
 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 法人番号
一般競争入札・指名競争
入札の別（総合評価の実

施）

予定価格（消費
税を含む。単
位：円）

契約金額（消費税
を含む。単位：
円）

落札率 備　考

診療補助業務 2020/4/1 ㈱総合人材センター
鹿児島市大黒町４番１１
号日宝いづろビル

8340001005130 一般競争契約 12,650,000

メッセンジャー業務 2020/4/1 ㈱総合人材センター
鹿児島市大黒町４番１１
号日宝いづろビル

8340001005130 一般競争契約 5,060,000

警備業務 令和2年4月1日 東洋警備保障（株）
北九州市小倉北区今町

１丁目1-41
1290801002636 一般競争契約 39,658,080 2年契約

一般廃棄物収集運搬処理業務 令和2年4月1日 日本資源流通㈱
福岡県北九州市小倉北
区西港町86-13

8290801002877 一般競争入札 - 4,059,000

医療廃棄物収集運搬業務 令和2年4月1日 総合管財㈱
山口県下関市秋根本町
2丁目6-22

9250001005790 一般競争入札 - 4,840,000

医療廃棄物処理業務 令和2年4月1日 ㈱宇部スチール
山口県宇部市大字小串
沖の山1978番地の19

4250001003064 一般競争入札 - 12,166,000

様式第２３号（第27条の２関係）

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）
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コピー用紙の購入 令和2年4月1日 ㈱清和ビジネス
東京都中央区日本橋室
町4丁目3-18

8010001020600 一般競争入札 - 3,530,263

生体情報モニタおよび送信機　賃貸
借契約

令和2年4月1日
株式会社ダテ・メディカ
ルサービス

京都府京都市伏見区武
田北三ツ杭町48

6130001015004 一般競争契約 - 2,836,570 - 総額

ワイヤードライバーシステム一式 令和2年4月7日 九州風雲堂販売㈱
福岡県福岡市博多区上
牟田1-11-31

2290001012542 一般競争契約 - 8,786,800 -

電気メス一式 令和2年4月30日 ㈱アステム
大分県大分市西大道２
－３－８

7320001000415 一般競争契約 - 3,740,000 -

注射薬混注監査システム一式 令和2年5月14日 山下医科器械(株)
福岡県北九州市小倉南
区下南方1-4-1

5310001006118 一般競争契約 - 6,457,000 -

手術用顕微鏡システム一式 令和2年5月15日 （株）キシヤ
福岡県福岡市東区松島
１丁目４１番２１号

6290001007068 一般競争契約 - 45,100,000 - リース
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無停電電源装置用蓄電池の再生処
理業務

令和2年6月8日 ㈱九電工
福岡県福岡市南区那の
川1丁目23-35

6290001001120 一般競争入札 - 4,950,000

超音波画像診断装置プローブ交換
修理一式

令和2年6月18日 山下医科器械(株)
福岡県北九州市小倉南
区下南方1-4-1

5310001006118 一般競争契約 - 4,994,000

全自動遺伝子解析装置一式 令和2年7月15日 正晃㈱
北九州市八幡東区東田
一丁目６番５号

4290001003374 一般競争契約 - 11,990,000 -

超音波画像診断装置一式 令和2年8月7日 （株）キシヤ
福岡県福岡市東区松島
１丁目４１番２１号

6290001007068 一般競争契約 - 4,862,000 -

病院情報システム更新に係るコンサ
ルティング業務

令和2年8月17日 ㈱アイ・ピー・エム
福岡県福岡市南区大橋
2丁目5-1

8290001021397 一般競争入札 - 8,316,000

病院経営情報システム一式 令和2年9月1日 セコム医療システム㈱
東京都渋谷区神宮前1
丁目5-1

1011001035966 一般競争入札 - 3,465,000 3年契約
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電気供給 令和2年10月1日
日本エネルギー総合シ
ステム株式会社

香川県高松市林町
1957-1

7470001013947 一般競争契約 - 79,921,161 -

内視鏡情報管理システム一式 令和2年10月1日
富士フィルムメディカル
（株）

東京都港区西麻布２丁
目26-30

1010401069517 一般競争契約 - 24,145,000

生化学自動分析装置　賃貸借契約 令和2年10月1日
富士フイルム和光純薬
株式会社

大阪府大阪市中央区道
修町3丁目1番2号

7120001077597 一般競争契約 - 28,644,000 - 総額

就業管理システム一式 令和2年12月2日 テック情報株式会社
徳島県板野郡板野町犬
伏字東谷６番地３３

7480001005381 一般競争契約 - 9,130,000 -

超音波画像診断装置一式 令和2年12月14日 山下医科器械(株)
福岡県北九州市小倉南
区下南方1-4-1

5310001006118 一般競争契約 - 4,455,000 -

Cアーム型X線TV装置管球交換修理
一式

令和2年12月17日
島津メディカルシステム
ズ（株）

大阪市淀川区宮原３丁
目5-24

6120001124350 一般競争契約 - 6,996,000
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マルチスライスCT装置 令和3年1月22日
キャノンメディカルシス
テムズ㈱

神奈川県川崎市幸区柳
町７０番１号

8060001013525 一般競争契約 - 61,688,000

3Dワークステーション解析ソフトウエ
ア一式

令和3年2月3日
富士フィルムメディカル
（株）

東京都港区西麻布２丁
目26-30

1010401069517 一般競争契約 - 4,433,000

人工呼吸器一式 令和3年2月17日
㈱メディック呼吸器セン
ター

福岡市東区多の津５丁
目３２番１５号

9290001025661 一般競争契約 - 3,564,000 -

人工呼吸器一式 令和3年2月17日
㈱メディック呼吸器セン
ター

福岡市東区多の津５丁
目３２番１５号

9290001025661 一般競争契約 - 3,340,799 -

人工呼吸器一式 令和3年2月17日
㈱メディック呼吸器セン
ター

福岡市東区多の津５丁
目３２番１５号

9290001025661 一般競争契約 - 9,961,600 -

医事課什器一式 令和3年2月17日 ㈱ハラダビジネス
北九州市小倉北区熊本
２丁目7-15

5290801007730 一般競争契約 - 4,950,000



 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 法人番号
一般競争入札・指名競争
入札の別（総合評価の実

施）

予定価格（消費
税を含む。単
位：円）

契約金額（消費税
を含む。単位：
円）

落札率 備　考

様式第２３号（第27条の２関係）

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

看護師白衣等　賃貸借契約 令和3年3月1日 太陽セランド株式会社
福岡県田川市大字川宮
1200番地

5290801017614 一般競争契約 - 1,179,486 - 月額

開創器一式 令和3年3月9日 ㈱アステム
大分県大分市西大道２
－３－８

7320001000415 一般競争契約 - 1,166,000 -

輸液ポンプ一式 令和3年3月10日 アイティーアイ（株） 長崎市興善町６番７号 9310001000026 一般競争契約 - 2,035,000 -

気管支鏡一式 令和3年3月10日 ㈱アステム
大分県大分市西大道２
－３－８

7320001000415 一般競争契約 - 4,994,000 -

電気メス一式 令和3年3月10日 ㈱アステム
大分県大分市西大道２
－３－８

7320001000415 一般競争契約 - 1,001,000 -

ビデオ鼻咽頭スコープ一式 令和3年3月10日 ㈱アステム
大分県大分市西大道２
－３－８

7320001000415 一般競争契約 - 1,547,700 -
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生体情報モニター一式 令和3年3月10日 アイティーアイ（株） 長崎市興善町６番７号 9310001000026 一般競争契約 - 2,198,900 -

分娩監視装置一式 令和3年3月10日 ㈱アステム
大分県大分市西大道２
－３－８

7320001000415 一般競争契約 - 2,198,900 -

超音波画像診断装置一式 令和3年3月10日 （株）キシヤ
福岡県福岡市東区松島
１丁目４１番２１号

6290001007068 一般競争契約 - 12,980,000

関節鏡シェーバーシステム一式 令和3年3月10日 九州風雲堂販売㈱
福岡県福岡市博多区上
牟田1-11-31

2290001012542 一般競争契約 - 2,772,000

除細動器一式 令和3年3月10日 アイティーアイ（株） 長崎市興善町６番７号 9310001000026 一般競争契約 - 1,855,700

電動ベッド一式 令和3年3月10日 ㈱アステム
大分県大分市西大道２
－３－８

7320001000415 一般競争契約 - 1,650,000
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マンモ撮影装置フラットパネル交換
修理一式

令和3年3月15日
富士フィルムメディカル
（株）

東京都港区西麻布２丁
目26-30

1010401069517 一般競争契約 - 9,999,000


