
様式第21号（第27条の２関係）

施設名

施設の所在地

契約担当役氏名

工事の名称、場所、
期間及び種別

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

一般競争入札・
指名競争入札・
公募の別

（総合評価の実施）

予定価格
（消費税含。
単位：円）

契約金額
（消費税含。単位：円）

落札率 備　考

非常用発電設備蓄電池更新工事 H29.9.29
（株）北辰エース
宮城県仙台市青葉区柏木
一丁目２番４５号

一般競争入札 - 3,672,000 -

非常用発電設備部品交換工事 H29.11.22
（株）北辰エース
宮城県仙台市青葉区柏木
一丁目２番４５号

一般競争入札 - 8,586,000 -

競争入札に係る情報の公表（工事）
東北労災病院

宮城県仙台市青葉区台原4-3-21

佐藤　克巳



様式第22号（第27条の２関係）

施設名

施設の所在地

契約担当役氏名

工事の名称、場所、
期間及び種別

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

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
（消費税含。
単位：円）

契約金額
（消費税含。
単位：円）

落札率
再就職の
役員の数

備　考

既設2号井戸改修工事 H29.7.12

新日本空調(株)
宮城県仙台市青葉区一番
町３－７－１電力ビル本館４
階

一般競争入札を行ったが落札者
がいなかったため、会計細則第５
３条に該当。

- 6,782,400 - 0

随意契約に係る情報の公表（工事）
東北労災病院

宮城県仙台市青葉区台原4-3-21

佐藤　克巳



様式第23号（第27条の２関係）

施設名

施設の所在地

契約担当役氏名

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

一般競争入札・
指名競争入札・
公募の別

（総合評価の実施）

予定価格
（消費税含。
単位：円）

契約金額
（消費税含。単位：円）

落札率 備　考

建物清掃業務委託料 H29.2.17
(株)東武
宮城県仙台市青葉区立町１番２号

一般競争 - 96,163,200 - 2年総額

一般事務(臨床研修)業務派遣 H29.3.22
ヒューマンリソシア(株)
東京都新宿区西新宿７丁目５番２５
号

一般競争 - 2,951,424 -

医師事務作業補助者業務派遣(追
加)

H29.3.22
(株)スタッフサービス
東京都千代田区神田錬塀町８５番
地

一般競争 - 2,930,342 -

一般事務(用度施設)業務派遣 H29.3.22
(株)ルフト・メディカルケア
東京都新宿区新宿１丁目９番７号
第１３大鉄ビル９・１０階

一般競争 - 2,930,342 -

給食業務委託 H29.3.23
日清医療食品(株)
宮城県仙台市青葉区一番町１丁
目９番１号仙台トラストタワー２３階

一般競争 - 186,879,420 -

寝具等洗濯業務委託 H29.3.23
ワタキューセイモア(株)
宮城県仙台市青葉区上愛子字上
遠野原９番５１号

一般競争 - 49,502,867 -

情報システム業務委託 H29.3.23
(株)東北メディカルエイドサービス
宮城県仙台市青葉区中央一丁目
６番３５号東京建物仙台ビル

一般競争 - 28,512,000 - 2年総額

滅菌業務委託 H29.3.23
エア・ウォーター・メディエイチ(株)
東京都品川区西五反田２丁目１２
番３号第一誠実ビル７階

一般競争 - 24,533,280 -

医師事務作業補助者業務派遣 H29.3.24
ヒューマンリソシア(株)
東京都新宿区西新宿７丁目５番２５
号

一般競争 - 22,938,336 -

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）
東北労災病院

宮城県仙台市青葉区台原4-3-21

佐藤　克巳



様式第23号（第27条の２関係）

施設名

施設の所在地

契約担当役氏名

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

一般競争入札・
指名競争入札・
公募の別

（総合評価の実施）

予定価格
（消費税含。
単位：円）

契約金額
（消費税含。単位：円）

落札率 備　考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）
東北労災病院

宮城県仙台市青葉区台原4-3-21

佐藤　克巳

会計窓口業務委託 H29.3.31
(株)ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２の９

一般競争 - 8,553,600 -

医事業務委託 H29.3.31
(株)ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２の９

一般競争 - 152,928,544 -

休日夜間受付業務委託 H29.3.31
(株)ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２の９

一般競争 - 10,303,200 -

検査試薬 H29.4.1
(株)シバタインテック
宮城県仙台市若林区卸町２丁目１
１番３号

一般競争 - 15,455,378 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

検査試薬 H29.4.1
(株)スズケン
宮城県仙台市泉区名坂字黒木川
原５番１号

一般競争 - 2,500,736 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

検査試薬 H29.4.1
(株)バイタルネット
宮城県仙台市青葉区大手町１番１
号

一般競争 - 13,935,505 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

検査試薬 H29.4.1
丸木医科器械(株)
宮城県仙台市青葉区上杉１丁目１
１番２０号

一般競争 - 4,407,750 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

検査試薬 H29.4.1
純正化学(株)
宮城県仙台市若林区卸町１丁目２
番３号

一般競争 - 2,510,016 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

検査試薬 H29.4.1
東邦薬品(株)
宮城県仙台市若林区卸町２丁目１
０番３号

一般競争 - 30,647,603 -
単価契約
契約金額は予定調達総額



様式第23号（第27条の２関係）

施設名

施設の所在地

契約担当役氏名

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

一般競争入札・
指名競争入札・
公募の別

（総合評価の実施）

予定価格
（消費税含。
単位：円）

契約金額
（消費税含。単位：円）

落札率 備　考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）
東北労災病院

宮城県仙台市青葉区台原4-3-21

佐藤　克巳

検査試薬 H29.4.1
(株)南部医理科
宮城県仙台市泉区南光台４丁目２
８番１５号

一般競争 - 12,536,918 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

消防設備管理業務 H29.4.1
能美防災(株)
宮城県仙台市青葉区本町１丁目２
番２０号

一般競争 - 5,076,000 - 2年総額

一般事務(用度)業務派遣 H29.4.7
(株)ルフト・メディカルケア
東京都新宿区新宿１丁目９番７号
第１３大鉄ビル９・１０階

一般競争 - 2,858,284 -

一般事務(健診)業務派遣 H29.4.7
(株)ルフト・メディカルケア
東京都新宿区新宿１丁目９番７号
第１３大鉄ビル９・１０階

一般競争 - 2,858,284 -

デジタル複合機賃貸借及び保守 H29.5.17
富士ゼロックス宮城(株)
宮城県仙台市青葉区五橋１丁目１
番２３号

一般競争 - 21,683,340 - 5年総額

重油購入 H29.5.22
(株)丸山
宮城県白石市城南１丁目２番３３号

一般競争 - 4,057,200 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

常用発電設備不具合修繕 H29.6.1
(株)明電エンジニアリング
宮城県仙台市若林区六丁の目元
町８番８号

一般競争 - 4,795,200 -

常用発電機設備点検 H29.6.1
(株)明電エンジニアリング
宮城県仙台市若林区六丁の目元
町８番８号

一般競争 - 3,045,600 -

乳房X線撮影装置保守 H29.6.1
コセキ(株)
宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町
２番２６号

一般競争 - 3,931,200 - 2年総額



様式第23号（第27条の２関係）

施設名

施設の所在地

契約担当役氏名

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

一般競争入札・
指名競争入札・
公募の別

（総合評価の実施）

予定価格
（消費税含。
単位：円）

契約金額
（消費税含。単位：円）

落札率 備　考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）
東北労災病院

宮城県仙台市青葉区台原4-3-21

佐藤　克巳

重油購入 H29.6.27
丸山(株)
宮城県白石市城南１丁目２番３３号

一般競争 - 5,321,200 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

特殊建築物等定期報告書作成業務 H29.7.6
(株)淺沼組
宮城県仙台市青葉区上杉一丁目
１５番１７号

一般競争 - 1,458,000 -

独立行政法人労働者健康安全機構
東北労災病院ホームページ改修業
務

H29.8.10
（株）エスエムティ
宮城県仙台市青葉区本町一丁目
１１番２号ＳＫ仙台ビル３０１

企画競争 - 2,700,000 -

全自動散薬分包機購入 H29.8.23
丸木医科器械（株）
宮城県仙台市太白区西中田３丁
目２０番７号

一般競争 - 3,780,000 -

空調・防犯用中央監視装置廻り本
体及び寿命部品交換作業

H29.9.22
アズビル(株)
宮城県仙台市青葉区一番町１丁
目９番１号

一般競争 - 6,220,800 -

歯科用デジタルパノラマ画像システ
ム購入

H29.9.29
（株）シバタインテック
宮城県仙台市若林区卸町二丁目
１１－３

一般競争 - 5,238,000 -

空調用中高性能フィルター（手術室
内準備室系統他）交換作業

H29.11.28
イワコー(株)
宮城県仙台市青葉区栗生５丁目７
番８号

一般競争 - 1,555,200 -

厨房系油脂引抜ポンプ交換作業 H30.1.24
東北藤吉工業(株)
宮城県仙台市若林区蒲町１８番１
号

一般競争 - 1,134,000 -

重油購入 H29.10.1
丸山(株)
宮城県白石市城南１丁目２番３３号

一般競争 - 3,337,200 -
単価契約
契約金額は予定調達総額



様式第23号（第27条の２関係）

施設名

施設の所在地

契約担当役氏名

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

一般競争入札・
指名競争入札・
公募の別

（総合評価の実施）

予定価格
（消費税含。
単位：円）

契約金額
（消費税含。単位：円）

落札率 備　考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）
東北労災病院

宮城県仙台市青葉区台原4-3-21

佐藤　克巳

重油購入 H30.1.19
竹中産業(株)
宮城県仙台市青葉区一番町２丁
目７番１２号

一般競争 - 1,097,280 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

被服の購入 H29.12.15
ワタキューセイモア(株)　東北支店
宮城県仙台市青葉区上愛子字上
遠野原９番５１号

一般競争 - 4,296,643 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

医薬品（非共同購入品） H29.10.1
東邦薬品(株)宮城営業部
宮城仙台市青葉区木町通１丁目３
番７号

一般競争 - 42,739,130 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

医薬品（非共同購入品） H29.10.1
(株)恒和薬品仙台第一営業所
宮城県仙台市泉区市名坂字山岸
５０番２号

一般競争 - 22,091,004 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

医薬品（非共同購入品） H29.10.1
(株)メディセオ仙台支店
宮城県仙台市宮城野区扇町３丁
目５番２２号

一般競争 - 8,903,349 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

医薬品（非共同購入品） H29.10.1
(株)マルタケ仙台支店
宮城県仙台市宮城野区日の出町
１丁目６番３０号

一般競争 - 5,520,834 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

医薬品（非共同購入品） H29.10.1
(株)バイタルネット仙台支店
宮城県仙台市泉区八乙女３丁目３
番１号

一般競争 - 38,688,358 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

医薬品（非共同購入品） H29.10.1
(株)スズケン北仙台支店
宮城県仙台市泉区市名坂字黒木
川原５番地１

一般競争 - 59,358,570 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

耳鼻咽喉科ビデオスコープ１式 H29.10.25
チバ器械(株)
宮城県仙台市青葉区上杉１丁目１
１番１０号

一般競争 - 1,728,000 -



様式第23号（第27条の２関係）

施設名

施設の所在地

契約担当役氏名

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

一般競争入札・
指名競争入札・
公募の別

（総合評価の実施）

予定価格
（消費税含。
単位：円）

契約金額
（消費税含。単位：円）

落札率 備　考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）
東北労災病院

宮城県仙台市青葉区台原4-3-21

佐藤　克巳

血液ガス分析装置１式 H29.11.30
(株)シバタインテック
宮城県仙台市若林区卸町２丁目１
１番３号

一般競争 - 3,780,000 -

下膳車１１式 H30.1.19
日本調理機(株)東北支店
宮城県仙台市宮城野区扇町７丁
目２番２３号

一般競争 - 1,821,916 -

温冷配膳車２式 H30.1.19
日本調理機(株)東北支店
宮城県仙台市宮城野区扇町７丁
目２番２３号

一般競争 - 3,410,640 -

電動ベッド３５式 H30.1.24
丸木医科器械(株)
宮城県仙台市太白区西中田３丁
目２０番７号

一般競争 - 6,696,000 -

携帯型超音波診断装置１式 H30.2.23
丸木医科器械(株)
宮城県仙台市太白区西中田３丁
目２０番７号

一般競争 - 5,400,000 -

画像読取装置１式 H30.2.23
コセキ(株)
宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町
２番２６号

一般競争 - 5,594,400 -

生体情報モニタ１式 H30.3.15
丸木医科器械(株)
宮城県仙台市太白区西中田３丁
目２０番７号

一般競争 - 4,482,000 -



様式第24号（第27条の２関係）

施設名

施設の所在地

契約担当役氏名

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

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
（消費税含。
単位：円）

契約金額
（消費税含。
単位：円）

落札率
再就職の
役員の数

備　考

クエン酸ガリウム-Ga６７注射液他３７
品目

H29.4.1

(公社)日本アイソトープ協
会
東京都文京区本駒込二丁
目２８番４５号

放射性医薬品は当該業者以外か
らの調達が不可能のため、会計細
則第５２条６号に該当。

- 10,429,344 - 0
単価契約
契約金額は予定調達総額

血液製剤 H29.4.1

日本赤十字社東北ブロック
血液センター
宮城県仙台市泉区明通二
丁目６番１号

血液製剤は当該業者以外からの
調達が不可能のため、会計細則
第５２条６号に該当。

- 38,355,232 - 0
単価契約
契約金額は予定調達総額

在宅酸素供給装置賃貸借 H29.4.1

フィリップス・レスピロニクス
(合)
東京都港区港南２丁目１３
番３７号フィリップスビル

医療安全上機種の変更が容易に
できないため、会計細則第５２条
第６号に該当。

- 17,342,640 - 0
単価契約
契約金額は予定調達総額

在宅人工呼吸器賃貸借 H29.4.1

フィリップス・レスピロニクス
(合)
東京都港区港南２丁目１３
番３７号フィリップスビル

医療安全上機種の変更が容易に
できないため、会計細則第５２条
第６号に該当。

- 2,332,800 - 0
単価契約
契約金額は予定調達総額

院内人工呼吸器賃貸借 H29.4.1

フィリップス・レスピロニクス
(合)
東京都港区港南２丁目１３
番３７号フィリップスビル

医療安全上機種の変更が容易に
できないため、会計細則第５２条
第６号に該当。

- 2,332,800 - 0
単価契約
契約金額は予定調達総額

持続陽圧呼吸療法装置賃貸借 H29.4.1
帝人在宅医療(株)
東京都千代田区霞が関３
丁目２番１号

医療安全上機種の変更が容易に
できないため、会計細則第５２条
第６号に該当。

- 3,522,744 - 0
単価契約
契約金額は予定調達総額

超音波骨折治療器賃貸借(新鮮) H29.4.1
帝人在宅医療(株)
東京都千代田区霞が関３
丁目２番１号

当該機器を所有している企業が他
に存在しないため、会計細則第２
５条第６号に該当。

- 1,976,832 - 0
単価契約
契約金額は予定調達総額

超音波骨折治療器賃貸借(難治性) H29.4.1
帝人在宅医療(株)
東京都千代田区霞が関３
丁目２番１号

当該機器を所有している企業が他
に存在しないため、会計細則第２
５条第６号に該当。

- 2,298,240 - 0
単価契約
契約金額は予定調達総額

オーダリングシステム再リース H29.4.1
日通商事(株)
宮城県仙台市宮城野区苦
竹三丁目１番１号

再リース物件であり当該業者以外
からの調達が見込めないため、会
計細則第５２条第６号に該当。

- 7,329,912 - 0

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）
東北労災病院

宮城県仙台市青葉区台原4-3-21

佐藤　克巳



様式第24号（第27条の２関係）

施設名

施設の所在地

契約担当役氏名

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

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
（消費税含。
単位：円）

契約金額
（消費税含。
単位：円）

落札率
再就職の
役員の数

備　考

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）
東北労災病院

宮城県仙台市青葉区台原4-3-21

佐藤　克巳

昇降機設備保守 H29.4.1

日本オーチス・エレベータ
(株)
宮城県仙台市青葉区一番
町一丁目３番１号

一般競争入札を行ったが落札者
がいなかったため、会計細則第５３
条に該当。

- 10,575,360 - 0 2年総額

カーテン賃貸借 H29.4.1
ワタキューセイモア(株)
宮城県仙台市青葉区上愛
子字上遠野原９番５１号

公募方式実施要領第10号 - 4,647,456 - 0

個人被ばく線量測定業務 H29.4.1
長瀬ランダウア(株)
茨城県つくば市諏訪Ｃ２２
街区１

公募方式実施要領第10号 - 3,898,173 - 0 3年総額

麻酔器保守点検業務 H29.4.1
(株)シバタインテック
宮城県仙台市若林区卸町
２丁目１１番３号

公募方式実施要領第10号 - 2,446,200 - 0

臨床検査システム保守 H29.4.1
(株)南部医理科
宮城県仙台市泉区南光台
４丁目２８番１５号

公募方式実施要領第10号 - 3,672,000 - 0

医用画像情報システム保守 H29.4.1
コセキ(株)
宮城県仙台市青葉区堤通
雨宮町２番２６号

公募方式実施要領第10号 - 8,932,896 - 0

吸収冷凍機不具合修繕 H29.5.24

パナソニック産機システムズ
(株)
宮城県仙台市泉区上谷刈
１丁目１番２号

公募方式実施要領第10号 - 1,242,000 - 0

インピーダンスオージオメーター H29.6.29
チバ器械(株)
宮城県仙台市青葉区上杉
一丁目１１番２０号

一般競争入札を行ったが落札者
がいなかったため、会計細則第５３
条に該当。

- 1,712,880 - 0

手術台点検作業 H29.7.21
(株)シバタインテック
宮城県仙台市若林区卸町
２丁目１１番３号

公募方式実施要領第10号 - 1,744,200 - 0



様式第24号（第27条の２関係）

施設名

施設の所在地

契約担当役氏名

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

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
（消費税含。
単位：円）

契約金額
（消費税含。
単位：円）

落札率
再就職の
役員の数

備　考

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）
東北労災病院

宮城県仙台市青葉区台原4-3-21

佐藤　克巳

超音波診断装置用プローブ修理 H29.7.28
丸木医科器械(株)
宮城県仙台市青葉区上杉
１丁目１１番２０号

公募方式実施要領第10号 - 1,134,000 - 0

ボイラー・第一種圧力容器設備検査
前整備(９月性能検査分)

H29.8.30
大創工業(株)
宮城県仙台市若林区志波
町１３番２３号

公募方式実施要領第10号 - 1,134,000 - 0

電池電源式骨手術用器械修繕 H29.9.7
丸木医科器械(株)
宮城県仙台市太白区西中
田３丁目２０番７号

公募方式実施要領第10号 - 1,944,000 - 0

解析付心電計購入 H29.9.14
テスコ(株)
宮城県仙台市泉区大沢三
丁目４－３

一般競争入札を行ったが落札者
がいなかったため、会計細則第５３
条に該当。

- 2,039,904 - 0

今日の臨床サポート利用契約 H29.10.27
丸善雄松堂(株)仙台支店
宮城県仙台市青葉区一番
町２丁目１０番１７号

会計細則第５２条（６）
契約の性質又は目的が競争に適
さないとき。

- 1,330,128 - 0
データベース提供元のエルゼビア
社が、代理店を通じての契約以外
受け付けていないため

常用発電設備不具合修繕（２号機
排気配管修繕）

H29.11.14

(株)明電エンジニアリング東
北支店
宮城県仙台市若林区六丁
の目元町８番８号

公募方式実施要領第10号 - 2,430,000 - 0

ガンマカメラ保守点検業務 H29.10.25

東芝メディカルシステムズ
(株)　宮城サービスセンタ
宮城県仙台市青葉区南吉
成２丁目１７番２号

会計細則第５２条（６）
契約の性質又は目的が競争に適
さないとき。

- 1,620,000 - 0

当該物件保守業務については、
調達時の基本契約において保守
契約が定められており、契約相手
方を特定するため。

血管連続撮影装置保守点検業務 H29.10.31

東芝メディカルシステムズ
(株)　宮城サービスセンタ
宮城県仙台市青葉区南吉
成２丁目１７番２号

会計細則第５２条（６）
契約の性質又は目的が競争に適
さないとき。

- 6,894,720 - 0

当該物件保守業務については、
調達時の基本契約において保守
契約が定められており、契約相手
方を特定するため。

一般撮影装置Ｘ線管球（立体側）交
換修理

H29.6.6

島津メディカルシステムズ
(株)　東北支店仙台営業所
宮城県仙台市青葉区大町
１丁目２番１６号

公募方式実施要領第10号 - 3,672,000 - 0



様式第24号（第27条の２関係）
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宮城県仙台市青葉区台原4-3-21

佐藤　克巳

軟性胆道鏡に係る修繕 H29.10.6
丸木医科器械(株)
宮城県仙台市太白区西中
田３丁目２０番７号

公募方式実施要領第10号 - 1,158,840 - 0

一般撮影装置（第４室）管球交換修
理

H30.2.28

キャノンメディカルシステム
ズ(株)宮城サービスセンタ
宮城県仙台市青葉区南吉
成２丁目１７番２号

公募方式実施要領第10号 - 1,836,000 - 0

感染機能付きクリオスタット1式 H30.2.28
(株)南部医理科仙台支店
宮城県仙台市泉区南光台
４丁目２８番１５号

一般入札を行ったが落札者がい
なかったため、会計細則第５３条
に該当。

- 3,056,400 - 0

レセプト請求(DPC)適正化システム1
式

H30.3.12
(株)オアシスMSC
東京都大田区蒲田５丁目３
８番３号

会計細則第５２条（１０）
予定価格が１６０万円を超えない
財産を買い入れるとき。

- 1,328,400 - 0

スチームコンべクションオーブン1式 H30.3.12
(株)マルゼン東北営業所
宮城県仙台市宮城野区原
町２丁目３番４３号

会計細則第５２条（１０）
予定価格が１６０万円を超えない
財産を買い入れるとき。

- 1,198,800 - 0


