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〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター院長 江﨑 宏典 （長崎県大村市久原
２1001１）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 42
22、31 生体情報モニタシステム 一式 購入等 一般  3. 1.21 株式会社バイオ
メディカル 大分県由布市挟間町古野字塚ノ久保1100番地３ 39710000円  2.11.26 最
低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター院長 藤岡ひかる （長崎県東彼杵
郡川棚町下組郷2005１）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 42
７ 寝具等賃貸借 一式 購入等 一般  3. 1.29 ㈱九州たまがわ（長崎県東彼杵
郡東彼杵町三根郷893１） 12460589円  2.12. 8 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構宮崎東病院長 塩屋 敬一 （宮崎県宮崎市大字田吉4374
番地１）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 45
26 庁舎電力（交流３相３線式、供給電力6600ボルト） 予定使用量 2079507kWh 購
入等 一般  3. 1.22 九州電力㈱宮崎営業所 宮崎県宮崎市橘通四丁目２番23号 
22928636円（税抜）  2.11.30 最低価格

〇国立研究開発法人 国立成育医療研究センター理事長 五十嵐 隆 （東京都世田谷区大蔵２
10１）
◎調達機関番号 823 ◎所在地番号 13
４ 医薬品（成育単独分）３品目 購入等 随意  3. 1.29 株式会社メディセオ
東京都中央区八重洲二丁目７番15号 2715875987円（単価）  2.11.13 ｃ「緊急性」
22 共焦点レーザー走査型顕微鏡システムの調達 購入等 一般  3. 2. 1 株式会
社池田理化 東京都千代田区鍛冶町１丁目８番６号 29645000円  2.12.10 最低価格

〇独立行政法人労働者健康安全機構 契約担当役 東北労災病院長 徳村 弘実 （宮城県仙台市青
葉区台原４丁目３番21号）
◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 04
22、31 全身用Ｘ線ＣＴ診断装置一式 購入等 一般  2.12.28 キヤノンメディカ
ルシステムズ㈱（宮城県仙台市青葉区南吉成２丁目17番２号） 66000000円  2.12.15 
最低価格
22、31 移動型デジタルX線撮影装置一式 購入等 一般  2.12.28 コセキ㈱（宮
城県仙台市青葉区堤通雨宮町２番26号） 39545000円  2.12.15 最低価格
78 感染性・非感染性廃棄物収集・運搬及び処分業務一式 購入等 一般  2.12.17
福興産業㈱（福島県伊達郡桑折町字田植12１） 71210832円  2.10.23 最低価格
22、31 据置型デジタル式汎用X線診断装置一式 購入等 一般  2.12.28 コセキ
㈱（宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町２番26号） 49863000円  2.12.15 最低価格

〇独立行政法人労働者健康安全機構 契約担当役 関東労災病院長 根本 繁 （神奈川県川崎市
中原区木月住吉町１番１号）
◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 14
４ 医薬品１品目 購入等 一般  3. 1.22 ㈱メディセオ（東京都中央区八重洲二
丁目７番15号） 15020753円  2.12. 2 最低価格

〇独立行政法人労働者健康安全機構 契約担当役 大阪労災病院長 田内 潤 （大阪府堺市北区
長曽根町1179３）
◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 27
22、31 耳鼻咽喉科手術用顕微鏡 １式 購入等 一般  3. 1.21 小西医療器㈱（大
阪市中央区内淡路長２１５） 28490000円  2.12. 1 最低価格

〇独立行政法人労働者健康安全機構 契約担当役 関西労災病院長 林 紀夫 （兵庫県尼崎市稲
葉荘３１69）
◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 28
75 建物清掃業務一式 購入等 一般  2.12.28 ㈱加藤均総合事務所（大阪府堺市
堺区戎之町西１１30） 403128000円  2.11. 6 最低価格
53 患者送迎バス運行管理業務 購入等 一般  3. 1.22 神姫観光㈱（兵庫県姫路
市北条口１28） 30430400円  2.11.30 最低価格

〇独立行政法人労働者健康安全機構 契約担当役 神戸労災病院長代理 脇田 昇 （神戸市中央
区籠池通４丁目１番23号）
◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 28
26 電気 4123000kWh／年 購入等 一般  2.12.28 九電みらいエナジー㈱（福
岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号） 540335642円  2.11. 5 最低価格
26 都市ガス 13Ａ 622400／年 購入等 一般  2.12.28 大阪瓦斯㈱（大阪
府大阪市中央区平野町四丁目１番２号） 379701344円  2.11. 5 最低価格
75 建物清掃業務 一式 購入等 一般  2.12.28 商船三井興産㈱（東京都中央区
日本橋本町三丁目３番６号） 46912800円  2.11. 5 総合評価

〇独立行政法人労働者健康安全機構 契約担当役 山陰労災病院長 豐島 良太 （鳥取県米子市皆
生新田１丁目８番１号）
◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 31
２ 重油 ＪＩＳ１種２号 購入等 一般  2.12.25 朝日エナジー㈲（愛媛県今治
市古谷甲548１） 5599円  2. 1.31 最低価格

〇独立行政法人労働者健康安全機構 契約担当役 熊本労災病院長 猪股裕紀洋 （熊本県八代市竹
原町1670）
◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 43
26 熊本労災病院で使用する電気 5685496kWh 購入等 一般  3. 1.29 九州
電力㈱（福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号） 66295159円  2.11.19 最低価格

〇経理責任者 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 本部管理本部総務部長 羽野
猛 （茨城県つくば市観音台３１１）

◎調達機関番号 818 ◎所在地番号 08
71、27 在宅勤務等リモートアクセスサービスライセンス 一式 購入等 一般 
3. 1.13 株式会社大塚商会 東京都千代田区飯田橋２18４ 20130000円  2.11. 9
最低価格





		2021-02-19T14:50:29+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）




