
整理番号 所 管 課 契 約 名 契 約 の 相 手 方

病院4-1 市民病院事務部 萩市民病院経営改善等検討支援アドバイス
豊岡　宏（総務省公営企業経営支
援人材ネット登録者）

病院4-2 市民病院事務部 ATM室改修 松村建設株式会社

病院4-3 市民病院事務部 院内カーテン賃貸借 キングラン中四国株式会社

病院4-4 市民病院事務部 ユニフォーム賃貸借 株式会社岩田屋山口支店

病院4-5 市民病院事務部
血管内超音波画像診断装置（iｰLabカートシス
テム）賃貸借

株式会社アステム　メディカル山
口支店

病院4-6 市民病院事務部
COREイメージングシステム、Sync Visionシス
テム賃貸借

カナヤ医科器械株式会社

病院4-7 市民病院事務部
山口大学医学部脳神経外科との遠隔画像診断治
療補助システム接続に係る遠隔読影依頼端末の
賃貸借について

オリックス・レンテック株式会社

病院4-8 市民病院事務部
血管内光断層撮影用カテーテルOCTイメージン
グシステム賃貸借

アボットメディカルジャパン合同
会社

病院4-9 市民病院事務部 3D画像解析システム（VINCENT）保守
富士フイルムメディカル株式会社
中国支社

病院4-10 市民病院事務部 超音波診断装置（Noblus小児用）保守 海井医科器械株式会社山口営業所

病院4-11 市民病院事務部 生化学自動分析装置（LABOSPECT006）保守
ティーエスアルフレッサ株式会社
山口機器試薬支店

病院4-12 市民病院事務部 診療業務支援ドキュメントシステムYahgee保守
富士フイルムメディカル株式会社
中国支社

病院4-13 市民病院事務部 超音波診断装置（SSH-880CV）保守
キヤノンメディカルシステムズ株
式会社山口サービスセンタ

病院4-14 市民病院事務部 自動扉開閉装置保守点検 オーカ装置工業株式会社

病院4-15 市民病院事務部 電子内視鏡包括保守
オリンパス株式会社内視鏡事業国
内マーケティング本部

病院4-16 市民病院事務部 逆浸透精製水製造装置保守 アイティーアイ株式会社

病院4-17 市民病院事務部
移動型外科用X線撮影装置（外科用イメージ）
保守

シーメンスヘルスケア株式会社中
国営業所

病院4-18 市民病院事務部 人工呼吸器予防保守 日本光電工業株式会社中国支店

病院4-19 市民病院事務部 循環器システム（血管撮影装置）保守
島津メディカルシステムズ株式会
社中四国支店山口営業所
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病院4-20 市民病院事務部 医療情報システム保守 JBCC株式会社西日本事業部

病院4-21 市民病院事務部 磁気共鳴断層撮影装置保守
シーメンスヘルスケア株式会社中
国営業所

病院4-22 市民病院事務部 医用X線CT装置（TSX-101A/NA）保守点検
キヤノンメディカルシステムズ株
式会社山口サービスセンタ

病院4-23 市民病院事務部
動画像ネットワークシステムサーバー（KADA）
保守

富士フイルムメディカル株式会社
中国支社

病院4-24 市民病院事務部 薬局調剤支援システム保守
ティーエスアルフレッサ株式会社
長門支店

病院4-25 市民病院事務部 川崎吸収冷温水機保守点検 川重冷熱工業株式会社広島支店

病院4-26 市民病院事務部 空調設備保守点検
三菱電機ビルソリューション株式
会社中国支社

病院4-27 市民病院事務部 人工腎臓装置保守点検 アイティーアイ株式会社

病院4-28 市民病院事務部 院内ネットワーク設備・電話交換機保守 日海通信工業株式会社

病院4-29 市民病院事務部
富士コンピューテッドラジオグラフィシステ
（FCR）保守

富士フイルムメディカル株式会社
中国支社

病院4-30 市民病院事務部 エレベーター保守点検
三菱電機ビルソリューション株式
会社中国支社

病院4-31 市民病院事務部 自動制御装置保守点検
ジョンソンコントロールズ株式会
社広島支店

病院4-32 市民病院事務部 X線透視撮影装置（CUREVISTA）保守
富士フイルムヘルスケアシステム
ズ株式会社中国・四国支店

病院4-33 市民病院事務部 医事会計システム・健康診断システム保守
株式会社石川コンピュータ・セン
ター大阪支店

病院4-34 市民病院事務部 医用画像情報システム（SYNAPSE）保守
富士フイルムメディカル株式会社
中国支社

病院4-35 市民病院事務部 輸液ポンプ定期点検
ティーエスアルフレッサ株式会社
山口機器試薬支店

病院4-36 市民病院事務部 非常用ガスタービン発電設備点検整備 株式会社山産

病院4-37 市民病院事務部 検査機器予防保守 日本光電工業株式会社中国支店

病院4-38 市民病院事務部 全自動血液凝固測定装置保守点検
ティーエスアルフレッサ株式会社
山口機器試薬支店
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病院4-39 市民病院事務部 医療用ガス供給設備保守 株式会社特殊ガス商会

病院4-40 市民病院事務部 過酸化水素滅菌装置保守
ティーエスアルフレッサ株式会社
山口機器試薬支店

病院4-41 市民病院事務部 自動血球計算装置保守
ティーエスアルフレッサ株式会社
山口機器試薬支店

病院4-42 市民病院事務部 心臓カテーテルポリグラフ予防保守点検 日本光電工業株式会社中国支店

病院4-43 市民病院事務部 免疫自動分析装置保守
ティーエスアルフレッサ株式会社
山口機器試薬支店

病院4-44 市民病院事務部 超音波診断装置（Noblus検査室用）保守 海井医科器械株式会社山口営業所

病院4-45 市民病院事務部 ポンプ類保守管理 株式会社川本製作所中国支店

病院4-46 市民病院事務部 超音波診断装置（ARIETTA850SE）保守 海井医科器械株式会社山口営業所

病院4-47 市民病院事務部 臨床検査システム・輸血管理システム保守 コメットシステム株式会社

病院4-48 市民病院事務部 超音波診断装置（Prosound α7）保守 海井医科器械株式会社山口営業所

病院4-49 市民病院事務部 患者監視装置定期点検 日本光電工業株式会社中国支店

病院4-50 市民病院事務部 画像診断コンサルティング業務 株式会社医療福祉工学研究所

病院4-51 市民病院事務部 リネン管理業務 萩公共サービス株式会社

病院4-52 市民病院事務部 検体検査業務 株式会社エスアールエル

病院4-53 市民病院事務部 萩市民病院経営改善支援業務 ポルティ株式会社

病院4-54 市民病院事務部 医療廃棄物処理業務
両備トランスポート株式会社
共英製鋼株式会社山口事業所

病院4-55 市民病院事務部 検体検査業務 株式会社キューリン

病院4-56 市民病院事務部 看護師派遣業務
株式会社ナースパワー人材セン
ター

病院4-57 市民病院事務部 物品管理（SPD）業務
ティーエスアルフレッサ株式会社
長門支店
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病院4-58 市民病院事務部 薬剤師派遣業務 日本調剤株式会社

病院4-59 市民病院事務部 患者給食業務 エームサービス株式会社

病院4-60 市民病院事務部 産業廃棄物収集運搬及び処分業務 ジェムカ株式会社

病院4-61 市民病院事務部 住宅賃貸借 大東建託パートナーズ株式会社

病院4-62 市民病院事務部 遺伝子検査装置
ティーエスアルフレッサ株式会社
長門支店

病院4-63 市民病院事務部 薬剤師派遣業務 日本調剤株式会社

病院4-64 市民病院事務部 院内カーテン賃貸借 キングラン中四国株式会社

病院4-65 市民病院事務部 電子カルテシステムサーバリプレイス JSBB株式会社

病院4-66 市民病院事務部 3次元術前計画ソフトウェア
九州風雲堂販売株式会社宇部営業
所

病院4-67 市民病院事務部 内視鏡用DICOMコンバーター
ティーエスアルフレッサ株式会社
長門支店

病院4-68 市民病院事務部 人工呼吸器定期点検
株式会社フィリップス・ジャパン
スリープ＆レスピラトリーケア事
業部

病院4-69 市民病院事務部
回診用X線撮影装置・FPD装置（CALNEO AQRo）
保守

富士フイルムメディカル株式会社
中国支社

病院4-70 市民病院事務部 看護師派遣業務
株式会社ナースパワー人材セン
ター

病院4-71 市民病院事務部 CT装置
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
山口営業所

病院4-72 市民病院事務部 住宅賃貸借 大東建託パートナーズ株式会社

病院4-73 市民病院事務部 住宅賃貸借 大東建託パートナーズ株式会社

病院4-74 市民病院事務部 循環器X線血管撮影装置reBORN賃貸借 株式会社自治体病院共済会

病院4-75 市民病院事務部 看護師派遣業務
株式会社ナースパワー人材セン
ター

病院4-76 市民病院事務部 看護師派遣業務
株式会社ナースパワー人材セン
ター
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病院4-77 市民病院事務部 住宅賃貸借 弘不動産商事

病院4-78 市民病院事務部 住宅賃貸借 弘不動産商事

病院4-79 市民病院事務部 タニケットシステム
九州風雲堂販売株式会社宇部営業
所

病院4-80 市民病院事務部 全自動散薬分包機
ティーエスアルフレッサ株式会社
長門支店

病院4-81 市民病院事務部 コードレススモールボーンパワーシステム
九州風雲堂販売株式会社宇部営業
所

病院4-82 市民病院事務部 全自動錠剤分包機
ティーエスアルフレッサ株式会社
長門支店

病院4-83 市民病院事務部 全自動免疫測定装置
ティーエスアルフレッサ株式会社
長門支店

病院4-84 市民病院事務部 肺運動負荷モニタリングシステム
株式会社アステム山口営業部萩営
業所

病院4-85 市民病院事務部 全身麻酔装置 カナヤ医科器械株式会社

病院4-86 市民病院事務部 看護師派遣業務
株式会社ナースパワー人材セン
ター

病院4-87 市民病院事務部 電子セクタ探触子 海井医科器械株式会社山口営業所

病院4-88 市民病院事務部 看護師派遣業務
株式会社ナースパワー人材セン
ター

病院4-89 市民病院事務部 施設・設備管理業務
株式会社JR西日本中国メンテック
広島支店

病院4-90 市民病院事務部 卓上型高圧蒸気滅菌器
ティーエスアルフレッサ株式会社
長門支店

病院4-91 市民病院事務部 薬局調剤システムリプレイス
ティーエスアルフレッサ株式会社
長門支店

病院4-92 市民病院事務部 加湿エレメント交換・エアリーク対策作業 株式会社ビーテック

病院4-93 市民病院事務部 ポンプ更新 株式会社川本製作所中国支店
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