
（様式２）

契約事務取扱細則第４０条に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

公益法人
の区分

国所管、都
道府県所
管の区分

応札・応募
者数

洗濯.タオル.健診.寝具 委託
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成29年4月1日
株式会社ベネック

公募型企画競争
（プロポーザル）

- 57,187,850 - ②２社 ２年契約

売店及び自動販売機の設置・運営事業
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成29年4月1日
ワタキューセイモア（株）

公募型企画競争
（プロポーザル）

- 1,000,000 - ②２社 ２年契約

医療用ガス購入及び医療用ガス配管設備
保守点検業務

さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年4月1日
（株）サイサン

一般競争 - 5,865,480 - ③３社以上 ５年契約

院外滅菌消毒業務
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年4月1日
日本ステリ株式会社

一般競争 - 1,000,817 - ②２社

巡回健診事務派遣業務
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年4月1日
㈱セーフティ

一般競争 - 11,436,552 - ②２社

さいたま市大宮休日夜間急患センター（受
付業務）

さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成29年4月1日
（株）日本教育クリエイト

一般競争 - 6,194,880 - ①１社 ２年契約

健康管理センター受付業務
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成29年4月1日
（株）ニチイ学館

一般競争 - 34,745,760 - ①１社 ２年契約

外来医事業務（外来ブース）
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成29年4月1日
（株）ニチイ学館

一般競争 - 108,864,000 - ①１社 ２年契約

医事業務（医事）
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成29年4月1日
（株）ニチイ学館

一般競争 - 64,281,600 - ②２社 ２年契約

休日夜間急患センター看護業務委託
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成29年4月1日
アルファビリテイ（株）

一般競争 - 64,289,160 - ②２社 ２年契約

産業廃棄物収集運搬業務委託
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年4月1日
株式会社ハイシステム

一般競争 - 8,322,740 - ②２社

画像情報管理システム（PACS）保守契約
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年6月1日
PSP株式会社

一般競争 - 2,293,920 - ②２社 ２年契約

検査試薬病院独自調達
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年6月1日
アルフレッサ株式会社

一般競争 - 372,061 - ③３社以上 ２年契約

検査試薬病院独自調達
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年6月1日
株式会社メディセオ

一般競争 - 2,708,405 - ③３社以上 ２年契約

検査試薬病院独自調達
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年6月1日
東邦薬品株式会社

一般競争 - 84,724 - ③３社以上

検査試薬病院独自調達
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年6月1日
株式会社スズケン

一般競争 - 152,517 - ③３社以上

検査試薬病院独自調達
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年6月1日
アズサイエンス株式会社

一般競争 - 246,068 - ③３社以上

看護助手派遣業務
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年4月1日
㈱ベストパートナー

一般競争 - 26,210,304 - ②２社

検体検査委託  (分野Ⅰ）
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成29年4月1日
（株）エスアールエル

一般競争 - 42,333,248 - ②２社 ２年契約

　　　　　"　　　　（分野Ⅱ）
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成29年4月1日
（株）エスアールエル

一般競争 - 4,404,119 - ②２社 ２年契約

　　　　　"　　　　（分野Ⅲ）
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成29年4月1日
　ＬＳＩ

一般競争 - 2,388,623 - ②２社 ２年契約

健診車の運転及び付帯する事務等の
業務受託

さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年4月1日
大新東(株)

一般競争 - 22,809,600 - ②２社 ２年契約

予定価格（円）物品等又は役務の名称及び数量 経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日 契約の相手方の氏名

一般競争入札・指
名競争入札及び
公募型企画競争
の別

契約金額（円）
落札率
（％）

入札への
参加者数

公益法人の場合

備　考
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コンサルティング業務委託契約
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年4月1日
(株)日本経営エクスディーサポート

一般競争 - 9,072,000 - ③３社以上

マンモグラム遠隔読影業務
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年4月1日
(株)ｲﾘモトメディカル

一般競争 - 1,185,300 - ③３社以上

電話交換業務
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成28年11月11日
㈱アイルコーポレーション

一般競争 - 9,687,600 - ②２社 ２年契約

院内清掃業務
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成28年11月11日
㈱アイルコーポレーション

一般競争 - 30,974,400 - ②２社 ２年契約

X線ＣＴ診断装置 保守委託
（ＴＳＸ-101Ａ/ＩＡ）

さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年1月1日 東芝メディカルシステムズ（株） 一般競争 - 10,666,080 - ②２社

健診胸部撮影装置
（ＤＲシステム）保守契約

さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年1月1日
富士フイルムメディカル㈱

一般競争 - 1,188,000 - ②２社

富士デジタルラジオグラフィシステム　　　画
像読取装置４台

さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成29年1月31日
富士フイルムメディカル㈱

一般競争 - 8,910,000 - ②２社

デジタル式乳房用Ｘ線診断装置　　　　　　Ｆ
ＤＲ　ＭＳ-1000　一式　保守契約

さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成29年8月1日
富士フイルムメディカル㈱

一般競争 - 3,058,560 - ②２社

共同購入医薬品
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年7月1日 アルフレッサ株式会社 一般競争 - 7,102,913 - ③３社以上

共同購入医薬品
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年7月1日 株式会社スズケン 一般競争 - 2,941,962 - ③３社以上

共同購入医薬品
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町454

平成30年7月1日
株式会社メディセオ

一般競争 - 4,380,744 - ③３社以上

共同購入医薬品
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町455

平成30年7月1日
東邦薬品株式会社

一般競争 - 2,888,814 - ③３社以上

病院独自調達分医薬品
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町456

平成30年7月1日
アルフレッサ株式会社

一般競争 - 24,852,263 - ③３社以上 単価契約

病院独自調達分医薬品
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町457

平成30年7月1日
東和薬品株式会社

一般競争 - 172,446 - ③３社以上 単価契約

病院独自調達分医薬品
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町458

平成30年7月1日
東邦薬品株式会社

一般競争 - 10,040,806 - ③３社以上 単価契約

病院独自調達分医薬品
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町459

平成30年7月1日
株式会社スズケン

一般競争 - 481,050 - ③３社以上 単価契約

病院独自調達分医薬品
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町460

平成30年7月1日
メディセオ株式会社

一般競争 - 788,249 - ③３社以上 単価契約

共同入札　MRI装置保守契約
（MAGNETOM Verio)

さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町461

平成29年3月31日
エム・シー・ヘルスケア㈱

一般競争 - 41,310,000 -

共同入札　　健診車車載搭載パネル　　（Ｃ
ＸＤＩ）保守契約

さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町462

平成29年3月31日
エム・シー・ヘルスケア㈱

一般競争 - 7,290,000 -

ガス調達業務
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町466

平成30年6月1日
(株)日本瓦斯

一般競争 - 10,775,835 -

院内情報システム等運用管理
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町470

平成29年8月1日
（株）システム情報パートナー

一般競争 - 7,452,000 - ②２社

バリウム調達契約
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町471

平成29年8月1日
富士フイルムメディカル㈱

一般競争 - 5,776,380 - ②２社
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診療材料等調達【A】～【Ｄ】
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町472

平成29年10月1日
（株）ＭＭｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

一般競争 - 65,627,137 - ③３社以上

電動骨手術器械の調達
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

###############
（株）ＭＭｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

一般競争 - 2,305,800 - ③３社以上

眼内レンズ調達
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成29年7月1日
（株）平和医療

一般競争 - 7,500,000 - ②２社

内視鏡スコープの調達
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年1月31日
ニスコ（株）

一般競争 - 5,886,000 - ③３社以上

診療録等保管管理業務
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年4月1日
株式会社寿製作所

一般競争 - 3,307,443 - ③３社以上 ３年契約

医療用テレメーターの調達
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年3月31日
（株）ＭＭｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

一般競争 - 1,620,000 - ②２社

眼底カメラ一式の調達
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年3月31日
アズサイエンス(株)

一般競争 - 1,533,600 - ②２社

超音波診断装置の調達
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年3月31日
アズサイエンス(株)

一般競争 - 6,901,200 - ②２社

輸血ﾎﾟﾝﾌﾟ及びｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟの調達
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年3月31日
（株）ＭＭｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

一般競争 - 2,343,600 - ②２社

医師事務補助作業者派遣契約
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年3月26日
(株)シグマスタッフ

一般競争 - 10,504,015 - ②２社

駐車場運営管理業務
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年6月1日
タイムズ24(株)

公募型企画競争（総合評価） - 1,944,000 - ①１社 ５年契約

厨房設備一式調達
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年6月1日
（株）ＭＭｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

一般競争 - 62,402,400 - ②２社

中央材料室設備一式調達
さいたま北部医療センター　院長　黒田
豊　さいたま市北区盆栽町453

平成30年6月29日
（株）ＭＭｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

一般競争 - 50,111,676 - ③３社以上
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