
様式第24号（第27条の２関係）

施設名 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院

施設の所在地 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１－１

契約担当役氏名 院長　　根本　繁

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

法人番号

随意契約によることとした根
拠となる会計細則の条項及
び理由（企画競争又は公募
の実施）

予定価格（消費税を
含む。単位：円）

契約金額（消
費税を含む。
単位：円）

落札率
（％）

再就職の
役員の数

備考

臨床検査委託業務 R4.4.1
（株）エスアールエル:東京都新
宿区西新宿二丁目１番１号

7140001122500
不落のため。
会計細則第53条第1号

- 258,119,808 - 概算

臨床検査委託業務 R4.4.1
（株）ＬＳＩメディエンス:東京都千
代田区内神田一丁目１３番４号

1010401068675
不落のため。
会計細則第53条第1号

- 7,209,639 - 概算

集配金業務 R4.4.1
日本通運（株）横浜警送支店:
神奈川県横浜市戸塚区上品濃
１２－２２

4010401022860
不落のため。
会計細則第53条第1号

- 4,910,400 -

業務端末運用管理支援業務 R4.4.1
（株）トータルマネージメントシス
テムズ:神奈川県川崎市高津区
千年９２１－４０２

3020001080061
不調のため。
会計細則第53条

- 20,460,000 -

看護助手業務（労働者派遣） R4.4.1
（株）ルフト・メディカルケア:東
京都新宿区西新宿１－２６－２
新宿野村ビル２８Ｆ

8011101049876
不落のため。
会計細則第53条第1号

                - 2,618 - 概算

コピー用紙 R4.4.1
（株）清和ビジネス:東京都中央
区日本橋室町四丁目３番１８号

8010001020600
不落のため。
会計細則第53条第1号

- 4,454,780 - 概算

自動扉保守点検及びオーバー
ホール業務

R4.4.1
フルテック（株）横浜支店:神奈
川県横浜市港北区日吉本町４
丁目１－５９

3430001013822
不落のため。
会計細則第53条第1号

- 8,392,452 -

注射薬払出システム保守業務 R4.4.1
（株）スズケン:神奈川県川崎市
宮前区土橋二丁目２－７

1180001017009 公募方式実施要領第10号 - 3,685,000 -

調剤支援システム保守業務 R4.4.1
（株）ユヤマ:神奈川県横浜市都
筑区茅ヶ崎東４丁目５番１１号

8120901026082 公募方式実施要領第10号 - 1,188,000 -

生化学・免疫測定システム他一
式保守

R4.4.1
（株）スズケン:神奈川県川崎市
宮前区土橋二丁目２－７

1180001017009 公募方式実施要領第10号 - 15,598,000 -

入院患者用新聞売買及び配布
業務

R4.4.1
（株）オアシスＭＳＣ:東京都大
田区蒲田５丁目３８番３号

7010801020255 公募方式実施要領第10号 - 9,009,000 -
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個人放射線被曝量測定業務 R4.4.1
長瀬ランダウア（株）:茨城県つ
くば市諏訪Ｃ２２街区１

8050001018021 公募方式実施要領第10号 - 9,191,160 -

病院情報システムネットワーク
保守業務

R4.4.1
富士通Ｊａｐａｎ（株）:東京都港区
芝浦１－２－１

5010001006767 公募方式実施要領第10号 - 4,950,000 -

放射線治療計画システム保守
業務

R4.4.1
（株）イノメディックス:東京都文
京区小石川四丁目１７番１５号

2010001004773 公募方式実施要領第10号 - 7,194,000 -

診断用医薬品単価契約 R4.4.1
（株）スズケン川崎支店:神奈川
県川崎市幸区南加瀬五丁目１
９番２２号

1180001017009
不落のため。
会計細則第53条第1号

- 280,744,597 - 概算

診断用医薬品単価契約 R4.4.1
（株）イノメディックス:東京都文
京区小石川四丁目１７番１５号

2010001004773
不落のため。
会計細則第53条第1号

- 5,730,945 - 概算

診断用医薬品単価契約 R4.4.1
協和医科器械（株）横浜支店:
静岡県静岡市駿河区池田１５６
－２

9080001007895
不落のため。
会計細則第53条第1号

- 19,539,971 - 概算

血行動態モニタリング装置１式 R4.4.22
（株）アスト:埼玉県東松山市元
宿２丁目３６番地２０

9030001070691
不落のため。
会計細則第53条第1号

- 5,557,200 -

レーザーフィルムデジタイザー
１式

R4.5.23
アレイ（株）:東京都渋谷区代々
木３丁目４２番１０号

3011001001413
不調のため。
会計細則第53条

- 3,080,000 -

地域医療連携室業務（労働者
派遣）

R4.6.1
（株）ファームマネジメント:神奈
川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央
２６－１０ソレイアードⅢ２階

1020001087694
不落のため。
会計細則第53条第1号

- 2,079 - 概算

送信機２８式 R4.6.24
（株）ムトウ川崎支店:神奈川県
川崎市中原区下新城２－１－３
１

2430001016743
不落のため。
会計細則第53条第1号

- 10,117,800 -

スケール付き電動ICUベッド修
理

R4.6.29
（株）イノメディックス:東京都文
京区湯島二丁目１６番１１号

2010001004773
不落のため。
会計細則第53条第1号

- 2,717,000 -
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人工心肺装置及び周辺機器点
検業務

R4.7.29
（株）アスト:埼玉県東松山市元
宿２丁目３６番地２０

9030001070691
不落のため。
会計細則第53条第1号

- 1,761,250 -

非常用自家発電設備保守点検
業務

R4.8.9
（株）日昇製作所:東京都新宿
区中落合１－２－８

1011101015892
不調のため。
会計細則第53条

- 1,144,000 -

医薬品 R4.9.30
（株）メディセオ:東京都中央区
八重洲２－７－１５

5010001087238
不調のため。
会計細則第53条

- 18,024,903 -

医薬品544品目 R4.9.30
（株）メディセオ:東京都中央区
八重洲２－７－１５

5010001087238
不調のため。
会計細則第53条

- 10,726,955 -


