
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

ＭＲＩ更新に係る工事 R1.6.17
（有）伊達シールド工業
宮城県仙台市太白区佐

保山６－２１
一般競争入札 - 31,752,000 -

制御・非常照明用直流電源装置
蓄電池更新工事

R1.7.3
ミカド電装商事（株）
宮城県仙台市若林区新
寺３－４－３０

一般競争入札 - 3,672,000 -

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

該当無し

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

ボイラー・第一種圧力容器性能検査
前整備

H31.4.1
大創工業（株）
宮城県仙台市若林区志波町１３－
２３

一般競争入札 - 2,300,400 -

排水処理施設維持管理業務 H31.4.1
東北藤吉工業（株）
宮城県仙台市若林区蒲町１８－１

一般競争入札 - 1,458,000 -

常用発電設備（２号機）オーバー
ホール

R1.5.16
（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８－８

一般競争入札 - 28,080,000 -

A重油購入 H31.4.9
（株）気仙沼商会
宮城県気仙沼市魚市場前４－２１

一般競争入札 - 3,316,800 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

被服の購入（年間調達分） H31.4.1
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 - 1,110,377 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

ボイラー・第一種圧力容器性能検査
前整備

H31.4.1
大創工業（株）
宮城県仙台市若林区志波町１３－
２３

一般競争入札 - 2,300,400 -

排水処理施設維持管理業務 H31.4.1
東北藤吉工業（株）
宮城県仙台市若林区蒲町１８－１

一般競争入札 - 1,458,000 -

吸収冷凍機定期点検業務 H31.4.1
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１－１－
２

一般競争入札 - 1,406,160 -

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

医療ガス設備保守点検業務 H31.4.1
（株）エフエスユニ
宮城県仙台市太白区大野田４－２
６－４

一般競争入札 - 3,240,000 -

医事業務委託 H31.4.1
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２－９

一般競争入札 - 445,953,600 -

休日夜間受付業務委託 H31.4.1
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２－９

一般競争入札 - 16,848,000 -

寝具等洗濯業務委託 H31.4.1
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 - 54,338,813 -

滅菌業務委託 H31.4.1
エア・ウォーター・メディエイチ（株）
東京都品川区西五反田２－１２－３

一般競争入札 - 24,533,280 -

情報システム業務委託 H31.4.1
（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１－６－
３５

一般競争入札 - 14,256,000 -

医師事務作業補助者業務派遣 H31.4.1
ヒューマンリソシア（株）
東京都新宿区西新宿７－５－２５

一般競争入札 - 11,625,293 -

医師事務作業補助者業務派遣 H31.4.1
（株）スタッフサービス
東京都千代田区神田練塀町８５

一般競争入札 - 2,906,323 -

医師事務作業補助者業務派遣 H31.4.1
（株）ルフト・メディカルケア
東京都新宿区新宿１－９－７

一般競争入札 - 5,812,646 -



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

給与業務派遣 H31.4.1
ヒューマンリソシア（株）
東京都新宿区西新宿７－５－２５

一般競争入札 - 2,927,232 -

ＨＥＰＡフィルター交換作業 R1.9.5
イワコー（株）
宮城県仙台市青葉区栗生５－７－
８

一般競争入札 - 1,393,200 -

マイコンカルテ棚解体撤去等作業 R1.9.18
南部医理科（株）
宮城県仙台市泉区南光台４－２８
－１５

一般競争入札 - 1,944,000 -

A重油１種２号（硫黄分０．７％以下）
購入

R1.8.6
竹中産業(株)
宮城県仙台市青葉区一番町２－７
－１２

一般競争入札 - 3,240,000 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

A重油１種２号（硫黄分０．７％以下）
購入

R1.9.9
(株)宇佐美エナジー
宮城県宮城郡利府町森郷字新太
子堂１７７－１

一般競争入札 - 2,856,000 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

ＭＲＩ周辺機器１式 R1.7.31
キヤ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２－１
７－２

一般競争入札 - 14,396,400 -

全身麻酔器１式 R1.7.31
丸木医科器械（株）
宮城県仙台市太白区西中田３－２
０－７

一般競争入札 - 7,020,000 -

自動免疫染色装置１式 R1.9.26
南部医理科（株）
宮城県仙台市泉区南光台４－２８
－１５

一般競争入札 - 6,545,000 -

給食管理システム１式 R1.9.26
（株）エスエフシー新潟
新潟県新潟市中央区南出来島１
－１０－２１

一般競争入札 - 5,918,000 -



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

常用発電設備（2号機）オーバー
ホール

R1.5.16
（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８－８

一般競争入札 - 28,080,000 -

中央放射線部系統送風機修繕作業 R2.10.31
日比谷総合設備（株）
宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２
－８

一般競争入札 - 1,059,300 -

医薬品購入 R1.9.30
（株）スズケン
宮城県仙台市泉区市名坂字黒木
川原５－１

一般競争入札 - 80,620,767 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

医薬品購入 R1.9.30
（株）バイタルネット
宮城県仙台市泉区八乙女三丁目
３－１

一般競争入札 - 35,737,572 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

医薬品購入 R1.9.30
（株）マルタケ
宮城県仙台市宮城野区日の出町
一丁目６－３０

一般競争入札 - 7,385,907 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

医薬品購入 R1.9.30
（株）メディセオ
宮城県仙台市宮城野区扇町３－５
－２２

一般競争入札 - 40,144,782 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

医薬品購入 R1.9.30
東邦薬品（株）
宮城県仙台市青葉区木町通１－３
－７

一般競争入札 - 18,712,751 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

医薬品購入 R1.9.30
東北アルフレッサ（株）
宮城県仙台市宮城野区岩切分台
２丁目１１番２

一般競争入札 - 49,671,476 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

医薬品購入 R1.9.30
東和薬品（株）
宮城県仙台市若林区荒七丁目４２
番地の４

一般競争入札 - 751,113 -
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

徳村　弘実

医薬品購入（政府調達） R1.9.30
（株）バイタルネット
宮城県仙台市泉区八乙女三丁目
３－１

一般競争入札 - 92,190,463 -
単価契約
契約金額は予定調達総額

被服購入（定期購入分） R2.2.3
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 - 4,438,500 -



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

病院ダッシュボードｘ利用契約 H31.4.1

（株）グローバルヘルスコン
サルティング・ジャパン
東京都新宿区新宿６－２７
－３０

契約業者は当該製品の製作元で
あり、当該製品を提供できる唯一
の機関であるため（会計細則第52
条第6号）

- 2,106,000 - 0

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分（高
濃度ＰＣＢ）

R1.5.1
中間貯蔵・環境安全事業
（株）　北海道ＰＣＢ事業所
北海道室蘭市仲町１４－７

特別管理産業廃棄物（ポリ塩化ビ
フェニル（PCB）廃棄物）の処理業
務は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の適正な処理に関する特別措置
法」（PCB処理特別措置法）及び
「日本環境安全事業株式会社法」
に基づき設立された、中間貯蔵・
環境安全事業株式会社のみが
行っている。
宮城県で処理業務の認可を受け
ているのは、中間貯蔵・環境安全
事業株式会社の北海道PCB処理
事業所しか存在せず、当院に保
管中のPCB廃棄物の処理につい
ては、宮城県の処理計画により当
該業者に指定されていることから、
競争に付することが許されないた
め。（会計細則第52条第6号）

- 6,658,544 - 0

上下水道 H31.4.1
仙台市水道局
宮城県仙台市太白区南大
野田２９－１

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）

- 66,271,456 - 0

輸液ポンプ・シリンジポンプ1式に係
るファイナンス・リース

R1.6.18
ＮＴＴファイナンス（株）
宮城県仙台市青葉区国分
町３－１－２

再度の入札に付しても落札者が
無い時。（会計細則第53条第1項）

- 7,309,440 - 0

受変電設備定期点検作業（新病棟） R1.5.28
東光電気工事（株）
宮城県仙台市青葉区上杉
６－２－２３

再度の入札に付しても落札者が
無い時。（会計細則第53条第1項）

- 2,538,000 - 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

特殊建築物等定期報告書作成業務 R1.6.11
（株）淺沼組
宮城県仙台市青葉区上杉
１－１５－１７

再度の入札に付しても落札者が
無い時。（会計細則第53条第1項）

- 2,322,000 - 0

消防設備点検業務 H31.4.1
能美防災（株）
宮城県仙台市青葉区本町
１－２－２０

再度の入札に付しても落札者が
無い時。（会計細則第53条第1項）

- 4,752,000 - 0

昇降機設備保守一式 H31.4.1

日本オーチス・エレベータ
（株）
宮城県仙台市青葉区一番
町１－３－１

再度の入札に付しても落札者が
無い時。（会計細則第53条第1項）

- 1,073,880 - 0

（株）Ａ＆Ｔ　ＣＬＩＮＩＬＡＮ保守 H31.4.1
（株）南部医理科
宮城県仙台市泉区南光台
４－２８－１５

公募方式実施要綱第10号 - 3,672,000 - 0

キャノンメディカルシステムズ（株）
Ａｑｕｉｌｉｏｎ　ＰＲＩＭＥ保守

H31.4.1

キヤ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２－１７－２

当該物件保守については、調達
時の基本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）

- 12,960,000 - 0

電子カルテシステム等保守業務 H31.4.1
（株）ソフトウェア・サービス
大阪府大阪市淀川区西宮
原２－６－１

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）

- 37,715,652 - 0

ＧＥヘルスケア・ジャパン（株）　ＳＹ
ＧＮＡ　ＥＸＣＩＴＥ　ＥｃｈｏＳｐｅｅｄ　Ｐｌ
ｕｓ保守

H31.4.1

GEヘルスケア・ジャパン
（株）
宮城県仙台市泉区泉中央
３－８－３

公募方式実施要領第10号 - 9,755,424 - 0

乳房X線撮影装置 R1.6.1
コセキ（株）
宮城県仙台市青葉区堤通
雨宮町２－２６

公募方式実施要領第10号 - 1,998,000 - 0

GE社製　麻酔器（５台）点検業務 H31.4.1
（株）シバタインテック
宮城県仙台市若林区卸町
２－１１－３

公募方式実施要領第10号 - 2,041,200 - 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

徳村　弘実

特定保守管理医療機器（血液浄化
装置２式）の点検業務

R1.6.1
（株）テクノメディカル
宮城県仙台市若林区三百
人町１８０

公募方式実施要領第10号 - 1,325,073 - 0

特定保守管理医療機器（人工呼吸
器５式）の点検業務

R1.6.1
丸木医科器械（株）
宮城県仙台市太白区西中
田３－２０－７

公募方式実施要領第10号 - 1,026,000 - 0

コルポスコープ１式 R1.7.2
丸木医科器械（株）
宮城県仙台市太白区西中
田３－２０－７

再度の入札に付しても落札者が
無い時。（会計細則第53条第1項）

- 1,620,000 - 0

MRI更新に伴うRIS・PACSとの接続
作業

R1.8.1
コセキ（株）
宮城県仙台市青葉区堤通
雨宮町２－２６

当該システムの設計等を担当した
業者であり、診療に係る重大シス
テムのため、開発元の業者と随意
契約をする。（会計細則第52条第
6号）

- 2,754,000 - 0

一般撮影装置更新に伴うRISとの接
続作業

R1.8.20
コセキ（株）
宮城県仙台市青葉区堤通
雨宮町２－２６

当該システムの設計等を担当した
業者であり、診療に係る重大シス
テムのため、開発元の業者と随意
契約をする。（会計細則第52条第
6号）

- 1,566,000 - 0

公用車の再リース R1.8.2
(株)トヨタレンタリース
宮城県仙台市青葉区本町
２－１１－３３

当該物件は、物件の所有者以外
に再リースを行うことができないた
め。（会計細則第52条第6号）

- 1,399,680 - 0

今日の臨床サポート利用契約 R1.11.1
丸善雄松堂（株）
宮城県仙台市青葉区一番
町２－１０－１７

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。
（会計細則第52条第6号）

- 1,421,090 - 0

位置決めＣＴ装置（１６列）保守 R1.9.26

キヤ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２－１７－２

公募方式実施要領第10号 - 1,214,400 - 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

徳村　弘実

ＭＲＩ用チラー修繕 R2.2.6

GEヘルスケア・ジャパン
（株）
宮城県仙台市青葉区中央
２－８－１３

診療に大きな支障をきたし、患者
数及び収入に影響するため。
（会計細則第52条第1号）

- 5,021,544 - 0


