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○ ペムブロリズマブ（遺伝子組換え） 100mg
ニボルマブ（遺伝子組換え）
240㎎
ベバシズマブ（遺伝子組換え）
400㎎
エクリズマブ（遺伝子組換え）
300mg
ソマトロピン（遺伝子組換え）
12mg
アテゾリズマブ（遺伝子組換え） 1200㎎
パリピズマブ（遺伝子組換え）
100mg
ゴリムマブ（遺伝子組換え）
50mg
デュルバルマブ（遺伝子組換え）
120mg
ペメトレキセドナトリウム水和物
500mg
ペルツズマブ（遺伝子組換え）
420mg
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ﾍﾟｰｼﾞ

示
4mL
24mL
16mL
30mL
1筒
20mL
1mL
0.5mL
2.4mL

1瓶 予定数量 686瓶
1瓶 予定数量 302瓶
1瓶 予定数量 411瓶
1瓶 予定数量 156瓶
予定数量 1,080筒
1瓶 予定数量 151瓶
1瓶 予定数量 565瓶
1筒 予定数量 310瓶
1瓶 予定数量 836瓶
1瓶 予定数量 249瓶
14mL 1瓶 予定数量 273瓶

2

落札者等の公示
次のとおり落札者等について公示します。
令和 2年11月 5日
名古屋市病院局長 大原 弘隆
事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

容

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え） 100mg
4mL 1瓶 予定数量 686瓶

(2) 契約事務担当部局名と所在地

病院局経営企画部経営企画課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 2年 9月18日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

アルフレッサ株式会社名古屋病院支店
名古屋市北区清水四丁目14番18号

(5) 落札金額・随意契約金額

236,478円（単価契約）

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 2年 7月29日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

容

ニボルマブ（遺伝子組換え） 240㎎24mL
1瓶 予定数量 302瓶

(2) 契約事務担当部局名と所在地

病院局経営企画部経営企画課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 2年 9月18日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所
(5) 落札金額・随意契約金額

株式会社スズケン名古屋支店
名古屋市東区東片端町 1番地
405,696円（単価契約）

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 2年 7月29日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－
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事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

容

ベバシズマブ（遺伝子組換え） 400㎎16mL
1瓶 予定数量 411瓶

(2) 契約事務担当部局名と所在地

病院局経営企画部経営企画課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 2年 9月18日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

アルフレッサ株式会社名古屋病院支店
名古屋市北区清水四丁目14番18号

(5) 落札金額・随意契約金額

128,562円（単価契約）

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 2年 7月29日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

容

エクリズマブ（遺伝子組換え） 300mg30mL
1瓶 予定数量 156瓶

(2) 契約事務担当部局名と所在地

病院局経営企画部経営企画課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 2年 9月18日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所
(5) 落札金額・随意契約金額

東邦薬品株式会社愛知営業部
名古屋市名東区社台三丁目 120番地
598,123円（単価契約）

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 2年 7月29日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－
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事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

容

ソマトロピン（遺伝子組換え）12mg 1筒
予定数量 1,080筒

(2) 契約事務担当部局名と所在地

病院局経営企画部経営企画課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 2年 9月18日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

株式会社スズケン名古屋支店
名古屋市東区東片端町 1番地

(5) 落札金額・随意契約金額

53,949円（単価契約）

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 2年 7月29日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

容

アテゾリズマブ（遺伝子組換え）1200㎎
20mL 1瓶 予定数量 151瓶

(2) 契約事務担当部局名と所在地

病院局経営企画部経営企画課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 2年 9月18日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所
(5) 落札金額・随意契約金額

アルフレッサ株式会社名古屋病院支店
名古屋市北区清水四丁目14番18号
624,408円（単価契約）

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 2年 7月29日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－
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事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

容

パリピズマブ（遺伝子組換え） 100mg 1mL
1瓶 予定数量 565瓶

(2) 契約事務担当部局名と所在地

病院局経営企画部経営企画課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 2年 9月18日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

中北薬品株式会社天塚第二支店
名古屋市西区天塚町 4丁目66番地

(5) 落札金額・随意契約金額

109,483円（単価契約）

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 2年 7月29日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

容

ゴリムマブ（遺伝子組換え） 50mg0.5mL
1筒 予定数量 310瓶

(2) 契約事務担当部局名と所在地

病院局経営企画部経営企画課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 2年 9月18日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所
(5) 落札金額・随意契約金額

中北薬品株式会社天塚第二支店
名古屋市西区天塚町 4丁目66番地
107,976円（単価契約）

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 2年 7月29日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

5

事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

容

デュルバルマブ（遺伝子組換え） 120mg
2.4mL 1瓶 予定数量 836瓶

(2) 契約事務担当部局名と所在地

病院局経営企画部経営企画課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 2年 9月18日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

アルフレッサ株式会社名古屋病院支店
名古屋市北区清水四丁目14番18号

(5) 落札金額・随意契約金額

112,618円（単価契約）

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 2年 7月29日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

容

ペメトレキセドナトリウム水和物 500mg
1瓶 予定数量 249瓶

(2) 契約事務担当部局名と所在地

病院局経営企画部経営企画課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 2年 9月18日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所
(5) 落札金額・随意契約金額

アルフレッサ株式会社名古屋病院支店
名古屋市北区清水四丁目14番18号
183,678円（単価契約）

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 2年 7月29日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－
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事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

容

ペルツズマブ（遺伝子組換え） 420mg
14mL 1瓶 予定数量 273瓶

(2) 契約事務担当部局名と所在地

病院局経営企画部経営企画課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 2年 9月18日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所
(5) 落札金額・随意契約金額

株式会社スズケン名古屋支店
名古屋市東区東片端町 1番地
202,312円（単価契約）

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 2年 7月29日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－
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