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〇独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構愛知支部契約担当役支部長 持永 秀行 （愛知県小
牧市下末1636２）
◎調達機関番号 617 ◎所在地番号 23
13 訓練用機器（油圧実習装置）の購入及び搬出（中部職業能力開発促進センター） 一式
購入等 一般  3. 9. 8 名岐産業株式会社 愛知県名古屋市西区丸野二丁目133番地
22000000円  3. 7.13 最低価格
13 訓練用機器（２軸メカモジュール）の調達（中部職業能力開発促進センター） 一式 
購入等 一般  3. 9.14 明治電機工業株式会社 愛知県江南市古知野町宮裏112 
18700000円  3. 7.12 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター 院長 長尾 雅悦 （札幌市西区
山の手５条７丁目１１）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 01
４ 医薬品 ７品目 購入等 一般  3. 9.24 ㈱ほくやく（札幌市西区発寒10条
３丁目１１） ㈱メディセオ（札幌市白石区中央１条２丁目１37） ㈱モロオ（札幌市西
区発寒14条13丁目102032 117526736円 136072288円 89759789円  3. 8. 3
最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構弘前病院長 大熊 洋揮 （青森県弘前市富野町１）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 02
22、31 移動型Ｘ線撮影装置 一式 購入等 一般  3. 8.31 コセキ㈱青森営業所
青森県青森市問屋町２丁目20５ 53800000円（税抜、総価）  3. 7. 7 最低価格
53 新病院移転業務委託 一式 購入等 一般  3. 8.31 日本通運㈱青森支店 青
森県青森市三内字丸山393214 310000000円（税抜、総価）  3. 7. 7 総合評価
２ Ａ重油ＪＩＳ１種２号 230 購入等 一般  3. 9.27 カメイ㈱青森支店
青森県青森市原別八丁目７番１号 16537000円（税抜、契約期間総価）  3. 8. 2 最低
価格
22、31 超音波画像診断装置 一式 購入等 一般  3. 9.27 ㈱シバタ医理科 青
森県弘前市大字高田３丁目７１ 27770000円（税抜、総価）  3. 8. 2 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター院長 鈴木 祥司 （茨城県土浦市下
高津２７14）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 08
４ ヘムライブラ皮下注90mg 56箱 購入等 随意  3. 9.30 ㈱スズケン水戸支
店 茨城県水戸市見川町2131115 47038376円 ｂ「技術的理由による競争の不存在」
４ 検査試薬（アーキテクト共通検体希釈液 外238点） 購入等 一般  3. 9.15
アズサイエンス㈱北関東支店水戸営業所 茨城県水戸市見川町253763 4886035円 
3. 7.13 最低価格
４ 検査試薬（アーキテクト共通検体希釈液 外238点） 購入等 一般  3. 9.15
中山商事㈱筑波営業所 茨城県つくば市鬼ケ窪1139１ 250800円  3. 7.13 最低価
格
22、31 院内人工呼吸器等賃貸借 一式 購入等 一般  3. 9.22 ㈱日東 茨城県
水戸市柳町２1136 20130000円  3. 7.28 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター院長 田村 明彦 （栃木県宇都宮市中
戸祭１丁目10番37号）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 09
26 電力需給契約 一式 購入等 一般  3. 9. 2 東京電力エナジーパートナー
㈱ 東京都千代田区内幸町１１３ 70354485円  3. 7.12 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 大門 龍生 （東京都目黒区東が丘２
５21）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 13
71、27 病院情報システム及び７年間のシステム保守業務 ３式 購入等 一般 
3. 9.24 富士通Ｊａｐａｎ㈱ 東京都港区東新橋１５２ 1450125600円  3. 7.26
総合評価
14、71 ＰＡＣＳ（放射線画像管理システム）及び７年間のシステム保守業務 四式 購入
等 一般  3. 9.28 富士通フイルムメディカル㈱ 東京都港区西麻布２丁目26番30号 
136311153円  3. 8. 6 総合評価
14、71 ＰＡＣＳ（放射線画像管理システム）及び７年間のシステム保守業務 四式 購入
等 一般  3. 9.28 ㈱ＮＯＢＯＲＩ 東京都港区三田３丁目11番地24号 31350000円
 3. 8. 6 総合評価

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構災害医療センター院長 土井庄三郎 （東京都立川市緑町
3256）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 13
26 庁舎使用電力需給契約 一式（交流３相３線式、供給電圧6000ボルト） 予定使用電力
8801000kWh 購入等 一般  3. 9. 9 東京電力エナジーパートナー㈱ 東京都千代
田区内幸町１丁目１番３号 154954131円  3. 7.13 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター院長 蒔田富士雄 （群馬県渋川市白井
383）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 10
２ 重油ＪＩＳ１種１号 第３回目 80 購入等 一般  3. 9.17 カナイ石油
㈱ 群馬県桐生市広沢町１2523 70280円（１単価）  3. 1.15 最低価格
４ 医薬品 一式 購入等 一般  3. 9.30 小野里薬品㈱ 群馬県高崎市京目町
1522、㈱埼玉医薬品販売太田営業所 群馬県太田市龍舞町5320、㈱西毛薬品 群馬県高崎市柴
崎町1163２、鍋林㈱北関東営業所 群馬県佐波郡玉村町大字板井870、㈱バイタルネット
佐野支店 栃木県佐野市富岡町1723、㈱マルタケ 群馬支店 群馬県高崎市菅谷町20272、
㈱メディセオ前橋支店 群馬県高崎市京目町殿田135１ 58080円、155080円、
1783710円、58012304円、4906939円、17191410円、11133264円  3. 7.21 最
低価格
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