
　 (様式１）

委託契約

＜委託契約（測量・建設コンサルタント等業務を含む）＞

契約の相手方 契約金額（円）

(商号又は氏名) 開始 終了
（単価契約の場合は
年間予定金額）

医療情報部 ㈱富士通マーケティング インターネットシステムの保守 H29.4.1 H30.3.31 2,588,112 第19条第1項第2号
業務（インターネットシステムの保守）が特定の者（当該シ
ステム開発業者）でなければ実施することができないもの
であるため。

医療情報部 菱電商事㈱
大阪国際がんセンターの新病院総合情報システムの一
部機器等に係る保守

H29.4.1 H34.12.31 13,823,460 第19条第1項第2号

業務（総合評価一般競争入札にて調達した新病院総合情
報システムのうち、医薬品医療機器等法の対象となる物件
の保守）が特定の者（入札提案による者）でなければ実施
することができないものであるため。

施設保全グループ みずほ総合研究所㈱
大阪府立成人病センター整備事業アドバイザー業務委
託

H29.4.1 H30.3.31 3,607,200 第19条第1項第2号

業務（大阪府立成人病センター整備事業アドバイザー業
務）が特定の者（PFI手法に精通するとともに、これまでの
基本構想から実施方針公表を経て事業契約ｌを締結するま
での資料一式の作成に携わった者）でなければ実施するこ
とができないため。

施設保全グループ 富士フィルムメディカル株式会社 富士デジタル画像総合システムの保守点検業務委託 H29.4.1 H30.3.31 10,966,752 第19条第1項第2号
業務（デジタル画像総合システムの保守）が特定の者（装
置の販売及びメンテナンスに関する一切の業務を行ってい
る業者）でなければ実施することができないため。

施設保全グループ 東芝メディカルシステムズ㈱ 東芝スキャナの保守 H29.4.1 H30.3.31 11,340,000 第19条第1項第2号
業務（CT装置の保守）が特定の者（当該装置の製造メー
カー）でなければ実施することができないものであるため。

施設保全グループ 公益社団法人日本アイソトープ協会 RI廃棄物の廃棄 H29.4.20 H29.5.31 5,092,826 第19条第1項第2号

業務（RI廃棄物の廃棄）が特定の者（医療法施行規則第三
十条の十四の二第一項の診療用放射線同位元素又は放
射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受け
る者を指定する省令で指定された事業者）でなければ実施
することができないものであるため。

施設保全グループ 株式会社竹中工務店大阪本店 ロールスクリーン設置業務 H29.5.12 H29.5.31 3,196,800 第19条第1項第5号
業務（緊急のロールスクリーンの設置）の実施が、特定の
者（建設工事実施者）でなければ行えないため。

施設保全グループ ホーチキ㈱　大阪支店
Ａ・Ｂ地区及び西地区におけるテレビ電波共視聴施設の
保守業務

H29.4.1 H30.3.31 3,315,600 第19条第1項第2号
業務（Ａ・Ｂ地区及び西地区におけるテレビ電波共視聴施
設の保守業務）が特定の者（施設の設計・施工業者）でな
ければ履行できないため。

施設保全グループ 株式会社アトックス大阪営業所 作業環境測定業務及びＲＩ検査室管理業務 H29.4.1 H30.3.31 7,063,200 第19条第1項第2号
業務（作業環境測定業務及びＲＩ検査室管理業務）の実施
が、特定の者（移転直前の運用を熟知した前年度の受託
者）でなければ行えないため。

施設保全グループ 小西医療器株式会社 中央手術室用診療材料管理業務 H29.4.1 H30.3.31 34,344,000 第19条第1項第2号
業務（中央手術室用診療材料管理業務）がSPD業務と密
接な関係を持っていることから特定の者（SPD業務受託
者）でなければ実施することができないものであるため。

施設保全グループ 株式会社サンメンテナンス 旧大阪府立成人病センターの建物設備管理業務 H29.4.1 H29.9.30 15,305,760 第19条第1項第2号
業務（旧大阪府立成人病センターの建物設備管理業務）
が、特定の者（センターの建物構造を熟知した前年度の受
託事業者）でないと行えないため。

施設保全グループ 株式会社栄水化学大阪支社 動物飼育管理及び清掃業務 H29.4.1 H30.3.31 16,200,000 第19条第1項第2号
業務（動物飼育管理及び清掃業務）の実施が特定の者
（移転直前の運用を熟知した前年度の受託者）でなければ
行えないため。

がん予防情報センター 一般社団法人がん統計センター がん予防情報センター情報管理業務 H29.4.1 H30.3.31 12,960,000 第19条第1項第2号
業務（がん予防情報センター情報管理業務）が特定の者
（地域がん登録システム、住基照合システム等の共同開
発者）でなければ実施することができないものであるため。

医事グループ 三菱電機ライフサービス㈱ 人間ドック食事提供委託業務 H29.4.5 H30.3.31 3,799,800 第19条第1項第2号

業務（人間ドック食事提供業務）は、利便性や食事に関す
る細やかな対応が必要等の理由から、院内での提供が望
ましく、また特定の者（当センターのレストラン運営を行って
いるのは契約業者のみであり、人間ドックの食事を提供す
ること可能）でなければ実施することができないものである
ため。

医事グループ （株）エスアールエル 臨床検査委託 H29.4.1 H29.9.30 17,364,257 第19条第1項第2号

業務（臨床検査）が特定の者（検査結果の基準値等は、従
来から継続したものでなければ結果値に差異が生じ、治療
効果の判定、診断の確定、今後の治療方針に混乱が生じ
るため）でなければ実施することができないものであるため

医事グループ （株）ＬＳＩメディエンス 臨床検査委託 H29.4.1 H29.9.30 12,078,006 第19条第1項第2号

業務（臨床検査）が特定の者（検査結果の基準値等は、従
来から継続したものでなければ結果値に差異が生じ、治療
効果の判定、診断の確定、今後の治療方針に混乱が生じ
るため）でなければ実施することができないものであるため

随意契約理由

大阪国際がんセンター　随意契約状況一覧

所属名
（グループ名）

契約件名
契約期間

契約事務取扱規程の適用条項



医事グループ （株）ビー・エム・エル　大阪第一営業所 臨床検査委託 H29.4.1 H29.9.30 2,839,621 第19条第1項第2号

業務（臨床検査）が特定の者（検査結果の基準値等は、従
来から継続したものでなければ結果値に差異が生じ、治療
効果の判定、診断の確定、今後の治療方針に混乱が生じ
るため）でなければ実施することができないものであるため

臨床研究センター ㈱ビッグバン
倫理審査申請システム業務に係るサービス開発維持管
理業務

H29.9.15 H34.8.31 10,389,600 第19条第1項第8号
再度入札に付して予定価格の範囲内で入札した者がいな
かったため。

医療情報部 日本電気株式会社 病院情報システム変更業務委託 H29.9.27 H29.9.30 6,728,616 第19条第1項第2号
業務（病院情報システムのシステム変更・追加）が特定の
者（現行の病院情報システムを導入した事業者）でなけれ
ば実施することができないため。

治験臨床研究管理室 インプルーブ株式会社
オーダーメイド医療実現化プロジェクト業務に使用する
各システムに係る保守業務契約

H29.4.1 H30.3.31 3,583,440 第19条第1項第2号
業務（オーダーメイド医療のシステム（AMED事業）の保守）
が特定の者（当該システム開発者）でなければ実施するこ
とができないものであるため。

治験臨床研究管理室 日本電気株式会社 治験管理システム改修対応業務委託 H29.11.10 H30.3.31 2,991,600 第19条第1項第2号
業務（治験管理システム改修）が特定の者（当該システム
開発者）でなければ実施することができないものであるた
め。

施設保全ｸﾞﾙｰﾌﾟ 株式会社MMコーポレーション 抗がん剤混合調製ロボットの保守業務 H30.4.1 H35.3.31 16,956,000 第19条第1項第8号
入札の結果不調となり、参加業者が予定価格を下回る見
積を提示したことによる。

＜賃貸借契約＞

契約の相手方 契約金額（円）

(商号又は氏名) 開始 終了
（単価契約の場合は
年間予定金額）

施設保全グループ ㈱パースジャパン
特別室・人間ドック・無菌室床頭台等及び緩和ケア冷蔵
庫一式の賃貸借

H29.4.10 H36.3.31 14,605,920 第19条第1項第2号
賃貸借機種（特別室・人間ドック・無菌室床頭台等及び緩
和ケア冷蔵庫）が特定の者（病棟全体で一体的に床頭台
業務を実施する業者）でなければ取扱いできないため。

施設保全グループ 日本カルミック株式会社 サニタリーボックスの賃貸借 H29.6.1 H30.3.31 3,340,000 第19条第1項第2号
賃貸借機器（サニタリーボックス）を特定の者（開発メー
カー）でなければ取扱をしていないため

施設保全グループ ㈱シガドライウィザース 耐圧分散式クッション H29.4.1 H30.3.31 2,910,000 第19条第1項第2号
賃貸借物品（耐圧分散クッション）が特定の者（当該物品の
メーカーの国内における唯一の代理店）でなければ取扱い
できないため。

施設保全グループ ティーメディクス㈱
メンテナンス付き症例払い方式による電子内視鏡システ
ムの賃貸借契約及び大阪国際がんセンター保有機器
の保守契約

H29.4.1 H34.3.31 98,083,548 第19条第1項第2号

賃貸借機器（オリンパス㈱生内視鏡システム）のメンテナン
ス付き症例払い方式の賃貸借契約が特定の者（国内唯一
の取扱店）でなければ実施することができないものである
ため。

施設保全グループ 帝人在宅医療㈱ 人工呼吸器（ﾈｰｻﾞﾙ/ｵｰﾄｾｯﾄ） H29.4.1 H30.3.31 4,000,000 第19条第1項第2号
賃貸借機種（ﾈｰｻﾞﾙ、ｵｰﾄｾｯﾄ）が特定の者（当該物品の
メーカーの国内における唯一の代理店）でなければ取扱い
できないため。

施設保全グループ ワタキューセイモア㈱ バスマットの賃貸借 H29.4.1 H30.3.31 3,950,000 第19条第1項第2号
賃貸借物品（バスマット）の配達回収業務の実施は特定の
者（業務内容が近しい他の業務の受託業者）でなければ
他の院内業務に支障をきたすため。

＜物品購入契約＞

契約の相手方 契約金額（円）

(商号又は氏名) 開始 終了
（単価契約の場合は
年間予定金額）

＜建設工事契約＞

契約の相手方 契約金額（円）

(商号又は氏名) 開始 終了
（単価契約の場合は
年間予定金額）

所属名
（グループ名）

契約件名
契約期間

契約事務取扱規程の適用条項 随意契約理由

所属名
（グループ名）

契約件名
契約期間

契約事務取扱規程の適用条項 随意契約理由

所属名
（グループ名）

契約件名
契約期間

契約事務取扱規程の適用条項 随意契約理由


