
（別紙２）

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく競争入札に係る情報の公表（工事）

工事の名称、場所、
期間及び種別

経理責任者の氏名、
名称及び所在地

契約締結日 契約業者の氏名及び住所
一般競争入札・指名競
争入札及び公募型企画
競争の別

予定価格（円） 契約金額（円）
落札
率

（％）
備　　　　考



（別紙２）

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

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
契約締結日 契約業者の氏名及び住所

一般競争入札・指名競
争入札及び公募型企画
競争の別

予定価格（円） 契約金額（円）
落札
率

（％）
備　　　　考

濃縮汚泥槽汚泥処理業務委託

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/13
株式会社衛生センター
岡山県岡山市南区当新田４４３－１

一般競争入札 - 145,756,800 -

浄化槽保守業務委託

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/13
株式会社アールエコ
岡山県岡山市南区妹尾３２７３－３

一般競争入札 - 110,158,694 -

基準寝具賃貸借一式

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/13
株式会社トーカイ中国支店
岡山県岡山市東区金岡東町３－１
２７５－１

一般競争入札 - 73,418,048 -

第２駐車場管制機器リース

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/17
リコーリース株式会社中国支社
広島県広島市中区八丁堀３－３３

一般競争入札 - 9,639,000 -

看護衣等の調達

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/17
ワタキューセイモア株式会社中国支
店　岡山県岡山市南区浜野３－１７
－３４

一般競争入札 - 6,466,443 -

建物維持管理業務委託

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/23
太平ビルサービス株式会社岡山支
店　                　岡山県岡山市北
区蕃山町９－１９

一般競争入札 - 52,542,000 -

医事業務委託

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/24

株式会社日本医療事務センター岡
山支社
岡山県岡山市下石井一丁目１蕃３
号

一般競争入札 - 76,734,000 -

災害医療用エアーテント一式

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/25
西日本メディカルリンク株式会社
岡山県岡山市南区西市１１４－２

一般競争入札 - 4,200,000 -

除染エアーテント一式

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/25
西日本メディカルリンク株式会社
岡山県岡山市南区西市１１４－２

一般競争入札 - 8,377,950 -

解析付心電計一式

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/25
西日本メディカルリンク株式会社
岡山県岡山市南区西市１１４－２

一般競争入札 - 1,617,000 -



（別紙２）

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

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
契約締結日 契約業者の氏名及び住所

一般競争入札・指名競
争入札及び公募型企画
競争の別

予定価格（円） 契約金額（円）
落札
率

（％）
備　　　　考

血液浄化装置一式の調達

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/25
株式会社アミック
岡山市南区藤田５６６－１３６

一般競争入札 - 5,565,000 -

人工呼吸器一式

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/27
西日本メディカルリンク株式会社
岡山県岡山市南区西市１１４－２

一般競争入札 - 3,234,000 -

看護衣等の洗濯業務委託

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/30
株式会社トーカイ中国支店
岡山県岡山市東区金岡東町３－１
２７５－１

一般競争入札 - 4,745,632 -

汚物洗浄装置一式

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/31
株式会社カワニシ岡山支店
岡山県岡山市北区今１－４－３１

一般競争入札 - 1,884,750 -

おしぼりタオル賃貸借

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/31
山陽ダイヤパーサーヴィス株式会
社　                　倉敷営業所
岡山県倉敷市青江８０４

一般競争入札 - 8,483,648 -



（別紙３）

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

工事の名称、場所、
期間及び種別

経理責任者の氏名、
名称及び所在地

契約締結日 契約業者の氏名及び住所
随意契約によることとした理由及び
会計規程等の根拠条文

予定価格（円） 契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数

（人）
備　　　　考

該当なし

（注）「再就職の役員の数（人）」欄については、厚生労働省の所管公益法人（民法第３４条の規定に基づき設立された法人）

       に機構の常勤役職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数を記載すること。



（別紙４）

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
契約締結日 契約業者の氏名及び住所

随意契約によることとした理由及び
会計規程等の根拠条文

予定価格（円） 契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数

（人）
備　　　　考

Ｘ線ＴＶ装置の保守

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/13
東芝メディカルシステムズ株式会
社岡山支店
岡山県都窪郡早島町矢尾８４３

当該業務を履行できる唯一の業者であ
り他に対応できる業者がいないことか
ら、会計規程第５２条第４項に該当する
ため

- 3,780,000 - 0

車両１台

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/19
飛鳥ホンダ株式会社
岡山県岡山市北区津高２６５－４

予定価格が１６０万円を下回ることから
契約事務取扱細則第１７条の３第第２号
に該当するため

- 1,471,810 - 0

脳波データワークステーション一式

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/20
株式会社カワニシ岡山支店
岡山県岡山市北区今１－４－３１

予定価格が１６０万円を下回ることから
契約事務取扱細則第１７条の３第第２号
に該当するため

- 1,470,000 - 0

駐車場賃貸借

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/26
武藤　秋
兵庫県神戸市東灘区御影２－２３
－３

職員が利用する駐車場に必要な近隣の
土地を有する者が限られることにより、
会計規程第５２条第４項に該当するため

- 1,134,000 - 0

放射線治療計画装置修理一式

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/26
株式会社日立ﾒﾃﾞｨｺ
岡山県岡山市北区下石井２－１
－３

当該業務を履行できる唯一の業者であ
り他に対応できる業者がいないことか
ら、会計規程第５２条第４項に該当する
ため

- 7,245,000 - 0

ＣＴ装置（4列）の保守

院長　三河内　弘
独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1

2012/1/31
東芝メディカルシステムズ株式会
社岡山支店
岡山県都窪郡早島町矢尾８４３

当該業務を履行できる唯一の業者であ
り他に対応できる業者がいないことか
ら、会計規程第５２条第４項に該当する
ため

- 4,914,000 - 0

（注）「再就職の役員の数（人）」欄については、厚生労働省の所管公益法人（民法第３４条の規定に基づき設立された法人）

       に機構の常勤役職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数を記載すること。


