
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

手術室用無停電電源装置(UPS)
蓄電池交換工事

R3.6.22

三菱電機プラントエンジ
ニアリング（株）東日本本
部　東北支社
宮城県仙台市青葉区花
京院一丁目１番２０号

一般競争入札 - 15,906,000 -

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

徳村　弘実



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

該当なし

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

徳村　弘実



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

検査試薬 R3.4.1
純正化学（株）
宮城県仙台市若林区卸町１－
２－３

一般競争入札 - 2,984,642 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

検査試薬 R3.4.1
丸木医科器械（株）
宮城県仙台市太白区西中田３
－２０－７

一般競争入札 - 5,844,190 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

検査試薬 R3.4.1
（株）バイタルネット
宮城県仙台市青葉区大手町１
－１

一般競争入札 - 5,836,698 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

検査試薬 R3.4.1
（株）南部医理科
宮城県仙台市泉区南光台４－
２８－１５

一般競争入札 - 16,562,238 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

検査試薬 R3.4.1
（株）シバタインテック
宮城県仙台市若林区卸町２－
１１－３

一般競争入札 - 20,036,841 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

検査試薬 R3.4.1
仙台和光純薬（株）
宮城県仙台市若林区卸町東２
－２−３２

一般競争入札 - 316,353 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

検査試薬 R3.4.1
東北化学薬品（株）
宮城県黒川郡大和町吉岡東３
－７−１４

一般競争入札 - 1,253,219 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

都市ガス R3.4.1
仙台市ガス局
宮城県仙台市宮城野区幸町５
丁目１３－１

一般競争入札 - 948,901,799 -
複数年契約
契約金額は調達予定総額

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

徳村　弘実



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

徳村　弘実

電気 R3.4.1
東北電力（株）
宮城県仙台市青葉区中央４－
６－１

一般競争入札 - 328,248,831 -
複数年契約
契約金額は調達予定総額

被服の購入（年間調達分） R3.4.1
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９－５１

一般競争入札 - 6,632,707 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

被服の購入（年間調達分） R3.4.1
（株）ダイコクヤ
宮城県仙台市青葉区二日町５
－２８

一般競争入札 - 1,323,630 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

安全キャビネット１式 R3.4.1
（株）シバタインテック
宮城県仙台市若林区卸町二丁
目１１番地３

一般競争入札 - 1,936,000 -

除害設備維持管理業務 R3.4.1
東北藤吉工業（株）
宮城県仙台市若林区蒲町１８
番１号

一般競争入札 - 1,485,000 -

ボイラー・第一種圧力容器性能
検査前整備

R3.4.1
大創工業（株）
宮城県仙台市若林区志波町１
３番２３号

一般競争入札 - 3,003,000 -

常用発電設備（２号機）点検及
び修繕

R3.4.1
（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

一般競争入札 - 4,510,000 -

吸収冷凍機定期点検 R3.4.1

パナソニック産機システムズ
（株）
宮城県仙台市泉区泉中央３丁
目８番３号

一般競争入札 - 1,806,200 -



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

徳村　弘実

消防設備点検 R3.4.1
能美防災（株）
宮城県仙台市青葉区本町１丁
目２番２０号

一般競争入札 - 7,040,000 -

臨床検査システム保守 R3.4.1
（株）南部医理科
宮城県仙台市泉区南光台４丁
目２８番１５号

一般競争入札 - 3,740,000 -

医療ガス設備点検業務 R3.4.1
（株）エフエスユニ
宮城県仙台市太白区大野田４
丁目２６番４号

一般競争入札 - 3,278,000 -

給食業務 R3.4.1

日清医療食品（株）仙台支店
宮城県仙台市青葉区一番町一
丁目９番１号　仙台トラストタ
ワー２３階

一般競争入札 - 575,635,962 -
複数年契約
契約金額は調達予定総額

滅菌業務 R3.4.1

エア・ウォーター・メディエイチ
（株）
東京都品川区西五反田二丁目
１２番３号

一般競争入札 - 28,168,800 -

情報システム運用支援業務 R3.4.1

（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１丁
目６－３５　東京建物仙台ビル

一般競争入札 - 15,510,000 -

保育所運営業務 R3.4.1

ライクアカデミー（株）
東京都渋谷区道玄坂１－１２－
１　渋谷マークシティ　ウェスト１
７階

一般競争入札 - 53,513,460 -
複数年契約
契約金額は調達予定総額

会計窓口業務 R3.4.1
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２
の９

一般競争入札 - 27,918,000 -



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

徳村　弘実

施設管理業務 R3.4.1
ヒューマンリソシア（株）
東京都新宿区西新宿７－５－２
５

一般競争入札 - 4,597,560 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

施設業務 R3.4.1
（株）ルフト・メディカルケア
東京都新宿区西新宿１－２６－
２　新宿野村ビル２８Ｆ

一般競争入札 - 3,421,440 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

用度業務 R3.4.1
（株）ルフト・メディカルケア
東京都新宿区西新宿１－２６－
２　新宿野村ビル２８Ｆ

一般競争入札 - 3,421,440 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

健診部業務 R3.4.1
（株）ルフト・メディカルケア
東京都新宿区西新宿１－２６－
２　新宿野村ビル２８Ｆ

一般競争入札 - 13,685,760 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

診療情報管理室業務 R3.4.1
ヒューマンリソシア（株）
東京都新宿区西新宿７－５－２
５

一般競争入札 - 3,421,440 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

医師事務作業補助者業務 R3.4.1
ヒューマンリソシア（株）
東京都新宿区西新宿７－５－２
５

一般競争入札 - 3,421,440 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

医師事務作業補助者業務 R3.4.1
ヒューマンリソシア（株）
東京都新宿区西新宿７－５－２
５

一般競争入札 - 17,107,200 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

医師事務作業補助者業務 R3.4.1
（株）スタッフサービス
宮城県仙台市青葉区中央１－
３－１ＡＥＲ

一般競争入札 - 10,264,320 -
単価契約
契約金額は調達予定総額



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

徳村　弘実

医師事務作業補助者業務 R3.4.1
（株）ルフト・メディカルケア
東京都新宿区西新宿１－２６－
２　新宿野村ビル２８Ｆ

一般競争入札 - 3,421,440 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

医師事務作業補助者業務 R3.4.1

パーソルテンプスタッフカメイ
（株）
宮城県仙台市青葉区花京院１
丁目１番２０号

一般競争入札 - 3,421,440 -
単価契約
契約金額は調達予定総額

内視鏡VPPシステム賃貸借１式 R3.5.1
ティーメディクス(株)
東京都新宿区西新宿１－２２－
２

一般競争入札 - 141,804,432 -
複数年契約
契約金額は調達予定総額

除細動装置２式 R3.5.31
（株）シバタインテック
宮城県仙台市若林区卸町二丁
目１１番地３

一般競争入札 - 1,699,500 -

乳房Ｘ線撮影装置保守 R3.6.1
コセキ（株）
宮城県仙台市青葉区堤通雨宮
町２番２６号

一般競争入札 - 1,925,000 -

給水メーター交換作業 R3.6.28
新日本空調（株）
宮城県仙台市青葉区一番町３
丁目７番１号

一般競争入札 - 1,265,000 -

ナースコール連動用ＰＨＳ増設
に伴うナースコール改修

R3.6.28
オー・ティー・エス（株）
宮城県仙台市青葉区花京院２
丁目１番６２号

一般競争入札 - 3,003,000 -

Ｘ線骨密度測定装置修理 R3.6.30
東洋メディック（株）仙台支店
宮城県仙台市泉区泉中央３丁
目２９番７号

一般競争入札 - 3,426,390 -



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

血液製剤 R3.4.1

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条第6号）

- 19,373,839 - 0
単価契約
契約金額は調達予定総額

放射性医薬品 R3.4.1

（公社）日本アイソトープ
協会
東京都文京区本駒込２
－２８－４５

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条第6号）

- 4,600,310 - 0
単価契約
契約金額は調達予定総額

カーテン賃貸借 R3.4.1
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９－５１

供給可能な契約相手が他にい
ないため。（会計細則第52条
第6号）

- 4,910,400 - 0

オーダリングシステム再リース R3.4.1
日通商事（株）仙台支店
宮城県仙台市宮城野区
苦竹３－１－１

供給可能な契約相手が他にい
ないため。（会計細則第52条
第6号）

- 4,428,454 - 0

手術台システム再リース R3.4.1

ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株)
宮城県仙台市青葉区中
央４－６－１

物件の所有者以外に再リース
を行うことが出来ないため。（会
計細則第52条第6号）

- 1,191,960 - 0

広報業務 R3.4.1

（株）メディカルノート
東京都港区虎ノ門１丁
目１７番１号虎ノ門ヒルズ
ビジネスタワー１４階

公募 - 3,300,000 - 0 契約金額は調達予定総額

低温プラズマ滅菌装置保守 R3.4.1
丸木医科器械（株）
宮城県仙台市太白区西
中田三丁目２０ 番７ 号

公募 - 1,210,000 - 0

８０列ＣＴ装置保守点検 R3.4.1

キャノンメディカルシステ
ムズ（株）
宮城県仙台市青葉区南
吉成２丁目１７番２号

公募 - 2,112,000 - 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

徳村　弘実



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

徳村　弘実

磁気共鳴断層撮影装置（１式）
定期点検業務

R3.4.1

ＧＥヘルスケア・ジャパン
（株）
宮城県仙台市青葉区中
央２丁目８番１３号

公募 - 1,760,000 - 0

職員食堂運営業務及び保育所
給食業務

R3.4.1
北日本幸食（有）
宮城県仙台市泉区南光
台２－２６－２１

公募 - 3,405,600 - 0

昇降機設備保守 R3.4.1

日本オーチス・エレベー
タ（株）
宮城県仙台市青葉区一
番町１丁目３番１号

再度の入札に付しても落札者
がないとき（会計細則53条第1
項）

- 11,404,800 - 0

休日夜間受付業務 R3.4.1
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿
河台２の９

再度の入札に付しても落札者
がないとき（会計細則53条第1
項）

- 15,483,600 - 0

ナーシングスキル日本版利用契
約

R3.4.1
エルゼビアＢ．Ｖ．
オランダ王国アムステル
ダム市ラーダーヴェヒ２９

供給可能な契約相手が他にい
ないため。（会計細則第52条
第6号）

- 3,534,300 - 0

電子カルテシステム等保守業務 R3.4.1

（株）ソフトウェア・サービ
ス
大阪府大阪市淀川区西
宮原２丁目６番１号

当該物件保守については、調
達時の契約において保守費用
が定められており、契約相手
方を特定するため。（会計細則
第52条第6号）

- 43,633,920 - 0

来院者検温業務 R3.4.1
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿
河台２の９

新型コロナウイルス感染症患
者の受入れ増に伴う、職員の
業務負担軽減のため緊急に委
託が必要のため。（会計細則
第52条第1号）

- 2,772,000 - 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
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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

徳村　弘実

全自動遺伝子解析装置購入 R3.4.30
仙台和光純薬（株）
宮城県仙台市若林区卸
町東二丁目２－３２

新型コロナウイルス感染症の
感染患者の受入れに伴い緊
急に整備が必要となったた
め。（会計細則第52条第1号）

- 836,000 - 0

全自動遺伝子解析装置購入 R3.4.30
仙台和光純薬（株）
宮城県仙台市若林区卸
町東二丁目２－３２

新型コロナウイルス感染症の
感染患者の受入れに伴い緊
急に整備が必要となったた
め。（会計細則第52条第1号）

- 5,445,000 - 0

加温加湿搭載型フロージェネ
レーター購入

R3.5.6
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

新型コロナウイルス感染症の
感染患者の受入れに伴い緊
急に整備が必要となったた
め。（会計細則第52条第1号）

- 3,405,600 - 0

感染対策室等業務 R3.5.12
ヒューマンリソシア（株）
東京都新宿区西新宿７
－５－２５

新型コロナウイルス感染症患
者の急増に伴い、感染管理認
定看護師の業務負担軽減の
ため、緊急に感染対策室等に
関する業務の委託が必要のた
め。（会計細則第52条第1号）

- 1,536,480 - 0
単価契約
契約金額は調達予定総額

５階東病棟（COVID－１９感染
症専用病棟）清掃業務

R3.5.17
（株）東武
宮城県仙台市青葉区立
町１番２号

新型コロナウイルス感染症の
入院患者の急増に伴い、看護
師の業務負担軽減のため、緊
急に専用病棟における業務委
託が必要のため。（会計細則
第52条第1号）

- 9,699,360 - 0

安全キャビネット購入 R3.5.24

（株）南部医理科　仙台
支店
宮城県仙台市泉区南光
台４－２８－１５

新型コロナウイルス感染症の
感染患者の受入れに伴い緊
急に整備が必要となったた
め。（会計細則第52条第1号）

- 1,540,000 - 0

温冷配膳車購入 R3.6.9

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

再度の入札に付しても落札者
がないとき（会計細則53条第1
項）

- 2,585,000 - 0


