
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

物品等若しくは役務の名称及び数量 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（税込、円）
契約金額（税込、

円）
落札率

再就職の
役員の数

病院情報システム等管理業務委託 平成28年4月1日
(株)ＢＳＮアイネット
新潟県新潟市中央区米山
２丁目５番地１

公募 － 30,844,800 － 2年総額

委託検査業務委託 平成28年4月1日
(株)エスアールエル
東京都新宿区西新宿２丁
目１番１号

公募 － － －

2年総額
単価契約
予定調達総額
23,948,946円

院内保育所運営業務委託 平成28年4月1日
(株)サクセスアカデミー
東京都品川区西五反田１
-１-８

公募 － － －

2年総額
単価契約
予定調達総額
24,274,080円

清拭タオル 平成28年4月1日

(株)新潟県厚生事業協同
公社
新潟県長岡市高見町4343
番地

公募 － 1枚20.52円 －

2年総額
単価契約
予定調達総額
2,797,697円

白衣等クリーニング業務委託 平成28年4月1日

(株)新潟県厚生事業協同
公社
新潟県長岡市高見町4343
番地

公募 － － －

2年総額
単価契約
予定調達総額
29,551,010円

空調用自動制御装置保守 平成28年4月1日

ジョンソンコントロール
ズ(株)
東京都渋谷区笹塚１－５
０－１

公募 － 4,199,040 － 3年総額

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

新潟労災病院
新潟県上越市東雲町１丁目７－１２
小池　宏



消防設備保守 平成28年4月1日
新潟ニッタン(株)
新潟県新潟市中央区上近
江２丁目５番１０号

公募 － 4,406,400 － 3年総額

産業廃棄物収集運搬・処分 平成28年4月1日
新潟メスキュード(株)
新潟県新潟市西区寺尾東
１丁目１９番１９号

公募 － 220Ｌ缶10,368円 －

2年総額
単価契約
予定調達総額
5,723,136円

エレベーター保守 平成28年4月1日

日本オーチス・エレベー
タ(株)
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町１－１１－９

公募 － 6,350,400 － 2年総額

病衣業務委託 平成28年4月1日
日本海綿業(株)
富山県富山市飯野２－３

公募 － 1枚33.48円 －

2年総額
単価契約
予定調達総額
4,838,262円

医事会計システム　プログラム・
プロダクトサポートサービス

平成28年4月1日
日本電気(株)新潟支店
新潟県新潟市中央区万代
４－４－２７

公募 － 4,328,640 －

医事会計システム運用支援サービス 平成28年4月1日
日本電気(株)新潟支店
新潟県新潟市中央区万代
４－４－２７

公募 － 3,240,000 －

医療情報総合システム保守 平成28年4月1日
日本電気(株)新潟支店
新潟県新潟市中央区万代
４－４－２７

公募 － 40,023,279 －

吸収冷暖機年間保守 平成28年4月1日
菱機工業(株)新潟支店
新潟市中央区笹口３丁目
７番地１５

公募 － 1,746,360 －



FCRシステム総合保守 平成28年4月1日

富士フィルムメディカル
(株)新潟営業所
新潟県新潟市中央区白山
浦２－１－１

公募 － 2,731,968 －

医用画像情報システム保守 平成28年4月1日

富士フィルムメディカル
(株)新潟営業所
新潟県新潟市中央区白山
浦２－１－１

公募 － 6,036,768 －

放射線治療計画システム保守 平成28年4月1日

富士フィルムメディカル
(株)新潟営業所
新潟県新潟市中央区白山
浦２－１－１

公募 － 16,745,940 －

乳房Ｘ線影装置保守 平成28年4月1日

シーメンスヘルスケア
(株)
新潟県新潟市中央区笹口
２丁目１２番１０号

保守が可能な契約相手が他にい
ないため、会計細則第５２条６
項に該当するため。

－ 2,376,000 － 2年総額

人全血液―ＬＡ　他 平成28年4月1日

（認）新潟県赤十字血液
センター
新潟県新潟市中央区関屋
下川原町１-３-１２

血液は当該業者以外納入できな
いものであり、会計細則第５２
条６項に該当するため。

－ － －

ガス 平成28年4月1日
上越市ガス水道局
新潟県上越市木田１-１-
３

施設運営のためガスの購入契約
であり、契約相手が1者に限ら
れているため、会計細則第５２
条第６項に該当するため。

－ － －

上下水道 平成28年4月1日
上越市ガス水道局
新潟県上越市木田１-１-
３

法令等で契約先が特定されてい
るため、会計細則第５２条第６
項に該当するため。

－ － －

クエン酸ガリウム他 平成28年4月1日

（社）日本アイソトープ
協会
東京都文京区本駒込二丁
目２８番４５号

放射線同位元素は当該業者以外
納入できないものであり、会計
細則第５２条６項に該当するた
め。

－ － －



Ｒ-1冷却チラー圧縮機交換 平成28年7月13日

三菱電機ビルテクノサー
ビス(株)上越出張所
新潟県上越市西城町３丁
目５−２４

修理可能な契約相手が他にいな
いため、会計細則第５２条６項
に該当するため。

－ 1,620,000 －

放射線治療計画CTレーザーポインタ移
設及びワークステーション接続

平成28年7月20日

富士フィルムメディカル
(株)新潟営業所
新潟県新潟市中央区白山
浦２－１－１

公募 － 2,484,000 －

2撮影室撮影装置 X線管球交換 平成28年7月28日

東芝メディカルシステム
ズ(株)
栃木県大田原市下石上１
３８５番地

修理可能な契約相手が他にいな
いため、会計細則第５２条６項
に該当するため。

－ 2,160,000 －

全身用Ｘ線ＣＴ装置保守 平成28年9月1日

シーメンスヘルスケア
(株)
新潟県新潟市中央区笹口
２丁目１２番１０号

公募 － 90,720,000 － 7年総額

ＭＲＩ保守 平成28年9月1日

(株)フィリップスエレク
トロニクスジャパン
東京都港区港南２－１３
－３７

公募 － 41,096,700 － 2年7月総額

アーキテクト定期点検 平成28年9月1日

(株)バイタルネット上越
支店
新潟県上越市大字上島４
５７−１

点検可能な契約相手が他にいな
いため、会計細則第５２条６項
に該当するため。

－ 1,080,000 －

ＭＲＩ点検 平成28年11月1日

(株)フィリップスエレク
トロニクスジャパン
東京都港区港南２－１３
－３７

点検可能な契約相手が他にいな
いため、会計細則第５２条６項
に該当するため。

－ 1,148,040 －

超電導磁気共鳴診断装置修理 平成28年11月1日

(株)フィリップスエレク
トロニクスジャパン
東京都港区港南２－１３
－３７

修理可能な契約相手が他にいな
いため、会計細則第５２条６項
に該当するため。

－ 1,177,200 －



体外衝撃波結石破砕装置保守 平成28年12月1日
ジェイメディカル(株)
新潟県新潟市紫竹卸新町
１８０８－２２

公募 － 6,220,800 － 2年総額

血管撮影装置Ｘ線管球交換 平成28年12月1日

シーメンスヘルスケア
(株)
新潟県新潟市中央区笹口
２丁目１２番１０号

修理可能な契約相手が他にいな
いため、会計細則第５２条６項
に該当するため。

－ 10,929,600 －

DPC様式調査28年10月施工分対応費 平成29年3月27日
日本電気(株)新潟支店
新潟県新潟市中央区万代
４－４－２７

公募 － 1,868,400 －


