
 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00066 件名

内部発注番号 262
レセプト確認事務委託入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5日 10時06分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 118 医事業務 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社日本メディカ

所在地 東京都日野市高幡507番地4－413

落札金額 403,200円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社日本メディカ 403,200円 決定

2 株式会社オークス 497,664円

3 株式会社エム・エイチ・アイ

辞退

4 日本健保株式会社

辞退

備考 【概要】
生活保護法等による医療費の診療報酬明細書に係る点検等の委託（単価契約）
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00065 件名

内部発注番号 300
福生市立小中学校児童生徒健康診断器具滅菌

委託
入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5日 10時02分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1055番地外（福生市立各小中学校）

営業種目１ 118 医事業務 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 鴻池メディカル株式会社

所在地 東京都墨田区立花五丁目９番１２号

落札金額 569,445円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 鴻池メディカル株式会社 569,445円 決定

2 コニックス株式会社 766,005円

3 日本ステリ株式会社

辞退

4 株式会社ガス研

辞退

備考 【概要】
定期健康診断、就学時健康診断にて使用する検診器具を滅菌することで、感染症予防等衛生管理を図る。
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00068 件名

内部発注番号 36
子宮頸がん検診細胞検査委託入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5日 10時24分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生886番地４外２か所

営業種目１ 122 検査業務 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社保健科学研究所

所在地 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町１０６番地

落札金額 447,300円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社保健科学研究所 447,300円 決定

2 公益財団法人東京都予防医学協会 1,071,000円

3 株式会社早川予防衛生研究所 1,575,000円

4 株式会社ビー・エム・エル 東京支社

不参

備考 【概要】
子宮頸がん細胞検査
　子宮頚部　580人
　子宮体部　 50人
　合計　　　630人
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00067 件名

内部発注番号 218
検便委託入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5日 10時14分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1606番地1　学校給食センター

営業種目１ 122 検査業務 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 一般財団法人東京顕微鏡院

所在地 東京都千代田区九段南四丁目８番３２号

落札金額 272,904円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 一般財団法人東京顕微鏡院 272,904円 決定

2 一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品
技術研究所

274,896円

3 株式会社武蔵臨床検査所 278,880円

4 株式会社エスアールエル 2,191,200円

備考 【概要】
学校給食従事者に対する検便（月２回実施）
検査項目：赤痢菌、サルモネラ菌、腸チフス、パラチフス、病原性大腸菌Ｏ-157
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00063 件名

内部発注番号 222
福生市立小・中学校教職員婦人科検診委託入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5日 9時55分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 医療機関において実施する

営業種目１ 122 検査業務 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 医療法人社団崎陽会

所在地 東京都西多摩郡日の出町大字大久野310番地

落札金額 313,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団崎陽会 313,000円 決定

2 一般財団法人日本がん知識普及協会

辞退

3 公益財団法人東京都予防医学協会

辞退

4 一般財団法人労働衛生協会

辞退

備考 【概要】
乳がん検査　　視触診検査（40歳未満）
　　　　　　　視触診検査・マンモグラフィー２方向（40歳以上50歳未満）
　　　　　　　視触診検査・マンモグラフィー１方向（50歳以上）
子宮がん検査　頚膣部検体採取の細胞診検査及び診察
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00062 件名

内部発注番号 221
福生市立小・中学校教職員消化器検診委託入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5日 9時49分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

営業種目１ 122 検査業務 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 医療法人社団崎陽会

所在地 東京都西多摩郡日の出町大字大久野310番地

落札金額 669,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団崎陽会 669,400円 決定

2 一般社団法人労働保健協会

辞退

3 社会福祉法人白十字会 東京白十字病院

辞退

4 公益財団法人愛世会

辞退

5 医療法人社団日健会

不参

備考 【概要】
【一次】間接撮影又は直接撮影
【二次】胃・十二指腸ファイバースコープ
市内小・中学校10校のうち4校で実施
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00061 件名

内部発注番号 220
福生市立小・中学校教職員循環器・結核検診委

託
入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5日 9時45分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1055番地　福生市立福生第一小学校　外９箇所

営業種目１ 122 検査業務 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 医療法人社団崎陽会

所在地 東京都西多摩郡日の出町大字大久野310番地

落札金額 1,444,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団崎陽会 1,444,800円 決定

2 医療法人クレモナ会 2,163,300円

3 公益財団法人河野臨牀医学研究所

辞退

4 一般財団法人労働衛生協会

辞退

5 公益財団法人東京都結核予防会

辞退

備考 【概要】
循環器検診　【一次】17項目
結核検診　　【一次】間接撮影又は直接撮影
　　　　　　【二次】診察及び直接撮影（正面のみ）
　　　　　　【二次】診察及び直接撮影（正面・側面）
　　　　　　　　　　喀痰検査
市内10校で実施　結核検診二次検査は医療機関で実施
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00030 件名

内部発注番号 6
胃・肺がん検診委託入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5日 17時22分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生2125番地３

営業種目１ 122 検査業務 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 医療法人クレモナ会

所在地 埼玉県熊谷市三ケ尻４８番地

落札金額 5,148,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人クレモナ会 5,691,600円 協議の結果、5,148,000円で
決定

2 公益財団法人東京都予防医学協会 8,933,760円

3 医療法人社団予防会

辞退

4 一般財団法人労働衛生協会

辞退

5 公益財団法人東京都結核予防会

辞退

6 医療法人財団暁

不参

備考 【概要】
検診車による胃がん検診及び肺がん検診（集団検診）
肺がん検診は必要に応じて喀痰検査を実施
対象：平成30年４月１日現在35歳以上の者
予定定員：胃がん検診　720人、肺がん検診　720人、喀痰検査　72人
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00186 件名

内部発注番号 495
福生市立小中学校児童生徒脊柱側わん症検診委

託
入札見積締切日時 2018年3月19日 17時00分

開札日時 2018年3月20日 9時05分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1055番地外（福生市立各小中学校）

営業種目１ 122 検査業務 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ

所在地 東京都千代田区飯田橋三丁目６番５号こころとからだの元氣プラザ７階

落札金額 487,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 487,500円 決定

2 公益財団法人東京都予防医学協会 542,000円

3 公益財団法人愛世会

辞退

4 一般財団法人全日本労働福祉協会

不参

備考 【概要】
学校保健安全法第13条に基づく児童生徒の健康診断の一環であり、学校医による健康診断において要検査とされた者等に
脊柱側わん症検診を実施する。
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00003 件名

内部発注番号 6854
福生市立小中学校児童生徒健康診断委託（心臓

検診）
入札見積締切日時 2018年1月17日 17時00分

開札日時 2018年1月18日 10時24分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1055番地外

営業種目１ 122 検査業務 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ

所在地 東京都千代田区飯田橋三丁目６番５号こころとからだの元氣プラザ７階

落札金額 2,087,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 2,087,500円 決定

2 医療法人社団大和会

辞退

3 医療法人社団予防会

辞退

4 公益財団法人東京都予防医学協会

辞退

5 医療法人社団日健会

不参

備考 【概要】
【平成30年度分】
学校保健安全法第13条に基づき児童生徒の健康診断を実施する
 
※単価契約のため、推定総額にて見積もり徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00002 件名

内部発注番号 5983
福生市立小中学校児童生徒健康診断委託（尿検

診）
入札見積締切日時 2017年12月13日 17時00分

開札日時 2017年12月14日 9時32分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1055番地外

営業種目１ 122 検査業務 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 医療法人クレモナ会

所在地 埼玉県熊谷市三ケ尻４８番地

落札金額 1,369,725円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人クレモナ会 1,369,725円 決定

2 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 1,556,900円

3 医療法人社団大和会

辞退

4 株式会社武蔵臨床検査所

辞退

5 医療法人財団綜友会

不参

備考 【概要】
【平成30年度分】
学校保健安全法第13条に基づき児童生徒の健康診断を実施する
 
※単価契約のため、推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。


