
ワニコ 丸善

内科  内科 32,300 - ワニコ 32,300
 胃と腸 36,489 - ワニコ 36,489
 肝胆膵 38,270 - ワニコ 38,270
 Coronary Intervention 14,964 - ワニコ 14,964
 Heart View 32,928 - ワニコ 32,928
 外科 36,380 - ワニコ 36,380
 消化器外科 36,720 - ワニコ 36,720
 手術 35,785 - ワニコ 35,785
 整形・災害外科 33,490 - ワニコ 33,490

整形外科  臨床整形外科 27,619 - ワニコ 27,619
 整形外科　 31,140 - ワニコ 31,140
 脳神経内科 29,580 29,580 ワニコ 29,580 最低価格が同価格の

ため、くじで決定

 Clinical Neuroscience 26,945 26,945 ワニコ 26,945 最低価格が同価格の
ため、くじで決定

 脊椎脊髄ジャーナル 27,972 26,095 丸善 26,095
 脳神経外科 25,704 26,010 ワニコ 25,704

呼吸器内科  呼吸器ジャーナル 13,003 13,158 ワニコ 13,003
心臓血管外科  胸部外科 32,454 - ワニコ 32,454

泌尿器科  臨床泌尿器科 33,466 33,864 ワニコ 33,466
産婦人科  臨床婦人科産科 31,550 31,929 ワニコ 31,550
皮膚科  皮膚科の臨床 35,785 - ワニコ 35,785
精神科  精神科治療学 35,496 - ワニコ 35,496
麻酔科  臨床麻酔 27,880 27,880 丸善 27,880 最低価格が同価格の

ため、くじで決定

 臨床画像 33,600 - ワニコ 33,600
 画像診断 33,864 - ワニコ 33,864

放射線  臨床放射線 33,745 - ワニコ 33,745
 検査と技術 19,740 19,975 ワニコ 19,740
 Medical Technology - - 不落 - 入札者なし

薬局  日経ドラッグインフォメーション 9,890 10,074 ワニコ 9,890
救命救急センター  救急医学 35,360 - ワニコ 35,360

臨床工学  Clinical Engineering 18,924 - ワニコ 18,924
 看護管理 14,212 14,382 ワニコ 14,212
 呼吸・循環・脳実践ケア - 15,737 丸善 15,737
 BRAIN NURSING 23,460 23,460 ワニコ 23,460 最低価格が同価格の

ため、くじで決定

 小児看護 18,700 - ワニコ 18,700
 看護展望 19,550 - ワニコ 19,550
 HEART NURSING 23,460 23,460 ワニコ 23,460 最低価格が同価格の

ため、くじで決定

 手術看護エキスパート - 20,619 不落 - 予定価格超過

 重症集中ケア - 17,182 不落 - 予定価格超過

 認知症ケア - 12,382 不落 - 予定価格超過

 継続看護を担う体質強化　外来看護 - 20,000 丸善 20,000
 消化器看護 消化管・肝胆膵疾患のケア - 15,737 不落 - 予定価格超過

エンド・オブ・ライフケア - 17,182 不落 - 予定価格超過

落札価格 備考

消化器

循環器科

外科

脳神経内科

脳神経外科
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入 札 日 時　令和２年３月２４日　１３時１０分（三重県立総合医療センター 臨床研修センター）

単位：円（税抜）
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中放部

看護

検査



ワニコ 丸善
落札価格 備考雑誌名

入札価格
落札者

 がん看護 11,977 - ワニコ 11,977
 緩和ケア 10,200 10,200 ワニコ 10,200 最低価格が同価格の

ため、くじで決定

 理学療法(Online): ID１個のみ 15,300 15,741 ワニコ 15,300
 理学療法ジャーナル(Online) 16,732 16,932 ワニコ 16,732

地域連携  地域連携　入退院と在宅支援 - 30,491 不落 - 予定価格超過

医療安全  病院安全教育 - 23,019 丸善 23,019

キャンサーボード

リハビリ

入札執行職員　　臨床研修センター　主事　            太田　恵美子

立　 会　 人　 　臨床研修センター　副センター長　加藤　元


