
 施設名　　　　　　　　九 州 労 災 病 院

 施設の所在地　　　 福岡県北九州市小倉南区曽根北町1-1

 契約担当役氏名　　院長　　　　岩本　幸英

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

契約の相手方の住所
一般競争入札・指名競争
入札の別（総合評価の実
施）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率 備　考

ベッドメイク業務 平成31年4月1日 太陽セランド(株)
福岡県田川市大字川宮
1200番地

一般競争契約 12,830,400 - 3年契約額

患者給食配膳業務 平成31年4月1日 (有)平岡美装
福岡県北九州市門司区
松原2丁目1番7号

一般競争契約 36,720,000 -

医事業務 平成31年4月1日
(株)メディカル・プラネッ
ト

東京都港区港南2丁目
14-14

一般競争契約 121,271,904 -

クラーク業務 平成31年4月1日
(株)メディカル・プラネッ
ト

東京都港区港南2丁目
14-14

一般競争契約 94,076,640 -

病棟メッセンジャー業務 平成31年4月1日 総合人材センター(株)
鹿児島県鹿児島市大黒
町4番11号
日宝いづろビル

一般競争契約 4,732,888 --

-

様式第２３号（第27条の２関係）

予定価格（消費税を含
む。単位：円）

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）
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警備業務 平成31年4月1日 東洋警備保障㈱
福岡県北九州市小倉北
区今町１丁目１番４１号

一般競争契約 19,148,659 -

電話交換業務 平成31年4月1日 東洋警備保障㈱
福岡県北九州市小倉北
区今町１丁目１番４１号

一般競争契約 12,131,985 - 3年契約額

駐車場管理業務 平成31年4月1日 朝日警備保障(株)
大分県大分市末広町2
丁目10番22号

一般競争契約 7,776,000 - 3年契約額

体外衝撃波結石破砕装置保守業務 平成31年4月1日 (株)キシヤ
福岡県福岡市東区松島
1丁目41番21号

一般競争契約 6,318,000 -

核医学診断装置保守業務 平成31年4月1日
キヤノンメディカルシス
テムズ(株)北九州サー
ビスセンタ

福岡県北九州市小倉北
区紺屋町12番4号
三井住友生命北九州小
倉ビル

一般競争契約 2,717,712 -
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人工呼吸器(9式）保守業務 平成31年4月1日 アイ・エム・アイ(株)
埼玉県越谷市流通団地
3丁目3番12号

一般競争契約 5,646,240 - 2年契約額

医療ガス設備保守 平成31年4月1日 西部特機工業（株）
福岡市博多区豊１丁目
8番21号

一般競争契約 3,196,800 - 2年契約額

麻酔器保守点検業務 平成31年4月1日 山下医科器械(株)
福岡県北九州市小倉南
区下南方1丁目4番1号

一般競争契約 2,624,400 -

一般廃棄物収集運搬処理業務 平成31年4月1日 日本資源流通(株)
福岡県北九州市小倉北
区西港町86番13号

一般競争契約 2,656,800 -

医療廃棄物収集運搬 平成31年4月1日 ミツヤ工業(株)
山口県宇部市大字木田
503番地

一般競争契約 4,626,720 --
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医療廃棄物処理業務 平成31年4月1日 (株)宇部スチール
山口県宇部市小串沖の
山1978番地19

一般競争契約 8,096,760 -

コピー用紙の購入 平成31年4月1日 (株)清和ビジネス
福岡県福岡市博多区博
多駅南1-8-34

一般競争契約 2,962,283 -

動脈圧心拍出量計賃貸借業務 平成31年4月1日 カナヤ医科器械(株)
福岡県北九州市小倉南
区下石田1丁目5番10号

一般競争契約 73,440 -

陰圧創傷治療システム　賃貸借業務 平成31年4月1日 (株)ムトウ
福岡県北九州市小倉北
区篠崎1丁目1番6号

一般競争契約 7,493,051 -

陽圧式人工呼吸器（院内使用）賃貸
借業務

平成31年4月1日
アイティーアイ(株)北九
州支店

福岡県北九州市小倉南
区湯川新町3－16－2

一般競争契約 82,620 -
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経皮的血液ガスモニタリングシステム
賃貸借業務

平成31年4月1日 山下医科器械(株)
福岡県北九州市小倉南
区下南方1丁目4番1号

一般競争契約 101,520 -

褥瘡対策マット（エアマット）賃貸借 平成31年4月1日 ジャパンエアマット(株)
福岡県福岡市博多区千
代1丁目1番1号

一般競争契約 2,780,447 -

血管内超音波診断装置（IVUS）
賃貸借業務

平成31年4月1日 カナヤ医科器械
福岡県北九州市小倉南
区下石田1丁目5番10号

一般競争契約 71,280 -

OCT画像診断装置　賃貸借業務 平成31年4月1日
アイティーアイ(株)北九
州支店

福岡県北九州市小倉南
区湯川新町3－16－2

一般競争契約 129,600 -

超音波診断装置　1式 平成31年4月19日 カナヤ医科器械(株)
福岡県北九州市小倉南
区下石田1丁目5番10号

一般競争契約 4,995,000 -
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-
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-
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呼吸機能測定装置　1式 平成31年4月19日
フクダ電子西部北販売
株式会社

福岡県北九州市八幡東
区清田2丁目5番20号

一般競争契約 7,020,000 -

歯科用電子カルテシステム 平成31年4月25日 メディア株式会社
東京都文京区本郷3丁
目26番6号

一般競争契約 19,386,000 -

トイレットペーパーの購入 令和元年5月31日 (株)ムトウ
福岡県北九州市小倉北
区篠崎1丁目1番6号

一般競争契約 1,395,351 -

看護師パンタロンの購入 令和元年6月19日 (株)東京白衣
福岡県福岡市中央区荒
戸3-7-22

一般競争契約 3,326,973 -

血管撮影装置透視録画ユニット　1式 令和元年6月19日 カナヤ医科器械
福岡県北九州市小倉南
区下石田1丁目5番10号

一般競争契約 1,825,200 -
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歯科用CTレントゲン装置 令和元年6月26日
朝日レントゲン工業株
式会社

京都府南区久世築山町
376-3

一般競争契約 11,955,600 -

歯科診療用小器械　1式 令和元年6月26日 株式会社モリタ
大阪府吹田市垂水町3
丁目33番18号

一般競争契約 1,928,664 -

歯科用診療台他　1式 令和元年6月26日 株式会社モリタ
大阪府吹田市垂水町3
丁目33番18号

一般競争契約 13,134,009 -

ＤＰＣ請求適性化支援システム（ＤＰＣ
ストライカー）1式

令和元年11月26日 オアシスMSC株式会社
東京都大田区蒲田5-
38-3
蒲田旭ビルディング8階

一般競争契約 2,668,600 -

省エネルギー支援業務 令和元年12月12日 株式会社テクノ工営
東京都新宿区西新宿7
丁目7番6号

一般総合 32,340,000 -

-

-

-

-

-
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人工呼吸器　1式 令和2年1月30日
メディック呼吸器セン
ター

福岡県東区多の津5丁
目32番15号

一般競争契約 3,960,000 --


