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〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター院長 越田 潔 （石川県金沢市下石
引町１番１号）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 17
４ レブラミドカプセル５mgＰＴＰ（40カプセル入） 予定数量180箱 購入等 一般
 3. 9.22 北陸東邦㈱金沢営業所 石川県金沢市示野中町１丁目203番地 287990円 
3. 7.29 最低価格
４ ポマリストカプセル３mgＰＴＰ（７カプセル入） 予定数量109箱 購入等 一般
 3. 9.22 北陸東邦㈱金沢営業所 石川県金沢市示野中町１丁目203番地 358596円 
3. 7.29 最低価格
４ ポマリストカプセル４mgＰＴＰ（７カプセル入） 予定数量200箱 購入等 一般
 3. 9.22 北陸東邦㈱金沢営業所 石川県金沢市示野中町１丁目203番地 385691円 
3. 7.29 最低価格
４ イロクテイト静注用3000単位 予定数量262箱 購入等 一般  3. 9.22 ㈱メ
ディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番15号 200200円  3. 7.29 最低価格
４ アイリーア硝子体内注射用キット40mg／１ 予定数量123箱 購入等 一般 
3. 9.22 ㈱メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目７番15号 122060円  3. 7.29 
最低価格
４ ダラキューロ配合皮下注15 予定数量120箱 購入等 一般  3. 9.22 明祥
㈱金沢支店 石川県金沢市無量寺町ハ１番地 386880円  3. 7.29 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構あわら病院長 津谷 寛 （福井県あわら市北潟238
１）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 18
２ 灯油ＪＩＳ１号 157 購入等 一般  3. 9.21 福井県農業協同組合 福井
県福井市大手３丁目２番18号 76780円（１単価）  3. 1. 8 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構長良医療センター院長 松久 卓 （岐阜県岐阜市長良
1300７）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 21
４ セレザイム静注用400単位 購入予定数量32瓶 購入等 随意  3. 9.30 アル
フレッサ㈱岐阜第二支店 岐阜県羽島郡岐南町野中４丁目93番地 9150416円 ｃ「緊急性」
４ スピンラザ髄注12mg 購入予定数量４瓶 購入等 随意  3. 9.30 アルフ
レッサ㈱岐阜第二支店 岐阜県羽島郡岐南町野中４丁目93番地 37592372円 ｃ「緊急性」
４ ビルテプソ点滴静注250mg 購入予定数量913瓶 購入等 随意  3. 9.30 ア
ルフレッサ㈱岐阜第二支店 岐阜県羽島郡岐南町野中４丁目93番地 81542129円 ｃ「緊急
性」
４ ヌーカラ皮下注100mgシリンジ 購入予定数量63瓶 購入等 随意  3. 9.30 
㈱スズケン岐阜支店 岐阜県岐阜市六条大溝３４18 10572269円 ｃ「緊急性」

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター院長 長谷川好規 （愛知県名古屋市
中区三の丸４１１）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 23
22、31 輸液ポンプ 150台 購入等 随意  3. 9.13 ㈱八神製作所 愛知県名古
屋市中区千代田二丁目16番30号 27225000円 ｃ「緊急性」

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター院長 長谷川好規 （愛知県名古屋市
中区三の丸４１１）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 23
４ 医薬品１品目 購入等 随意  3. 9.22 ㈱アルフレッサ 愛知県名古屋市西区
天塚町４66 26922614円 ｃ「緊急性」
４ 医薬品４品目 購入等 随意  3. 9.22 ㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片
端８ 200255225円 ｃ「緊急性」
４ 医薬品１品目 購入等 随意  3. 9.22 中北薬品㈱ 愛知県名古屋市西区天塚
町４66 18257613円 ｃ「緊急性」
４ 医薬品１品目 購入等 随意  3. 9.22 東邦薬品㈱ 愛知県名古屋市名東区社
台三丁目120 44859292円 ｃ「緊急性」

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター院長 松村 泰志 （大阪府大阪市中央
区法円坂２１14）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 27
４ 医薬品調達契約 505品目 購入等 一般  3. 9.22 ㈱ケーエスケー 大阪
市中央区本町橋１丁目20番 ㈱メディセオ 東京都中央区八重洲２丁目７番15号 榎本薬品
㈱ 大阪府吹田市南金田２丁目８番37号 東和薬品㈱大阪営業所 大阪府大阪市中央区城見１
４70住友生命ＯＢプラザビル１Ｆ 1068898132円 637451783円 8283823円 
9673049円  3. 7.30 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター 院長 平林 秀裕 （奈良県奈良市七
条２丁目789番地）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 29
４ スピンラザ髄注12㎎１Ｖ ６本 購入等 一般  3. 7.29 アルフレッサ株式会
社奈良支店 奈良県奈良市東九条町178番１ 56388558円  3. 6. 7 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構米子医療センター院長 長谷川純一 （鳥取県米子市車尾
４17１）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 31
４ 医薬品 一式 購入等 一般  3. 9.27 ティーエスアルフレッサ㈱米子支店
鳥取県米子市上福原1315番地５、㈱エバルス 広島県広島市中区基町11番10号 合人社広島紙屋町
ビル、㈱サンキ 広島県広島市西区草津港３丁目３番33号、㈱セイエル 広島県広島市西区商工セ
ンター５丁目１１、東和薬品㈱松江営業所 島根県松江市東津田町188710、㈱西日本ジェネリッ
ク 岡山県岡山市北区田中153101 ティーエスアルフレッサ㈱米子支店 62400901円、㈱エ
バルス 41364711円、㈱サンキ 81280085円、㈱セイエル 50992386円、東和薬品㈱松江営業
所 5234240円、㈱西日本ジェネリック 3468295円  3. 8. 6 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構中国四国グループ総括長 藤岡 裕樹 （広島県東広島市
西条町寺家513）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 34
７ 看護衣（女性用）他27件 購入等 一般  3. 9.27 日昇産業㈱ 広島県広島市
西区商工センター２1210 18244754円  3. 8. 2 最低価格
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