
　 (様式１）

委託契約

所属名
契約の相手方

（商号又は氏名）
案件名称 契約期間 契約金額 契約事務取扱規程の適用条項 随意契約理由

施設保全グループ
(社）大阪市シルバー人材センター南
部支部

小修繕業務（簡単な大工仕事）（単価契約） 27.4.1～28.3.31 1,886,000 第19条第1項第3号
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）第41条の規定する法人であ
り、かつ履行場所所在地（大阪市東成区）を担当する法人は当該団体の当該支部のみであるた
め

施設保全グループ ㈱ヒラカワ ボイラー設備保守及び性能検査受検業務 27.4.1～28.3.31 1,350,000 第19条第1項第2号
業務（ボイラー設備保守及び性能検査受検業務）が特定の者（当該設備のメーカー）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
アズビル㈱ビルシステムカンパニー
関西支社

空調用自動制御機器保守業務（病院棟・本館） 27.4.1～28.3.31 3,142,800 第19条第1項第2号
業務（空調用自動制御機器の保守）が特定の者（当該機器のメーカー）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 ㈱エフエスユニ　大阪営業所 医療ガス設備保守点検業務 27.4.1～28.3.31 3,780,000 第19条第1項第2号
業務（医療ガス設備の保守）が特定の者（当該設備のメーカーが指定する近畿地区唯
一の代理店）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 ㈱アイソテック 層流隔離病室システム保守業務 27.4.1～28.3.31 2,862,000 第19条第1項第2号
業務（層流隔離病室システムの保守）が特定の者（当該システムのメーカー）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
㈱S＆Sエンジニアリング　大阪営業
所

搬送設備保守業務 27.4.1～28.3.31 3,996,000 第19条第1項第2号
業務（搬送設備の保守）が特定の者（当該設備のメーカー）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 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

27.4.1～28.3.31 3,348,000 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 ㈱イトーキテクニカルサービス カルテ自動管理装置の保守 27.4.1～28.3.31 1,900,800 第19条第1項第2号
業務（カルテ自動管理装置の保守）が特定の者（西日本における保守サービスの唯一の代理店）
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 キャノンライフケアソリューションズ㈱
コダック　レーザーイメージングシステム他３件の保守点
検業務

27.4.1～28.3.31 7,975,800 第19条第1項第2号
業務（レーザーイメージングシステム等の保守）が特定の者（大阪府内における唯一の代理店）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 ㈱グッドマン 医療画像通信・電子保存ネットワークシステムの保守 27.4.1～28.3.31 2,160,000 第19条第1項第2号
業務（医療画像通信・電子保存ネットワークシステムの保守）が特定の者（当該システムの製造
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 ＧＥヘルスケア・ジャパン㈱ 全身用Ｘ線コンピュータ断層撮影装置他12件の保守 27.4.1～28.3.31 49,181,040 第19条第1項第2号
業務（全身用Ｘ線コンピュータ断層撮影装置等の保守）が特定の者（日本国内における唯一の代
理店）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 エレクタ㈱ 放射線治療計画システムの保守 27.4.1～28.3.31 1,560,600 第19条第1項第2号
業務（放射線治療計画システムの保守）が特定の者（日本国内における販売・保守等の業務の全
てを代行する業者）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 シーメンス・ジャパン㈱ 超伝導型MRI及びガンマカメラ装置の保守 27.4.1～28.3.31 47,304,000 第19条第1項第2号
業務（超伝導型MRI装置及びガンマカメラ装置の保守）が特定の者（販売元の日本国内における
総輸入・販売代理店）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
シーメンスヘルスケア・ダイアグノス
ティクス㈱

総合血液学検査装置の保守 27.4.1～28.3.31 4,212,000 第19条第1項第2号
業務（総合血液学検査装置の保守）が特定の者（日本国内における唯一の代理店）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 島津メディカルシステムズ㈱ 島津Ｘ線ＴＶ撮影装置他３件の保守 27.4.1～28.3.31 5,463,309 第19条第1項第2号
業務（Ｘ線ＴＶ撮影装置等の保守）が特定の者（大阪府内における唯一の代理店）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 住友電設㈱ RI排水処理システムの保守 27.4.1～28.3.31 1,555,200 第19条第1項第2号
業務（RI排水処理システムの保守）が特定の者（当該システムの製造メーカー）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 ㈱たけびし 放射線治療患者データベースシステムの保守 27.4.1～28.3.31 3,164,400 第19条第1項第2号
業務（放射線治療患者データベースシステムの保守）が特定の者（開発元の大阪府における唯一
の代理店）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 東芝メディカルシステムズ㈱ 東芝製CT装置他３件の保守 27.4.1～28.3.31 22,427,280 第19条第1項第2号
業務（CT装置等の保守）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 日本光電関西㈱ 日本光電社製モニターの保守 27.4.1～28.3.31 5,400,000 第19条第1項第2号
業務（モニターの保守）が特定の者（大阪府内における唯一の代理店）でなければ実施することが
できないものであるため

大阪府立成人病センター　随意契約状況一覧



施設保全グループ ㈱バリアンメディカルシステムズ VARIAN社製放射線治療システムの保守 27.4.1～28.3.31 29,823,120 第19条第1項第2号
業務（放射線治療機システムの保守）が特定の者（日本国内における保守業務全般を行っている
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 ㈱日立メディコ デジタルシンチカメラ他２件の保守 27.4.1～28.3.31 8,478,000 第19条第1項第2号
業務（デジタルシンチカメラ等の保守）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 フクダ電子近畿販売㈱ コンピューターライズドCCUシステム他３件の保守 27.4.1～28.3.31 8,241,480 第19条第1項第2号
業務（コンピューターライズドCCUシステム等の保守）が特定の者（大阪府内における唯一の代理
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 富士フィルムメディカル㈱ 富士デジタル画像総合システムの保守 27.4.1～28.3.31 8,513,424 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 ㈱MMコーポレーション 注射薬自動払出システムの保守契約 27.4.1～28.3.31 2,684,016 第19条第1項第2号
業務（注射薬自動払出システムの保守）が特定の者（大阪府内における唯一の代理店）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 ㈱千代田テクノル マイクロセレクトロンHDRシステムの保守 27.4.1～28.3.31 3,564,000 第19条第1項第2号
業務（放射線治療機の保守）が特定の者（日本国内における唯一の代理店）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 ㈱スズケン 全自動細胞解析装置の保守 27.4.1～28.3.31 1,749,600 第19条第1項第2号
業務（全自動細胞解析装置の保守）が特定の者（唯一の代理店）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
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティッ
クス㈱

オートビューInnovaの保守 27.4.1～28.3.31 1,533,600 第19条第1項第2号
業務（オートビューInnovaの保守）が特定の者（日本国内における唯一の代理店）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 ㈱MMコーポレーション 重症部門モニタリング装置の保守 27.7.1～31.6.30 66,960,000 第19条第1項第8号 再度入札に付して落札者がなかったため

施設保全グループ アクト土地家屋調査士事務所 東側隣接道路地境界確認手続業務 27.4.1～28.3.31 1,193,390 第19条第1項第2号
本業務は同社が平成26年度に実施した「東側隣接民有地境界確認」の業務未完了分を引き続き
委託するものであるため継続的要素が非常に高く、他の業者が本業務を一から請け負った場合、
業務履行が困難であるため。

施設保全グループ ジャトー㈱
非常警報（放送）・一般放送設備、ＩＴＶカメラ設備、患者
呼出設備、ネットワークカメラシステムの点検保守業務

27.4.1～28.3.31 1,340,280 第19条第1項第2号
業務（非常警報（放送）・一般放送設備、ＩＴＶカメラ設備、患者呼出設備、ネットワークカメラシステ
ムの点検保守業務）が特定の者（当該設備、システムのメーカー）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 近畿ビルサービス㈱ 防災センター防災盤監視等業務 27.4.1～29.3.31 20,725,200 第19条第1項第8号 再度入札に付して落札者がなかったため

医事グループ ㈱エスアールエル 臨床検査委託 27.4.1～28.3.31 35,737,312 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 
㈱LSIメディエンス 臨床検査委託 27.4.1～28.3.31 21,914,696 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 一般財団法人　阪大微生物病研究会 臨床検査委託 27.4.1～28.3.31 4,174,826 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 ㈱ビー・エム・エル　大阪第一営業所 臨床検査委託 27.4.1～28.3.31 4,553,735 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 ㈱大阪血清微生物研究所 臨床検査委託 27.4.1～28.3.31 2,095,632 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
(社)大阪市シルバー人材センター南
部支部

採取管の搬送・印刷物の在庫管理及びカルテ搬送委託
業務

27.4.1～28.3.31 1,191,000 第19条第1項第3号
高齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）第41号の規定する法人であり、
かつ履行場所所在地（大阪市東成区）を担当する法人は当該団体の該当支部のみであるため

医事グループ 社会医療法人大道会 ＰＥＴ検査委託 27.4.1～28.3.31 1,713,600 第19条第1項第2号
入院中患者についてのPET検査を行うため、隣接医療機関でしか検査を実施することができない
ものであるため

新病院整備
グループ

みずほ総合研究所株式会社 大阪府立成人病センター整備事業アドバイザー業務 27.4.1～28.3.31 5,572,800 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
もにこれまでの成人病センター基本構想策定より、3年間にわたる本件事業に係る実施方針公表
から事業契約締結にわたる資料一式の作成に携わってきた者）でなければ実施することができな
いため

医療情報部 ㈱テクノメディカ 採取管準備システムの保守 27.7.1～29.3.31 2,142,180 第19条第1項第2号
業務（採取管準備システムの保守）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。



臨床研究センター インプルーブ 情報機器及びソフトウェア保守サービス 27.4.1～28.3.31 4,274,208 第19条第1項第2号
業務（オーダーメイド医療実現化プロジェクト匿名情報管理システム保守）が特定の者（文部科学
省指定）でなければ実施することができないものであるため

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 27.4.1～28.3.31 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・院内がん登録システム等の共同
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

臨床研究センター
八洲薬品株式会社及び
トランスジェニック株式会社（3社契約）

遺伝子組み換えマウス作製サービス/Vcp遺伝子コン
ディショナル・ノックアウトマウス作製

27.5.1～28.1.31 3,456,000 第19条第1項第2号
今回の特殊な遺伝子を持ったマウスを作成するためには、研究取引による過去データ
の蓄積がある業者でないと作成が不可能。

臨床研究センター WDB株式会社 最先端治療研究にかかわる生化学実験・評価業務 27.9.1～27.12.31 1,332,450 第19条第1項第2号
共同研究を行うにあたり、業務を第三者委託するためには契約相手方と当センターの
合議の上、選定された業者しか委託できない契約となっている。

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 27.9.15～27.9.30 3,612,600 第19条
第１項第2号
業務（病院情報システムの変更）が特定の者（当該システムの開発業者）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 ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 放射線画像情報システムの保守 27.10.01～29.3.31 15,209,856 第19条
第１項第2号
業務（放射線画像情報システムの保守）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。

施設保全グループ 東芝メディカルシステムズ㈱ 超音波診断装置用電子スキャンプローブの修理 27.12.2～28.1.29 1,620,000 第19条第1項第2号
業務（超音波診断装置用電子スキャンプローブの修理）を行うに当たり、当該装置の製造から保
守まで一貫して行っている会社は当該企業に限られるため。

施設保全グループ 株式会社バリアンメディカルシステムズ 医療用リニアック(Clinac23EX)の修理 27.12.29～28.1.4 2,585,520 第19条第1項第2号及び第５号
業務（医療用リニアックClinac23EXの修理）が特定の者（日本国内における保守業務全般を行っている業者）
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 エレクタ株式会社 放射線治療用体幹部固定具の修理 27.11.16～28.3.31 2,246,400 第19条第1項第2号
業務（放射線治療用体幹部固定具の修理）が特定の者（日本国内における販売・保守等の業務の全てを代
行する業者）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 東芝電機サービス㈱関西支店 特別高圧受変電設備等保守業務 27.11.1～29.3.31 8,424,000 第19条第1項第8号 再度入札に付して落札者がなかったため

施設保全グループ ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ 全自動生化学・免疫統合型分析装置の保守 27.12.1～30.3.31 6,048,000 第19条第1項第2号
業務（全自動生化学・免疫統合型分析装置の保守）が特定の者（日本国内における保守の業務の全てを行
う業者）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 アボットジャパン㈱ 全自動化学発光免疫測定装置の保守 28.2.1～29.3.31 2,356,560 第19条第1項第2号
業務（全自動化学発光免疫測定装置の保守）が特定の者（日本国内における保守の業務の全てを行う業
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 アボットジャパン㈱ 全自動化学発光免疫測定装置の保守 28.2.1～33.3.31 5,400,000 第19条第1項第2号
業務（全自動化学発光免疫測定装置の保守）が特定の者（日本国内における保守の業務の全てを行う業
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 グリーンホスピタルサプライ株式会社　 　肺癌検診用画像ビューワシステムの購入 29.4.1～33.3.31 766,800 第19条第1項第8号 再度入札に付して落札者がなかったため

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 28.4.1～29.3.31 7,063,200 第19条第1項第8号 再度入札に付して落札者がなかったため

施設保全グループ 千代田テクノル株式会社
放射線業務従事者の被ばく線量測定業務の委託に係
る単価契約

28.4.1～33.3.31 22,639,176 第19条第1項第8号 再度入札に付して落札者がなかったため

施設保全グループ 株式会社サンメンテナンス 空調機器及びボイラー等運転管理業務 28.4.1～29.3.31 33,480,000 第19条第1項第6号
競争入札に付したが入札不調となり、契約事務取扱規程第19条第１項第８号の規定に基づく随
意契約もできず、業務の開始時期が迫っていることから、競争入札に付していては契約の目的を
達成することができないため

施設保全グループ 株式会社ビット 空調・冷暖房等設備保守点検業務 28.4.1～29.3.31 7,344,000 第19条第1項第6号
競争入札に付したが入札不調となり、契約事務取扱規程第19条第１項第８号の規定に基づく随
意契約もできず、業務の開始時期が迫っていることから、競争入札に付していては契約の目的を
達成することができないため

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廃棄物廃棄業務 27.9.16～27.10.31 1,943,416 第19条第1項第2号
業務が医療法施行規則第３０条の１４の２第1項及び診療用放射性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により、公益社団法人日本ア
イソトープ協会に限定されるため。

臨床研究センター WDB株式会社 最先端治療研究にかかわる生化学実験・評価業務 28.3.1～28.5.31 1,083,726 第19条第1項第2号
共同研究を行うにあたり、業務を第三者委託するためには契約相手方と当センターの合議の上、
選定された業者しか委託できない契約となっている。

臨床研究センター 公益財団法人実験動物中央研究所 動物実験施設の微生物検査 28.1.18～28.131 100,224 第19条第1項第2号 動物実験施設の微生物検査をする上で実験動物中央研究所と契約しなければ履行できないため。

臨床研究センター 株式会社　パソナ 研究補助 28.3.1～28.3.31 326,200 第19条第1項第2号 研究を行うにあたり、業務が特定の者（熟練した人材）でなければ実施することができないため。



修繕契約

所属名
契約の相手方

（商号又は氏名）
案件名称 契約期間 契約金額 契約事務取扱規程の適用条項 随意契約理由

施設保全グループ
東芝メディカルシステムズ㈱
関西支社大阪支店

Ｘ線コンピュータ断層撮影装置（東芝AquilionCXL）用Ｘ
線管球交換修理

27.5.19～27.6.6 19,440,000 第19条第1項第2号
業務（Ｘ線コンピュータ断層撮影装置のＸ線管球交換修理）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
島津メディカルシステムズ㈱
大阪営業所

Ｘ線ＤＲ装置（島津CVISION Safire 17）用Ｘ線管球交換
修理

27.6.5～27.6.6 7,020,000 第19条第1項第2号
業務（Ｘ線ＤＲ装置のＸ線管球交換修理）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 日本熱源システム株式会社
大阪府立成人病センター研究所のスクリューヒートポン
プチラーの圧縮機ユニット修理

27.6.25～27.8.31 17,496,000 第19条第1項第2号
業務（スクリューヒートポンプチラーの修理）が特定の者（当該装置の製造・保守メーカー）でなけ
れば実施できないため

総務グループ
三菱電機ビルテクノサービス㈱
関西支社

外来モニターデジタルサイネージ修繕 27.11.2～27.12.27 3,132,000 第19条第1項第2号
業務（デジタルサイネージ制御機器の修理）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 日本熱源システム株式会社 空気熱源スクリューヒートポンプＲＣ－１～２号機修理 28.3.31～28.8.31 11,500,000 第19条第1項第2号
業務（スクリューヒートポンプの修理）が特定の者（当該装置の製造・保守メーカー）でなければ実
施できないため

施設保全グループ
三菱電機ビルテクノサービス㈱
関西支社

病院棟昇降機（８号機）修理 28.11.25～28.3.31 6,696,000 第19条第1項第２号
業務（昇降機の修理）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 川重冷熱工業関西支社 吸収冷温水機真空漏れ修繕 28.3.18～28.3.31 3,672,000 第19条第1項第２号
業務（吸収冷温水機の修理）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。

賃貸借契約

所属名
契約の相手方

（商号又は氏名）
案件名称 契約期間 契約金額 契約事務取扱規程の適用条項 随意契約理由

施設保全グループ 帝人在宅医療㈱ マスク式人工呼吸器(ネーザル・オートセット）の賃貸借 27.4.1～28.3.31 5,040,000 第19条第1項第2号
業務（マスク式人工呼吸器の賃貸借）が特定の者（選定商品の唯一の取扱い業者）でなければ履
行できないため

施設保全グループ 帝人在宅医療㈱
睡眠時無呼吸症候群への持続陽圧呼吸療法に用いる
各種装置の賃貸借（単価契約）

27.4.1～28.3.31 2,463,000 第19条第1項第2号
業務（睡眠時無呼吸症候群への持続陽圧呼吸療法に用いる各種装置の賃貸借）が特定の者（選
定商品の唯一の取扱い業者）でなければ履行できないため

施設保全グループ ㈱シガドライウィザース 感染予防衛生マットレスなどの賃貸借（単価契約） 27.4.1～28.3.31 3,110,000 第19条第1項第2号
業務（感染予防衛生マットレスなどの賃貸借）が特定の者（選定商品の唯一の取扱い業者）でな
ければ履行できないため

施設保全グループ 帝人在宅医療㈱ 在宅酸素療法に供する酸素濃縮装置 27.4.1～28.3.31 1,044,000 第19条第1項第2号 業務が特定の者（選定商品の唯一の取扱い業者）でなければ履行できないため

施設保全グループ アイ・エム・アイ㈱ 人工呼吸器（AVEAコンプリ２） 27.4.1～27.9.30 940,000 第19条第1項第2号 業務が特定の者（選定商品の唯一の取扱い業者）でなければ履行できないため

医療情報部 ニッセイ情報テクノロジー㈱ 診断書作成システム（MEDI-Papyrus）利用契約 27.4.1～28.3.31 1,077,300 第19条第1項第2号
業務（診断書作成システムの利用契約）が特定の者（唯一業務対応が可能）でなければ実施する
ことができないものであるため

医療情報部 ＳＣＳＫ㈱ ソフトウェア・プロダクト（Windows-SAS)使用契約 27.4.1～28.3.31 1,931,040 第19条第1項第6号
当該ソフトウェア・プロダクトは特定の販売提携業者しか提供ができない、かつ、既に端末にイン
ストールされているライセンス契約の更新であり、競争入札に付することが不利と認められるため

医療情報部 日本電子計算機㈱ インターネットシステムの再リース 27.4.1～28.3.31 2,650,320 第19条第1項第2号 業務（再リース対象機器）が特定の者（元契約の契約者）でなければ履行できないため

医療情報部 三井住友ファイナンス＆リース㈱ 放射線情報システム等の再リース 27.7.1～29.3.31 5,550,930 第19条第1項第2号 業務（再リース対象機器）が特定の者（元契約の契約者）でなければ履行できないため



臨床研究センター ソフトバンクテレコム(株) 臨床研究治験支援システムサービス契約 27.4.1～28.3.31 2,203,200 第19条第1項第2号
業務（臨床研究治験支援システムサービス）が特定の者（選定商品の唯一の取扱業者）でなけれ
ば履行できないため

施設保全グループ ｱｲ・ｴﾑ・ｱｲ株式会社 人工呼吸器（AVEAｺﾝﾌﾟﾘ2）の賃貸借 27.10.1～28.3.31 939,600 第19条第1項第2号
現在のOP・ICUｼｽﾃﾑに対応する人工呼吸器は、国内唯一の独占販売権を有している
事業者しかないため。

施設保全グループ 宮野医療器株式会社 血液浄化用装置の賃貸借 27.10.1～28.3.31 583,200 第19条第1項第2号 業務（再リース対象機器）が特定の者（現契約業者）でなければ履行できないため

施設保全グループ ワタキューセイモア株式会社 基準寝具類以外の衣料物品 27.10.1～28.1.31 4,035,000 第19条第1項第6号
一般競争入札が不調となり、再入札により契約締結をするまでの期間について、現契約
業者でなければ、賃借物品（術衣・検査衣等）が確保できないため。

臨床研究センター 株式会社テクノミック POISINDEX　（Truven　Health Analyticsデータベース） 28.2.1～29.1.31 1,576,800 第19条第1項第2号
より多くの中毒情報等を得るためには最大手データベースを利用する必要がある。データベースを販売して
いる日本唯一の総代理店である㈱テクノミックと契約しなければ履行できないため。

物品購入

所属名
契約の相手方

（商号又は氏名）
案件名称 契約期間 契約金額 契約事務取扱規程の適用条項 随意契約理由

施設保全グループ グリーンホスピタルサプライ株式会社　 　診療材料供給カートの購入 27.10.9～27.12.10 16,740,000 第19条第1項第8号 再度入札に付して落札者がなかったため

施設保全グループ 小西医療器株式会社 　胸腔・腹腔鏡システム他３件の購入 27.11.20～28.3.31 45,219,600 第19条第1項第8号 再度入札に付して落札者がなかったため

施設保全グループ 株式会社富士通マーケティング　 　インターネットサーバの購入 27.12.21～28.3.7 6,115,176 第19条第1項第2号
業務が特定の者（既存サーバーの設置業者）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 小西医療器株式会社 　輸液ポンプの購入 27.12.17～28.3.31 2,160,000 第19条第1項第8号 再度入札に付して落札者がなかったため

施設保全グループ グリーンホスピタルサプライ株式会社　 　肺癌検診用画像ビューワシステムの購入 28.2.26～28.3.25 2,370,600 第19条第1項第8号 再度入札に付して落札者がなかったため

施設保全グループ グリーンホスピタルサプライ株式会社　 　一般Ｘ線撮影モバイルＦＰＤ装置の購入 28.226～28.3.26 22,680,000 第19条第1項第8号 再度入札に付して落札者がなかったため

施設保全グループ 小西医療器株式会社 　多目的高周波手術装置他４件の購入 28.3.16～28.4.30 134,458,920 第19条第1項第8号 再度入札に付して落札者がなかったため


