて形
式が決まることから一般競争入札に付する時間の猶予
が無く会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2328
㈱メドケア
大阪市中央区安土町3丁目4-
14

診療材料
ペースメーカー　他（単価契
約）

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 67,087,710 随意契約 
ペースメーカーの購入であり患者の状態に合わせて形
式が決まることから一般競争入札に付する時間の猶予
が無く会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2329
シーメンス旭メディテック（株）
東京都品川区五反田３－２０
－１４

一般デジタル撮影装置修
理

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.6.29 3,748,500 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2330
シーメンス旭メディテック（株）
東京都品川区五反田３－２０
－１４

全身用ＣＴ撮影装置修理

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.6.27 8,599,500 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2331
㈱キシヤ
福岡県北九州市八幡西区馬場
山緑5-20

ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞﾌｧｲﾊﾞｰｼｽﾃﾑ
FT203修理

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.12.5 2,656,500 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合
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2332
東芝メディカルシステムズ（株）
東京都中央区京橋１－１９－８

透視用デジタル撮影装置
修理

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.7.31 2,058,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2333
三菱重工空調システム（株）
愛知県昭和区鶴羽町２－２

厨房棟冷凍庫修理一式

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.6.2 1,155,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2334
（株）大気社中部支店
愛知県名古屋市中区錦２－２
－１３

機械棟貯湯槽廻り蒸気２方
弁漏れ修理一式

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.12.1 1,228,500 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2335
（株）大気社中部支店
愛知県名古屋市中区錦２－２
－１３

冷却塔２基修理一式

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.12.1 1,260,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2336
島津メディカルシステムズ㈱
福岡県北九州市小倉北区若富
士町2-1

核医学装置PRISM-2000修
理

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

19.2.28 2,625,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2337
ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ㈱
福岡県北九州市小倉南区徳力
新町1-13-31

血管Ｘ線撮影装置修理

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.8.3 9,975,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2338
東芝メディカルシステムズ㈱
横浜市西区みなとみらい２－３
－５　クイーンズタワーＣ１４階

X線テレビ装置修理代

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.9.29 2,100,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2339
東芝メディカルシステムズ㈱
横浜市西区みなとみらい２－３
－５　クイーンズタワーＣ１４階

核医学診断装置修理

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.9.29 1,953,035 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2340
シーメンス旭メディテック（株）
東京都品川区五反田３－２０
－１４

全身用ＣＴ撮影装置管球交
換

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 7,203,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合
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2341

フクダ電子北東北販売（株）八
戸営業所
青森県八戸市新井田字西平１
－６７

長時間心電図記録解析装
置ＤＭＷ－７０００Ｈ修理　１
式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.6.15 2,940,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2342

青森三菱電機機器販売（株）八
戸支店
青森県八戸市卸センター２丁
目７－２８

医療用ライナック寿命部品
交換修理　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.6.8 1,438,500 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2343

青森三菱電機機器販売（株）八
戸支店
青森県八戸市卸センター２丁
目７－２８

ライナック寿命部品交換修
理　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.10.2 5,418,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2344
（株）シバタ医理科八戸営業所
青森県八戸市白銀３丁目８－
１

カリガン逆浸透水処理装置
及び軟水装置修理　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.5.19 2,349,900 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2345
（株）シバタ医理科八戸営業所
青森県八戸市白銀３丁目８－
１

超音波診断装置セコイア５
１２修理　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.6.29 3,559,500 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2346
シーメンス旭メディテック（株）
宮城県仙台市太白区富沢南２
－８－９

血管撮影装置修理一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.11.7 3,730,650 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2347
ケイエスオリンパス（株）
宮城県仙台市泉区泉中央１－
３－１４泉エクセルビル３F

超音波ガストロビデオス
コープ修理一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.10.28 1,627,500 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2348

ＶａｒｉａｎＭＥメディカルシステム
ズ（株）
東京都中央区日本橋富沢町１
０－１６

放射線治療サイラトロン交
換修理一式

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 4,368,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2349
サンセイ医機（株）
東京都千代田区神田紺屋町
13-1

低温プラズマ滅菌装置修理

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

19.2.9 1,155,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合
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2350
（株）日東
福島県いわき市平字五色町6-
2

全自動炭酸ガス気腹装置
修理

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.6.23 1,483,650 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2351
（株）ジオット
福島県いわき市内郷御厩町3-
30-1

薬袋発行システム修理

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

19.3.5 1,517,250 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2352
東芝メディカルシステムズ（株）
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２丁目３番５号

Ｘ線ＣＴ装置（Ａｑｕｉｌｉｏｎ８）
主検出器交換修理

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

19.1.9 4,271,400 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2353
協和医科器械㈱
静岡県浜松市東区笹ヶ瀬町
400

ＭＣメディカル泌尿器科ＴＶ
システム一式　テレスコー
プロック破損部修理

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.9.19 1,270,920 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2354
東芝メディカル（株）
愛知県名古屋市中村区名駅１
－４－１２

マグネトロン菅交換　ＭＧ
5439（医用リニアック装置）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.12.20 7,350,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2355
東芝メディカル（株）
愛知県名古屋市中村区名駅１
－４－１２

東芝リニアック装置修理

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

19. 2. 9 1,139,250 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2356

ジーイー横河メディカルシステ
ム（株）
愛知県名古屋市名東区豊が丘
２６

X線血管撮影装置修理

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

19. 3. 1 2,973,600 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2357
㈱バンドウメディカル
大阪府富田林市高辺台2丁目
31-18

眼科レーザー手術装置修
理

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.8.1 1,369,200 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2358
㈱バンドウメディカル
大阪府富田林市高辺台2丁目
31-18

眼科レーザー手術装置修
理

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

19.3.1 1,369,200 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合
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2359

㈱バリアンＭＥメディカルシステ
ムズ
大阪市淀川区西中島1丁目11-
16

医療用ライナック装置　クラ
イストロン他1点取替

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

19.3.1 12,000,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2360
宮野医療器㈱
堺市西区山田2丁27-2

結石破砕装置用ショック
ウェーブコイル取替修繕

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.12.1 2,728,950 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2361
三菱電機ビルテクノサービス㈱
大阪府堺市戎島町3丁22番1

手術棟チラーユニット(第3
号機）オーバーホール

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.5.2 1,116,150 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2362
日本シュータ㈱
大阪市北区天神橋1-14-8

気送管設備機器更新

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.10.2 2,835,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2363
東テク㈱
大阪市中央区北浜3丁目7-12

M棟中央監視盤更新

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.9.1 1,155,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2364
東芝メディカルシステムズ㈱
大阪府堺市堺区南花田口町2
丁3-20

画像2番撮影室　撮影装置
スターター修理

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.7.3 1,207,500 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2365
東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
香川県高松市寿町1-3-2

放射線治療装置　マグネト
ロン1式交換修理

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.3 5,649,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2366
（株）カワニシ
愛媛県西条市喜多川369-6

患者移送装置スライドモー
ター他交換修理

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.6.12 2,975,700 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2367
㈱シーメンス旭メディテック
福岡市博多区山王

外科用イメージ装置修理契
約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.9.20 1,396,500 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合
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2368
㈱アステム
熊本県八代市中片町510

注射自動払出機オーバー
ホール修理

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.7.20 1,247,400 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2369
富士フィルムメディカル㈱
熊本県熊本市東野1丁目18-14

FCR9502修理

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

19.2.28 1,364,801 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2370
島津メディカルシステムズ㈱
熊本県熊本市平田2丁目20-45

PRISM-2000点検修理

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.5.25 1,575,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2371
島津メディカルシステムズ㈱
熊本県熊本市平田2丁目20-45

RI（PRISM-2000）修理

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.5.25 1,680,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2372
アイティーアイ㈱
熊本県八代市田中北町12-3

CPMユニットL4K修理

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.8.8 1,499,794 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2373
アイティーアイ㈱
熊本県八代市田中北町12-3

超音波診断装置修理

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.9.6 1,005,592 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2374

VarianMEメディカルシステム
福岡県福岡市博多区博多駅東
2-6-23住友博多駅前第2ﾋﾞﾙ8
階

リニアック修理

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

19.3.6 1,376,550 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2375
㈱常光
北海道釧路市星が浦大通１丁
目３番１０

イメージングプレート修理

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

19.2.28 1,659,252 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2376
㈱アクティブメディカル
北海道釧路市双葉町１１番２
号

超音波手術器ハンドピース
修理

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.7.4 1,134,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合
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2377
㈱ムトウ
茨城県水戸市白梅3-8-7

中央材料室高圧蒸気滅菌
装置修理

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.11.2 1,131,585 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2378
㈱田中三誠堂
東京都文京区本郷七丁目２番
３号

手術室手洗い装置修理

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.8.2 1,207,500 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2379
東芝メディカルシステムズ㈱
茨城県つくば市梅園２－２－２

超音波診断装置修理

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.6.20 1,050,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2380
東芝メディカルシステムズ㈱
茨城県つくば市梅園２－２－２

超音波診断装置修理

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.8.2 1,575,000 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2381
アイ・エム・アイ㈱
埼玉県越谷市流通団地3-3-12

麻酔器ＶP１００オーバー
ホール

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.5.9 3,055,500 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2382
宮野医療器（株）
兵庫県神戸市中央区楠町5-4-
8

ＲＯ水製造装置オーバー
ホール

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.12.1 1,944,600 随意契約 

当該医療機器の修理については、患者様の安全確保
及び診療への影響を考慮し早急に修理を行う必要があ
り、競争に付する期間がとれないことから、納入元で当
該医療機器を熟知している当該業者以外には対応でき
ないため、会計細則第５２条第１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 13
緊急の必要により競争に付すること
ができない場合

2383 日本電設・雄電社ＪＶ

浜松労災病院本館３回電
気設備（電力）工事
静岡県浜松市将監町２５
平成18年７月１１日～平成
20年３月３０日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.7.10 427,245,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14
競争に付することが不利と認められ
る場合

2384 千歳電気工業（株）

浜松労災病院本館２回電
気設備（通信）工事
静岡県浜松市将監町２５
平成18年７月１４日～平成
20年３月３０日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.7.12 125,475,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14
競争に付することが不利と認められ
る場合

2385 三建・日管ＪＶ

浜松労災病院本館２回機
械設備（衛生）工事
静岡県浜松市将監町２５
平成18年７月20日～平成
20年３月３０日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.7.19 242,550,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14
競争に付することが不利と認められ
る場合
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2386 鹿島・三井住友・須山ＪＶ

浜松労災病院本館３回建
築工事
静岡県浜松市将監町２５
平成18年７月１１日～平成
20年３月３０日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.7.10 815,325,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14
競争に付することが不利と認められ
る場合

2387 朝日・富士総ＪＶ

浜松労災病院本館３回機
械設備（空調）工事
静岡県浜松市将監町２５
平成18年７月１４日～平成
20年３月３０日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.7.12 433,650,000 随意契約 
現に履行中の工事に引き続いて実施される密接不可分
の工事であることから会計細則第５２条第２号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14
競争に付することが不利と認められ
る場合

2388 ㈱佐藤総合計画

平成１８年度和歌山労災病
院増改築工事監理料　平
成1８年４月１日～平成１９
年３月３１日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

19.4.1 21,510,510 随意契約 当該業者が実施設計した工事の監理業務であり、会計
細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14
競争に付することが不利と認められ
る場合

2389 ㈱岡田新一設計事務所

平成１８年度浜松労災病院
増改築工事監理料
平成1８年４月１日～平成１
９年３月３１日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

19.4.1 9,530,220 随意契約 当該業者が実施設計した工事の監理業務であり、会計
細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14
競争に付することが不利と認められ
る場合

2390 （株）日建設計

平成１９年度九州労災病院
増改築工事監理料
平成1８年４月１日～平成１
９年３月３１日

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

19.2.20 2,610,090 随意契約 当該業者が実施設計した工事の監理業務であり、会計
細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14
競争に付することが不利と認められ
る場合

2391
魚津市役所
富山県魚津市釈迦堂1丁目10
番1号

ＰＥＴ賃借

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 80,000,000 随意契約 

当該契約は、地域医療の促進等のため魚津市が所有し
ているＰＥＴ／ＣＴ（陽電子放出型断層撮影装置）を、当
院が借り受け健診業務等を行うための賃貸借契約であ
り、契約相手方が魚津市に限られ、会計細則第52条第6
号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2392
ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸ四国㈱
香川県高松市林町1955-8

在宅酸素治療器　賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 2,268,840 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2393
帝人在宅医療西日本（株）
松山市空港通1丁目14-11　空
港中央ビル

在宅酸素濃縮器・ボンベ
（賃借料）

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 6,262,200 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2394
フクダライフテック常葉㈱
千葉県千葉市中央区南町2-
15-9

在宅酸素濃縮機・ボンベ等
の賃借料

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.4.1 10,221,435 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の
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2395
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町２丁目
１番１号

在宅酸素濃縮機・ボンベ等
の賃借料

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

H18.4.1 12,154,800 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2396
帝人在宅医療（株）
東京都港区西新橋１－１－３

在宅酸素濃縮器賃借

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 21,159,600 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2397
帝人在宅医療（株）
東京都千代田区内幸町２－１
－１

在宅酸素濃縮器賃借

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,991,450 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2398
（株）シバタインテック
宮城県仙台市若林区卸町２－
１１－３

在宅酸素濃縮器賃借

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 3,158,400 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2399

フクダライフテック北東北（株）
八戸営業所
青森県八戸市新井田字西平１
－６７

在宅酸素濃縮器賃貸借　１
式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 4,025,700 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2400
東北エアウォーター（株）北東
北支店
青森県八戸市河原木字蓮沼１

在宅酸素濃縮器賃貸借　１
式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 13,824,300 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2401
帝人在宅医療西日本㈱
広島県広島市中区幟町13-4広
島ﾏﾂﾀﾞﾋﾞﾙ

在宅酸素濃縮器レンタル料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 3,580,920 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2402
北海道エア・ウォーター物流㈱
北海道札幌市中央区北３条西
１丁目２番地

在宅酸素療法機器賃借

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 9,273,600 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2403
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町2-1-1

在宅酸素療法酸素濃縮器
賃借料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 5,540,850 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の
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2404
㈱帝人在宅酸素
東京都千代田区内幸町

在宅酸素療法濃縮器賃借
契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 1,874,000 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2405
帝人在宅医療（株）
東京都港区西新橋１－１－３

在宅持続呼吸療法装置賃
借

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 10,418,100 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2406
ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸ中国㈱
岡山県岡山市今8-11-14

在宅持続陽圧呼吸治療器
レンタル料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 1,081,500 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2407
北海道エア・ウォーター物流㈱
北海道札幌市中央区北３条西
１丁目２番地

在宅持続陽圧療法機器賃
借

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 967,575 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2408
福岡酸素（株）
長崎県佐世保市干尽町４丁目
９番地

医療酸素濃縮器賃借

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 2,133,336 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2409
アイティーアイ(株)
長崎県佐世保市卸本町30番16
号

医療酸素濃縮器賃借

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 5,846,400 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2410
フクダライフテック南近畿（株）
大阪府堺市堺区大浜北町2丁2
番16号

医療用酸素濃縮器　他賃
貸借

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 1,514,499 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2411

テルモメディカルケア（株）和歌
山営業所
和歌山県和歌山市太田314-1
ハーベスト壱番館102号

医療用酸素濃縮器　他賃
貸借

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 957,600 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2412
帝人在宅医療（株）
東京都千代田区内幸町2丁目1
番1号

医療用酸素濃縮器　他賃
貸借

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 7,197,120 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の
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2413
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町2-1-1

医療用酸素濃縮器賃借契
約

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 8,447,040 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2414
福興酸素（株）
広島県呉市広白岳3-1-52

吸着型酸素濃縮器･携帯用
酸素ボンベ

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 10,280,285 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2415
帝人在宅医療（株）
東京都千代田区内幸町2-1-1

吸着型酸素濃縮器･携帯用
酸素ボンベ及び従圧式陽
圧人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 1,059,869 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2416
帝人在宅医療西日本医療（株）
東京都千代田区幸町２丁目１
番１号

吸着型酸素濃縮器他賃借

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 4,294,500 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2417
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町2-1-1

在宅従圧式人工呼吸器賃
借料

労働者健康福祉機構大
阪労災病院契約担当役
院長　山田　義夫
大阪府堺市北区長曽根
町1179-3

18.4.1 1,298,850 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2418
ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸ四国㈱
香川県高松市林町1955-8

在宅人工呼吸器　賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 819,000 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2419
帝人在宅医療（株）
東京都港区西新橋１－１－３

在宅人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構東
京労災病院契約担当役
院長　野村　和弘
東京都大田区大森南4-
13-21

18.4.1 3,460,800 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2420
フクダライフテック中部（株）
愛知県名古屋市東区筒井町４
－３９

在宅人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 3,370,500 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2421
北海道エア・ウォーター物流㈱
北海道札幌市中央区北３条西
１丁目２番地

在宅人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構釧
路労災病院契約担当役
院長　小柳　知彦
釧路市中園町１３番２３
号

18.4.3 1,874,250 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の
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2422
小西医療器㈱
鳥取県米子市旗ヶ崎２２１９

在宅人工呼吸器レンタル料

労働者健康福祉機構山
陰労災病院契約担当役
院長　川崎　寛中
鳥取県米子市皆生新田
1-8-1

18.4.1 806,400 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2423
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町２丁目
１番１号

在宅用酸素濃縮器賃借

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 13,776,630 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2424
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町２丁目
１番１号

在宅用人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 1,678,950 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2425
フジ・レスピロニクス㈱
新潟県上越市大字藤野新田２
３５－１

在宅用人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 4,555,740 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2426
熊本医療ガス㈱
熊本県熊本市硯川町2205

在宅用設置型液化酸素装
置・携帯用液化酸素装置賃
借

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 1,924,650 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2427
フジ・レスピロニクス㈱
新潟県上越市大字藤野新田２
３５－１

在宅用持続陽圧呼吸療法
装置賃借

労働者健康福祉機構新
潟労災病院契約担当役
院長　酒井　邦夫
新潟県上越市東雲町1-
7-12

18.4.1 3,511,200 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2428
フクダライフテック中部（株）
愛知県名古屋市東区筒井町４
－３９

在宅療養酸素濃縮器賃借

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 8,361,717 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2429
（株）エバホームケア
愛知県名古屋市天白区古川町
４６

在宅療養酸素濃縮器賃借

労働者健康福祉機構旭
労災病院契約担当役院
長　大野　良之
愛知県尾張旭市平子町
北61

18.4.1 12,612,968 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2430
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町2-1-1

酸素供給装置賃借

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 23,565,780 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

268/278



件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

2431
帝人在宅医療（株）
東京都千代田区内幸町２－１
－１－５Ｆ

酸素供給装置の賃貸借及
び保守点検業務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 21,560,490 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2432
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町2-1-1

酸素濃縮器（TOシリーズ）
165件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 7,076,475 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2433

フクダライフテック中国（株）広
島営業所
広島県広島市西区観音本町2-
3-4

酸素濃縮器・携帯用酸素ボ
ンベ賃借

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 2,240,700 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2434
（株）特殊ガス商会
山口県宇部市西梶返２丁目２
番7号

酸素濃縮器設置型他賃借

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 4,614,750 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2435
北酸（株）
富山県富山市本町11番5号

酸素濃縮器賃借

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 1,085,175 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2436
帝人在宅医療（株）
東京都千代田区内幸町2丁目1
番1号

酸素濃縮器ほか賃借

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 15,351,000 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2437

北海道エアー・ウォーター(株)
道央支店岩見沢営業所
北海道岩見沢市5条東12丁目1
番地

酸素濃縮装置賃借

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 22,502,550 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2438

テルモメディカルケア(株)札幌
営業所
北海道札幌市白石区中央3条3
－6－33

酸素濃縮装置賃借

労働者健康福祉機構岩
見沢労災病院契約担当
役院長　加地　　浩
岩見沢市４条東１６丁目
５番地

18.4.1 5,024,250 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2439
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町2-1-1

酸素ボンベ賃借

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 3,009,825 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の
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2440
フジ・レスピロニクス（株）
広島支店広島営業所
広島県広島市西区観音町2-18

持続陽圧呼吸器賃借

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 2,625,000 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2441
帝人在宅医療（株）
東京都千代田区内幸町2丁目1
番1号

持続陽圧呼吸療法【CPAP】
装置の賃貸借及び保守点
検業務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 5,232,150 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2442
フクダライフテック南近畿（株）
大阪府堺市堺区大浜北町2丁2
番16号

持続陽圧呼吸療法装置賃
貸借

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 1,697,220 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2443
㈱いわしや
秋田県大館市豊町９番４６号

持続陽圧呼吸療法治療器
の賃貸借

労働者健康福祉機構秋
田労災病院契約担当役
院長　塚本　文仁
秋田県大館市軽井沢字
下岱30

18.4.1 1,452,000 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2444
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町2-1-1

持続陽圧人工呼吸器賃借
契約

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 7,049,700 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2445
帝人在宅医療（株）
東京都千代田区内幸町2丁目1
番1号

従圧式陽圧人工呼吸器
【NIPネーザル】の賃貸借及
び保守点検業務委託契約

労働者健康福祉機構浜
松労災病院契約担当役
院長　梶原　健熈
静岡県浜松市将監町25

18.4.1 5,503,175 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2446
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町2-1-1

従圧式陽圧人工呼吸器
賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 1,397,970 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2447
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町2-1-1

従圧式陽圧人工呼吸器賃
借

労働者健康福祉機構千
葉労災病院契約担当役
院長　深尾　　立
千葉県市原市辰巳台東
2-16

18.4.1 2,223,375 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2448
㈱マルコ
福岡県北九州市小倉南区徳力
新町2-9-17

人工呼吸器（LP-6他）23件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 1,635,900 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の
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2449
アイ・エム・アイ㈱
埼玉県越谷流通団地3-3-12

人工呼吸器（Tﾊﾞｰﾄﾞ　VSO
２他）21件

労働者健康福祉機構九
州労災病院契約担当役
院長　鳥巣　岳彦
福岡県北九州市小倉南
区葛原高松1-3-1

18.4.1 3,144,152 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2450
帝人在宅医療西日本（株）
松山市一番町1-15-2　松山一
番町ビル

人工呼吸器ＮＩＰネーザル

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 1,477,350 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2451
丸木医科器械（株）
宮城県仙台市太白区西中田３
－２０－７

人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 2,835,000 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2452
フジ・レスピロニクス（株）
宮城県仙台市泉区南中山１－
２８－１８－３F

人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 3,986,850 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2453
フクダ電子南東北販売（株）
宮城県仙台市青葉区木町通１
－８－１２

人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 1,491,000 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2454
アイティーアイ(株)
長崎県佐世保市卸本町30番16
号

人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.4.1 992,040 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2455
㈱アステムメディカル
北九州市小倉南区下曽根新町

人工呼吸器賃借契約

労働者健康福祉機構門
司労災病院契約担当役
院長　稗田　　寛
福岡県北九州市門司区
東港町3-1

18.4.1 4,648,140 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2456
フクダ電子南関東販売㈱
千葉県千葉市中央区矢作町
382-3

人工呼吸器賃借料

労働者健康福祉機構鹿
島労災病院契約担当役
院長　中島　伸之
茨城県神栖市土合本町
1-9108-2

18.4.1 1,008,000 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2457
帝人在宅医療（株）
東京都千代田区内幸町2丁目1
番1号

人工呼吸器賃貸借

労働者健康福祉機構和
歌山労災病院契約担当
役院長　玉置　哲也
和歌山県和歌山市古屋
435

18.4.1 1,059,870 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の
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2458
フクダライフテック九州㈱
熊本県熊本市神水1-15-35

成人用人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 1,852,200 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2459
山脇酸素（株）
広島県尾道市山波町3038-3

設置型液化酸素装置及び
携帯型液化酸素装置賃借

労働者健康福祉機構中
国労災病院契約担当役
院長　梶山　梧朗
広島県呉市広多賀谷1-
5-1

18.4.1 1,976,625 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2460
フクダライフテック四国（株）
愛媛県松山市鷹子町695番地5

賃借料/在宅酸素濃縮器・
ボンベ

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 2,365,125 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2461
（株）高松帝酸
新居浜市菊本町2丁目13-41

賃借料/在宅酸素濃縮器・
ボンベ

労働者健康福祉機構愛
媛労災病院契約担当役
院長　篠崎　文彦
愛媛県新居浜市南小松
原町13-27

18.4.1 6,138,300 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2462
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町2丁目1
番1号

鼻マスク式人工呼吸器賃
借

労働者健康福祉機構熊
本労災病院契約担当役
院長　小川　道雄
熊本県八代市竹原町
1670

18.4.1 921,375 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2463
共立医科器械（株）八戸営業所
青森県八戸市根城３丁目１８
－３

ラップトップ在宅用人工呼
吸器賃貸借　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 903,000 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2464
（株）イワサワ
神奈川県横浜市神奈川区神奈
川２－１６－１５

医療ガス供給設備賃借

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 882,000 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2465
ＣＴＭ（株）
愛知県名古屋市昭和区吹上町
１－２０１

院内人工呼吸器賃借料
（BIPAP）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 3,969,000 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2466
（株）バーテック
東京都世田谷区玉川台２丁目
１１番４号

在宅インシュリン賃借

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,071,735 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の
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2467
帝人在宅医療（株）
東京都千代田区内幸町２丁目
１番１号

在宅酸素装置賃借

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 1,736,280 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2468
オギ医理科商事（株）
新潟県新潟市紫竹卸新町１８
０８－２２

在宅酸素装置賃借

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 8,662,500 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2469
（株）キンキ酸器
大阪府吹田市江の木町21-4

在宅酸素賃借単価契約

労働者健康福祉機構関
西労災病院契約担当役
院長　奥　　謙
兵庫県尼崎市稲葉荘3-
1-69

18.4.1 22,370,939 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2470
帝人在宅医療西日本(株)
東京都千代田区内幸町2丁目1
番1号

在宅酸素賃貸契約

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 8,162,385 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2471
フクダライフテック中国(株)
岡山県岡山市今8丁目11番14
号

在宅酸素賃貸契約

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 1,820,700 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2472
フクダライフテック南東北（株）
宮城県仙台市青葉区木町通１
－８－１２

在宅酸素濃縮器賃借

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.4.1 16,744,770 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2473
フクダライフテック（株）
横浜市都筑区茅ヶ崎南２－２３
－１４

在宅酸素濃縮器賃借

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 2,190,850 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2474
東京エア・ウォーター（株）
東京都文京区本郷３丁目１４
番３号

在宅酸素濃縮器賃借

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,890,000 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2475
帝人在宅医療東京（株）
横浜市港北区新横浜２－１５
－１６新横浜日興ビル３Ｆ

在宅酸素濃縮器賃借

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 15,104,250 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の
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2476
フクダライフテック中部（株）
愛知県名古屋市東区筒井４－
３９

在宅持続陽圧呼吸装置賃
借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,619,415 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2477
帝人在宅医療（株）
愛知県名古屋市東区泉１－１
２－３５

在宅持続陽圧呼吸装置賃
借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 4,105,500 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2478
（株）エバホームケアサービス
愛知県名古屋市天白区古川町
４６

在宅持続陽圧呼吸装置賃
借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 6,673,065 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2479
ＣＴＭ（株）
愛知県名古屋市昭和区吹上町
１－２０１

在宅持続陽圧呼吸装置賃
借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 12,741,120 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2480
バクスター（株）
東京都杉並区梅里１丁目７番
７号　新高円寺ツインビル

在宅自動腹膜かん流装置
賃借

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,853,565 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2481
帝人在宅医療東京（株）
横浜市港北区新横浜２－１５
－１６新横浜日興ビル３Ｆ

在宅人呼吸器賃借

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 4,055,625 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2482
（株）エバホームケアサービス
愛知県名古屋市天白区古川町
４６

在宅人工呼吸器賃借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,998,000 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2483
ＣＴＭ（株）
愛知県名古屋市昭和区吹上町
１－２０１

在宅人工呼吸器賃借料
（BIPAP）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 5,003,880 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2484
帝人在宅医療（株）
東京都千代田区内幸町２－１
－１－５Ｆ

酸素濃縮器他賃借

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 108,437,700 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の
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2485
帝人在宅医療（株）
愛知県名古屋市東区泉１－１
２－３５

酸素濃縮器賃借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 15,433,950 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2486
（株）エバホームケアサービス
愛知県名古屋市天白区古川町
４６

酸素濃縮器賃借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 6,000,000 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2487
フクダライフテック中部（株）
愛知県名古屋市東区筒井４－
３９

酸素濃縮器賃借料

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 1,087,500 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2488
フクダライフテック横浜（株）
横浜市都筑区茅ヶ崎南２－２３
－１４

持続陽圧呼吸治療器賃借

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 5,583,350 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2489
帝人在宅医療（株）
東京都千代田区内幸町2丁目1
番1号

持続陽圧人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 4,096,050 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2490
帝人在宅医療西日本(株)
東京都千代田区内幸町2丁目1
番1号

従圧式陽圧人工呼吸器賃
貸契約

労働者健康福祉機構吉
備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ契約担当役院長
徳弘　昭博
岡山県加賀郡吉備中央
町吉川7511

18.4.1 2,048,340 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2491
（株）東機貿
東京都港区東麻布２丁目３番
４号

小児人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 2,150,400 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2492
ＣＴＭ（株）
愛知県名古屋市昭和区吹上町
１－２０１

人工呼吸器（ﾍﾞﾈｯﾄ840）

労働者健康福祉機構中
部労災病院契約担当役
院長　堀田　饒
愛知県名古屋市港区港
明1-10-6

18.4.1 3,181,500 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2493
ソリュウション（株）
神奈川県横浜市中区根岸町３
丁目２１６番地－１０１

人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 8,751,415 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の
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2494
フジ・レスピロニクス（株）
東京都文京区湯島一丁目５番
３２号

人工呼吸器賃借

労働者健康福祉機構燕
労災病院契約担当役院
長　田中　隆一
新潟県燕市佐渡633

18.4.3 4,124,100 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2495
（株）イワサワ
横浜市神奈川区神奈川２丁目
１６番地１５号

設置型携帯型液体酸素賃
借

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 1,108,125 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2496
帝人在宅医療㈱
東京都千代田区内幸町2-1-1

在宅酸素治療器　賃借

労働者健康福祉機構香
川労災病院契約担当役
院長　井上　　一
香川県丸亀市城東町3-
3-1

18.4.1 5,593,455 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2497
西九州エアーウォーター（株）
長崎県諫早市津久葉町６番地
２

医療用液体酸素タンク賃借

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.6.1 2,280,516 随意契約 

当該賃借は、在宅酸素療法等で患者が直接装着する
医療器具等の賃借であり、患者自身が操作する又は操
作する医療機器に関連する機器であるため、安全上機
種の変更が出来ないことから、当機種の契約は当該業
者以外にいないため、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2498
ジーイーキャピタルリーシング
（株）
東京都港区赤坂５丁目２－２０

頭腹部血管造影撮影装置
再リース　１式

労働者健康福祉機構青
森労災病院契約担当役
院長　橋本　　功
八戸市白銀町字南ヶ丘１
番地

18.4.1 2,925,720 随意契約 
当該機器の再リース契約であり、契約条件を満たす業
者がいないため、会計細則第５２条第6号に該当するた
め。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2499
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３丁目
４－１

ＭＲＩ撮影装置賃借

労働者健康福祉機構長
崎労災病院契約担当役
院長　林　　邦昭
長崎県佐世保市瀬戸越
2-12-5

18.12.1 2,113,020 随意契約 
当該機器の再リース契約であり、契約条件を満たす業
者がいないため、会計細則第５２条第6号に該当するた
め。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2500
富士通リース（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

オーダリングシステム１次再

労働者健康福祉機構東
北労災病院契約担当役
院長　豊田　隆謙
宮城県仙台市青葉区台
原4-3-21

18.11.1 2,348,010 随意契約 
当該機器の再リース契約であり、契約条件を満たす業
者がいないため、会計細則第５２条第6号に該当するた
め。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2501
（株）石川コンピュータ・センター
石川県金沢市無量寺町ハ6番
地1号

オーダリングシステム　再
リース

労働者健康福祉機構富
山労災病院契約担当役
院長　三輪　晃一
富山県魚津市六郎丸992

18.4.1 2,594,918 随意契約 
当該機器の再リース契約であり、契約条件を満たす業
者がいないため、会計細則第５２条第6号に該当するた
め。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2502
個人
山口県宇部市小松原町２丁目
１０番６号

対面式カウンセリング

労働者健康福祉機構山
口労災病院契約担当役
院長　伊藤　治英
山口県山陽小野田市大
字小野田1315-4

18.4.1 2,250,000 随意契約 
当該業務は、勤労者からの相談に電話で対応するカウ
ンセリング業務であり、専門性と経験、知識を必要とす
るのみならず、同一の相談者に対する継続性も必要とさ
れることから、会計細則第５２条第６号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の
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2503
（有）内郷タクシー
福島県いわき市内郷綴町川原
田35-1

タクシー提供契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 2,875,360 随意契約 認可で定められた料金であり競争性がない運送業務で
あり、会計細則第５２条第１１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2504

いわき市タクシー事業協同組
合
福島県いわき市内郷綴町金谷
9

タクシー提供契約

労働者健康福祉機構福
島労災病院契約担当役
院長　大谷　　巌
福島県いわき市内郷綴
町沼尻3

18.4.1 1,542,340 随意契約 認可で定められた料金であり競争性がない運送業務で
あり、会計細則第５２条第１１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2505
横浜個人タクシー協同組合
神奈川県横浜市南区太田４丁
目４番１０号

タクシー利用料

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 1,114,400 随意契約 認可で定められた料金であり競争性がない運送業務で
あり、会計細則第５２条第１１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2506
金港交通（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜
一丁目５番３号

タクシー利用料

労働者健康福祉機構横
浜労災病院契約担当役
院長　藤原　研司
神奈川県横浜市港北区
小机町3211

18.4.1 19,134,300 随意契約 認可で定められた料金であり競争性がない運送業務で
あり、会計細則第５２条第１１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2507
東京私鉄自動車協同組合
東京都渋谷区東3-21-10

タクシー提供契約

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 5,602,300 随意契約 認可で定められた料金であり競争性がない運送業務で
あり、会計細則第５２条第１１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2508
東京都個人タクシー協同組合
東京都中野区弥生町5-6-6

タクシー提供契約

労働者健康福祉機構
契約担当役　理事　石川
勝一
神奈川県川崎市幸区堀
川町580番地

18.4.1 1,804,580 随意契約 認可で定められた料金であり競争性がない運送業務で
あり、会計細則第５２条第１１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2509
臨港交通（株）
川崎市幸区北加瀬３丁目１６
番８号

タクシー提供契約

労働者健康福祉機構関
東労災病院契約担当役
院長　柳澤　信夫
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町1-1

18.4.1 12,029,270 随意契約 認可で定められた料金であり競争性がない運送業務で
あり、会計細則第５２条第１１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

2510
大開タクシー㈱
兵庫県神戸市兵庫区水木通
10-2-15

タクシー提供契約

労働者健康福祉機構神
戸労災病院契約担当役
院長　水野　耕作
兵庫県神戸市中央区籠
池通4-1-23

18.4.1 2,520,000 随意契約 認可で定められた料金であり競争性がない運送業務で
あり、会計細則第５２条第１１号に該当するため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
その他、類型区分に分類できないも
の

合計 75,641,070,407
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件数 契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に
記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

（注４）契約種類は、競争性のない随意契約については「随意契約」、企画競争又は公募による随意契約については「企画競争・公募」と記載すること。

.

（注５）見直しの結果は、「問題あり」、「見直しの余地あり」又は「その他」に分類すること。

（注１）本表は、平成18年度に締結した支出原因契約であって随意契約（予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第99条第二号、第三号、第四号又は第七号の金額を超えないもの）を除
　　　く。）のうち、「特殊法人等」、「独立行政法人」、「当該独立行政法人の主務省と同一の所管に属する公益法人」及び「再就職者がいる民間法人」以外の者（その他の公益法人、民間法人等）との契約を記載する。
　　　なお、特殊法人等とは、特殊法人又は認可法人を指し、独立行政法人等とは、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法（平成15年法律第112号）
      第２条第１項及び第３項に規定する法人を指す。

（注６）講ずる措置は、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」、「競争入札に移行」、「企画競争を実施」、「公募を実施」又は「随意契約によらざるを得ないもの」に分類し、（　）で移行時期等を
　　　補足すること。ただし、見直すことは決まっているが現段階で確定的に記載できない場合は、「競争入札若しくは企画競争に移行」等の記載とすることができる。
　　　なお、平成18年度に不落・不調随意契約であったものについては、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」に該当する場合を除き、「競争入札に移行」に分類すること。
（注７）「類型区分」欄には、別添の「随意契約事由別　類型早見表」の類型区分(１～12)の番号を記載する。その他以下に該当する番号を記載する。
　　　・緊急の必要により競争に付することができない場合「１３」
　　　・競争に付することが不利と認められる場合「１４」
　　　・秘密の保持が必要とされている場合「１５」
　　　・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「１６」
　　　・特例政令に相当する規定に該当する場合「１７」
　　　・その他、１から１７並びに１９及び２０の類型区分に分類できないものについては「１８」
　　　・見直し後においても、なお、国において定める随意契約の限度額を超える契約で法人の定める限度額を下回る契約とする場合については「１９」
　　　・見直し後においても、なお、包括条項（バスケットクローズ）に該当する契約とする場合については「２０」

（注２）単価契約の場合は、契約金額欄に調達総額を記載し、備考欄に単価契約である旨及び単価を記載する。
（注３）随意契約によることとした理由は、説明責任を十分に果たせるよう具体的かつ詳細に記載すること。
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