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契約事務取扱細則第４０条に基づく随意契約に係る情報の公表

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

電気需給契約（令和4年度）
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年2月16日
ゼロワットパワー株式会社
千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャン
パスKOIL

初回の入札で不落となり、再度の入札を実
施したが、入札者がなく交渉権者がなかっ
たため。会計規程細則第28条第１項及

- 65,985,079 - - - - - - - 単価契約

在宅人工呼吸器等賃貸借契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年2月2日
チェスト株式会社
札幌市北区北20条西3丁目江洋ビル

安全性確保のため、患者における操作習熟
性の観点から従来使用している機種の継
続使用が必要なため.会計規程第52条4項

- 5,893,800 - - - - - - - 単価契約

内視鏡システム症例単価払い賃貸借契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年3月11日
ティーメディクス株式会社
東京都新宿区西新宿1-22-2　新宿サン
エービル5階

費用対効果を検証の結果、機器の更新より
も安価な再リースとしたことにより、履行可
能な業者が現行業者に限られるため。会計
規程第52条4項

- 3,396,096 - - - - - - - 単価契約

一酸化窒素ガス管理システム（アイノフロー）
賃貸借

独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年3月31日
エア・ウォーター北海道株式会社
札幌市中央区北3条西1丁目2番地

競争に付することが不利と認められる場合
会計規程第52条4項 - 2,234,760 - - - - - - -

在宅人工呼吸器等賃貸借契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年3月31日
株式会社フィリップス・ジャパン
東京島港区港南2丁目13番37号 フィリッ
プスビル

安全性確保のため、患者における操作習熟
性の観点から従来使用している機種の継
続使用が必要なため.会計規程第52条4項

- 6,979,500 - - - - - - - 単価契約

カルテ自動抽出保管庫装置保守業務
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年3月31日

株式会社イトーキエンジニアリングサービ
ス
北海道札幌市中央区大通西3-7　北洋大
通センタービル

製造者による固有の仕組みが備わっている
システムであり、他の業者に保守・運営を行
わせると安定的な稼働が担保されないた
め。会計規程第52条4項

- 1,341,450 - - - - - - -

リニアモーター高速搬送設備保守点検業務
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年3月31日
株式会社S&Sエンジニリアリング
札幌市中央区北2条西1丁目10番地

製造者による固有の仕組みが備わっている
システムであり、他の業者に保守・運営を行
わせると安定的な稼働が担保されないた
め。会計規程第52条4項

- 10,995,600 - - - - - - -

VPP処置具包括売買契約（VOP）
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年3月31日
ティーメディクス株式会社
東京都新宿区西新宿1-22-2　新宿サン
エービル5階

内視鏡システム症例単価払い賃貸借契約
（VPP）に係る処置具包括売買契約であり､
契約の性質又は目的が競争を許さないた
め。会計規程第52条4項

- 16,276,722 - - - - - - - 単価契約

駐車場賃貸借（職員駐車場）
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年3月31日
株式会社なの花北海道
札幌市中央区北10条西24丁目3番地

病院運営に必要な近隣の土地を有する者
が限られるため。
会計規程第52条4項

- 1,980,000 - - - - - - -

電子カルテシステム保守延長
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年3月31日
日本電気株式会社　北海道支社
札幌市中央区大通西4丁目1　新大通ビル

製造者による固有の仕組みが備わっている
システムであり、他の業者に保守・運営を行
わせると安定的な稼働が担保されないた
め。会計規程第52条4項

- 29,700,000 - - - - - - -

血液製剤等購入単価契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年4月1日
日本赤十字北海道ブロック
札幌市西区二十四軒2条1丁目1番20号

閣議決定(S39.8.21)により契約の相手方が
特定されているため - 42,919,615 単価契約

放射性医薬品売買契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年4月1日
公益社団法人日本アイソトープ協会
東京都文京区駒込二丁目28番45号

法令等により契約の相手方が特定されてい
るため。
会計規程第52条4項

- 12,219,790 単価契約

ガス需給契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年4月1日
北海道ガス株式会社
札幌市中央区大通西7丁目3番地1　エム
ズ大通3階

地域独占により契約の相手方が特定されて
いるため

- 138,681,953 単価契約

下水道使用契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年4月1日
札幌市水道局
札幌市中央区大通東11丁目23

地域独占により契約の相手方が特定されて
いるため - 15,975,874 単価契約

在宅人工呼吸器等賃貸借契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年4月1日
株式会社サンケミ
札幌市白石区菊水4条3丁目2-40

安全性確保のため、患者における操作習熟
性の観点から従来使用している機種の継
続使用が必要なため.会計規程第52条4項

- 1,552,100 単価契約

健診システム・特定保健指導システム保守契
約

独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年4月1日
株式会社旭川保健医療情報センター
旭川市金星町1丁目1番50号

製造者による固有の仕組みが備わっている
システムであり、他の業者に保守・運営を行
わせると安定的な稼働が担保されないた
め。会計規程第52条4項

- 1,201,200

在宅人工呼吸器等賃貸借契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年4月1日
フクダライフテック株式会社
札幌市中央区北13条西17丁目1-35

安全性確保のため、患者における操作習熟
性の観点から従来使用している機種の継
続使用が必要なため。会計規程第52条4項

- 1,349,040 単価契約

在宅人工呼吸器等賃貸借契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年4月1日
エア・ウォーター・ライフサポート株式会社
札幌市菊水5条2丁目3番12号

安全性確保のため、患者における操作習熟
性の観点から従来使用している機種の継
続使用が必要なため。会計規程第52条4項

- 35,481,600 単価契約

遠隔画像診断支援業務
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年4月1日
特定非営利法人メディカルイメージラボ
札幌市北区北15条西2丁目1番8号

過去の患者データとの比較を必要とし､かつ
放射線専門医による読影が必要であり､道
内の医療機関と連携が可能な唯一の業者
であるため。会計規程第52条4項

- 6,773,910 単価契約
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駐車場賃貸借契約（職員駐車場）
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年4月1日
北弘機工株式会社
札幌市中央区北6条西14丁目4番地

病院運営に必要な近隣の土地を有する者
が限られるため。
会計規程第52条4項

- 2,887,500

超音波画像診断装置 2式 保守契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年4月1日
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
札幌市東区本町2条2丁目3番6号

製造者による固有の仕組みが備わっている
システムであり、他の業者に保守・運営を行
わせると安定的な稼働が担保されないた
め。会計規程第52条4項

- 3,102,000

X線循環器診断（ANGIO）システム保守契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年4月1日
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
札幌市東区本町2条2丁目3番6号

製造者による固有の仕組みが備わっている
システムであり、他の業者に保守・運営を行
わせると安定的な稼働が担保されないた
め。会計規程第52条4項

- 9,372,000

320列X線CT装置保守契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年4月1日
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
札幌市東区本町2条2丁目3番6号

製造者による固有の仕組みが備わっている
システムであり、他の業者に保守・運営を行
わせると安定的な稼働が担保されないた
め。会計規程第52条4項

- 23,760,000

電子カルテサーバに係るハードウェア第三者
保守

独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年4月1日
ブレイヴコンピュータ株式会社
東京都千代田区東神田2-10-15 リード
シー東神田ビル2階

製造者による固有の仕組みが備わっている
システムであり、他の業者に保守・運営を行
わせると安定的な稼働が担保されないた
め。会計規程第52条4項

- 3,619,000

医療用画像管理システムPACS保守業務
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年4月1日

GEヘルスケア・ジャパン株式会社札幌支
店
札幌市中央区北1条西4丁目2番地12
北一条アネックスビル6階

製造者による固有の仕組みが備わっている
システムであり、他の業者に保守・運営を行
わせると安定的な稼働が担保されないた
め。会計規程第52条4項

- 6,942,375 9ヶ月契約

BRCA 1/2遺伝子検査（膵癌）委託契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年5月1日
株式会社エスアールエル
東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

窓口となっている業者が実際に検査を行う
業者と独占契約している検査項目であり、
履行可能な業者が一者に限られるため。会
計規程第52条4項

- 2,415,600 単価契約

医薬品購入単価契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年6月30日
アルフレッサ株式会社 新札幌支店
札幌市厚別区厚別東2条2丁目3番15号

診療上必要な医薬品であるが､入札におい
て指名停止業者以外の卸業者が全社辞退
となったため。

- 1,667,394 単価契約

医薬品購入単価契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年6月30日
株式会社スズケン
札幌市豊平区西岡3条8丁目12番20号

診療上必要な医薬品であるが､入札におい
て指名停止業者以外の卸業者が全社辞退
となったため。

- 17,781,468 単価契約

医薬品購入単価契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年6月30日
株式会社メディセオ
東京都中央区八重洲2丁目7番15号

診療上必要な医薬品であるが､入札におい
て指名停止業者以外の卸業者が全社辞退
となったため。

- 1,484,540 単価契約

医薬品購入単価契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年6月30日
東邦薬品株式会社
札幌市白石区米里4条2丁目2番1号

診療上必要な医薬品であるが､入札におい
て指名停止業者以外の卸業者が全社辞退
となったため。

- 111,094 単価契約

在宅腹膜透析機器賃貸借契約
独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年8月1日
バクスター株式会社
東京都中央区晴海一丁目8番10号

安全性確保のため、患者における操作習熟
性の観点から従来使用している機種の継
続使用が必要なため.会計規程第52条4項

- 1,916,640 単価契約

内視鏡システム症例単価払い賃貸借契約
(VPP Solemio 延長）

独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年10月1日
ティーメディクス株式会社
東京都新宿区西新宿1-22-2　新宿サン
エービル5階

費用対効果を検証の結果、機器の更新より
も安価な再リースとしたことにより、履行可
能な業者が現行業者に限られるため。会計
規程第52条4項

- 3,856,802
単価契約
6ヶ月契約

X線循環器診断（ANGIO）Alphenix システム
保守契約

独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院長　　古家　乾
札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号

令和4年10月1日
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
札幌市東区本町2条2丁目3番6号

製造者による固有の仕組みが備わっている
システムであり、他の業者に保守・運営を行
わせると安定的な稼働が担保されないた
め。会計規程第52条4項

- 41,580,000 5年契約

（注１）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

（注）政府調達で契約したものは、調達機関番号、所在地番号、品目分類番号及び契約金額・落札金額を２段で併記すること。
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