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〇契約担当役 独立行政法人国立高等専門学校機構富山高等専門学校事務部長 渡邊 悟司 （富山
市本郷町13番地）
◎調達機関番号 593 ◎所在地番号 16
14 教育用電子計算機システム 一式 借入 一般 29. 9.29 三谷商事株式会社情
報システム事業部金沢支店富山営業所（富山県富山市神通本町１１19） 697788円（月額）
29. 7. 6 最低価格

〇国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島事業管理部長 宮川 修治 （福島県いわき市平字
大町７番地１）
◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 07
71 遠隔操作機器の動作評価に向けたシミュレーションツール等の制作業務 １式 購入等
一般 29.11. 1 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（東京都千代田区霞が関３

２５） 39744000円 29. 8.23 最低価格

〇国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター 管理部長 郡司 力 （茨城
県東茨城郡大洗町成田町4002番地）
◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08
24 多セル区画実験装置の製作・据付け １式 購入等 一般 29.10.19 助川電気
工業株式会社（茨城県日立市滑川本町３19５） 19764000円 29. 8. 3 最低価格
24 事故時崩壊熱除去特性ナトリウム試験用データ収録装置の購入 １式 購入等 一般
29.10.26 エムティティ株式会社（東京都新宿区三栄町11４） 19872000円 

29. 8.10 最低価格

〇国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 敦賀事業本部 業務管理部長 中西 弘樹 （福井県
敦賀市木崎65号20番地）
◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 18
16、24 ２次主冷却系等設備等 安全上重要な設備・機器点検用 部品製作 １式 購入等
随意 29. 9.13 株式会社東芝（神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34） 26460000円
29. 8.23 ｄ「互換性」

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター院長 加藤 秀則 （北海道札幌市白
石区菊水４条２３54）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 01
２ 重油ＪＩＳ１種１号 462 購入等 一般 29. 9.26 札幌第一興産㈱ 札幌
市中央区北４条西16丁目１番地 517104円（１単価） 29. 1.25 最低価格
22、31 手術内視鏡システム（泌尿器科） 一式 購入等 一般 29. 9.29 ㈱竹山
札幌市中央区北６条西16丁目１番地５ 37800000円 29. 8. 4 最低価格
22、34 ＭＲＩバージョンアップ 一式 購入等 随意 29. 9.29 ㈱フィリップス
エレクトロニクスジャパン 東京都港区港南二丁目13番37号 フィリップスビル 105840000円
29. 8.18 ｂ「技術的理由による競争の不存在」
26 庁舎電力（交流３相３線式、供給電圧6000ボルト） 予定使用電力量 4300000kWh
購入等 一般 29.10.18 ㈱Ｆ－Power 東京都港区六本木一丁目８番７号 
82322060円 29. 8.25 最低価格
22、34 64列マルチスライスＣＴ保守契約 購入等 随意 29. 9.29 ＧＥヘルスケ
ア・ジャパン㈱札幌支店 札幌市西区二十四軒１条３丁目２番12号 76464000円 ｂ「技術
的理由による競争の不存在」

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構青森病院長 和賀 忍 （青森県青森市浪岡大字女鹿沢
字平野155１）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 02
７ 寝具賃貸借 １式 購入等 一般 29. 3.30 ワタキューセイモア㈱八戸営業所
青森県八戸市松ヶ丘６２ 30436620円 29. 2. 3 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構米沢病院長 飛田 宗重 （山形県米沢市三沢26100１）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 06
２ 重油ＪＩＳ１種２号 172 購入等 一般 29.10.26 北日本石油㈱ 福島県
郡山市田村町金屋字川久保41 57672円（１単価） 29. 1.25 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院長 沼尾 利郎 （栃木県宇都宮市下岡本町
2160）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 09
26 都市ガス需給契約 一式 購入等 一般 29. 9.21 東京電力エナジーパート
ナー㈱ 東京都港区海岸１11１ 38777231円 29. 8. 1 最低価格
26 電力需給契約 一式 購入等 一般 29. 9.21 東京電力エナジーパートナー
㈱ 東京都千代田区内幸町１１３ 50335451円 29. 8. 1 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構千葉東病院長 新井 公人 （千葉県千葉市中央区仁戸名
町673）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 12
26 ガス需給契約 購入等 一般 29.10.24 東京電力エナジーパートナー㈱ 東京
都千代田区内幸町一丁目１番地３号 119389321円 29. 8.23 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構本部総務部長 樋口 浩久 （東京都目黒区東が丘２
５21）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 13
14、71、27 独立行政法人国立病院機構総合情報ネットワークシステムにおける平成29年度パ
ソコンの調達および保守業務 １式 購入等 一般 29. 9.25 ソレキア㈱ 東京都千代
田区鍛冶町２９12 98928000円 29. 8. 1 最低価格
22、31 マルチスライスＣＴ（第１区分） １式（保守業務含む。） 購入等 一般 
29.10.12 ＧＥヘルスケア・ジャパン㈱ 東京都日野市旭が丘４丁目７127 80859600円
29. 8.30 総合評価
22、31 マルチスライスＣＴ（第３区分） ２式（保守業務含む。） 購入等 一般 
29.10.12 ＧＥヘルスケア・ジャパン㈱ 東京都日野市旭が丘４丁目７127 316980000円
29. 8.30 総合評価
22、31 マルチスライスＣＴ（第４区分） ４式（保守業務含む。） 購入等 一般 
29.10.12 東芝メディカルシステムズ㈱ 栃木県大田原市下石上1385 414687600円 
29. 8.30 総合評価
22、31 血管連続撮影装置（第１区分） １式（保守業務含む。） 購入等 一般 
29.10.12 島津メディカルシステムズ㈱東京支社 東京都豊島区西巣鴨１２５ 
170640000円 29. 8.30 総合評価
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