
成人病センター（1／7）

委託料

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（円）

（単価契約の場合は
年間予定金額）

大阪府立病院機構契約事
務取扱規程の適用条項

随意契約理由

総務人事グループ （有）アイエンロール 託児業務委託 21.4.1～22.3.31 6,073,200 第19条第１項第6号
専門性、安全性が必要とされる業務であり、保育実績を有する事業者に委託す
ることが有利であるため

総務人事グループ ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 情報機器及びソフトウェア・保守サービス業務 21.4.1～22.3.31 6,008,625 第19条第１項第2号
業務（情報機器及びソフトウェア保守業務）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

経理グループ ㈱内藤建築事務所
大阪府立成人病センター整備事業に係る調査
業務委託

21.4.1～22.3.31 2,999,850 第19条第１項第2号
業務（成人病センター整備事業に係る調業務委託）が特定の者（昨年度からの
継続業務であるため同業者）でなければ実施することができないため

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）の導入
業務委託

21.5.1～21.7.31 3,543,750 第19条第１項第2号
業務（診断書作成システムの導入業務）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 日本電気㈱
病院情報システムサーバーUPSのバッテリー
交換作業委託

21.6.8～21.6.30 1,169,700 第19条第１項第2号
業務（病院情報システムサーバーUPSのバッテリー交換作業）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

医事グループ ㈱エスアールエル 平成２１年度臨床検査委託 21.4.1～22.3.31 14,660,650 第19条第１項第2号
業務（臨床検査）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

医事グループ 三菱化学メディエンス㈱ 平成２１年度臨床検査委託 21.4.1～22.3.31 14,358,367 第19条第１項第2号
業務（臨床検査）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

医事グループ (財）阪大微生物病研究会 平成２１年度臨床検査委託 21.4.1～22.3.31 2,364,030 第19条第１項第2号
業務（臨床検査）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

医事グループ ㈱ビー・エム・エル大阪第一営業所 平成２１年度臨床検査委託 21.4.1～22.3.31 1,700,639 第19条第１項第2号
業務（臨床検査）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

医事グループ ㈱ニチイ学館
大阪府立成人病センターの再診予約更電話受
付、臨床検査採取管点検院外からの処方箋整
理業務

21.4.1～21.9.10 5,927,040 第19条第１項第6号
現に契約履行中の業務（医事業務委託）に関連する契約を現に履行中の契約
者以外の者に履行させることが不利であるため

医事グループ WBD㈱
先進医療（抗がん剤感受性試験）に関わる細
胞培養業務委託（派遣契約）

21.4.1～22.3.31 1,727,880 第19条第１項第2号
業務（先進医療に関わる細胞培養業務）が特殊で特定の者（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

医事グループ ㈱ベルシステム２４ 初診予約受付及び入院案内電話対応業務 21.4.1～22.3.31 26,006,400 第19条第１項第6号
専門性を有する業務であり、継続性、安定性を必要とすることから、実績を有す
る事業者に委託することが有利であるため

医事グループ ㈱ベルシステム２４ 労働者基本契約（医師事務作業補助業務） 21.4.1～22.3.31 15,338,421 第19条第１項第6号
専門性を有する業務であり、継続性、安定性を必要とすることから、実績を有す
る事業者に委託することが有利であるため

大阪府立成人病センター　随意契約状況一覧



成人病センター（2／7）

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（円）

（単価契約の場合は
年間予定金額）

大阪府立病院機構契約事
務取扱規程の適用条項

随意契約理由

医事グループ ㈱ベルシステム２４ 労働者基本契約（患者相談室ｹｰｽﾜｰｶｰ業務） 21.5.1～22.3.31 3,601,395 第19条第１項第6号
専門性を有する業務であり、継続性、安定性を必要とすることから、実績を有す
る事業者に委託することが有利であるため

医事グループ ㈱日本医療事務センター 労働者基本契約（外来診療科クラーク業務） 21.4.1～22.3.31 29,329,008 第19条第１項第6号
専門性を有する業務であり、継続性、安定性を必要とすることから、実績を有す
る事業者に委託することが有利であるため

医事グループ ㈱エヌ・ティ・ティ・データ
「がん拠点病院情報検索システム」ソフトウエア
開発業務

21.6.1～21.7.31 2,730,000 第19条第１項第7号
各府県の同様システム（医療機関情報システム）の構策実績を持ち、時間的に
早く対応が可能、低額で有利な価格で契約が可能であるため

総務人事グループ ㈱スタッフサービス 労働者基本契約（医事業務） 21.4.1～22.3.31 21,580,760 第19条第1項第6号
専門性を有する業務であり、継続性、安定性を必要とすることから、実績
を有する事業者に委託することが有利であるため

総務人事グループ ㈶大阪府保健医療財団 定期健康診断業務 21.4.1～22.3.31 6,412,150 第19条第1項第2号
業務（健康診断）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

総務人事グループ ㈱ビー・エム・エル 血液検査委託単価契約 21.4.1～22.3.31 1,550,500 第19条第1項第6号
専門性を有する業務であり、継続性、安定性を必要とすることから、実績
を有する事業者に委託することが有利であるため

施設保全グループ 大阪市シルバー人材センター 小修繕業務（簡単な大工仕事） 21.4.1～22.3.31 2,000,000 第19条第１項第6号
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の規定に基づきシルバー人材セン
ターから役務の提供を受けるものであり、高年齢者における就業の機会を確保
するため

医事グループ 大阪市シルバー人材センター 採取管の搬送及びカルテ搬送委託業務 21.4.1～22.3.31 1,260,000 第19条第１項第6号
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の規定に基づきシルバー人材セン
ターから役務の提供を受けるものであり、高年齢者における就業の機会を確保
するため

医事グループ ㈱エヌ・ティ・ティ・データ
「がん拠点病院情報検索システム」ソフトウエア
開発業務

21.6.1～21.7.31 2,730,000 第19条第1項第7号
各府県の同様システム（医療機関情報システム）の構策実績を持ち、時間的に
早く対応が可能、低額で有利な価格で契約が可能であるため

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 21.4.1～22.3.31 1,856,400 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（業務を一括代行する唯一の代
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 アボットジャパン㈱ 全自動免疫測定装置（ｱﾎﾟｯﾄAXSYM）の保守 21.4.1～22.3.31 1,137,150 第19条第1項第2号
業務（全自動免疫測定装置の保守）が特定の者（日本国内における唯一の販
売元業者）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 ㈱フィリップスエレクトロニクス 血管造影撮影装置の保守 21.4.1～22.3.31 15,861,300 第19条第1項第2号
業務（血管造影撮影装置の保守）が特定の者（日本国内における輸入・販売の
独占的権利をもつ業者）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 フクダ電子近畿販売㈱ コンピューターライズドCCUシステムの保守 21.4.1～22.3.31 5,145,000 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 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱
生化学・免疫検査測定装置（モジュラーアナリ
テックス・PPE,PE）の保守

21.4.1～22.3.31 2,625,000 第19条第1項第2号
業務（生化学・免疫検査測定装置の保守）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 東芝メディカルシステムズ㈱ 全身X線CT装置等・アンギオCT装置等の保守 21.4.1～22.3.31 29,106,000 第19条第1項第2号
業務（全身X線CT装置等・アンギオ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 ㈱日立メディコ
デジタルシンチカメラ・核医学データ処理装置・
X線照射装置の保守

21.4.1～22.3.31 13,578,600 第19条第1項第2号
業務（デジタルシンチカメラ・核医学データ処理装置等の保守）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 ジーイー横河メディカルシステムズ㈱ CT装置(Liｇｈｔ　Speed　Uｌtra116)等の保守 21.4.1～22.3.31 39,900,000 第19条第1項第2号
業務（CT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 ㈱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
保守

21.4.1～22.3.31 1,890,000 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。



成人病センター（3／7）

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（円）

（単価契約の場合は
年間予定金額）

大阪府立病院機構契約事
務取扱規程の適用条項

随意契約理由

施設保全グループ シー・エム・エス・ジャパン㈱
放射線治療計画システム及び前立腺密封小
線源
治療支援システムの保守

21.4.1～22.3.31 6,011,250 第19条第1項第2号
業務（放射線治療計画システム等の保守）が特定の者（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 住友電設㈱ RI排水処理システムの保守 21.4.1～22.3.31 1,554,000 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
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・全自動尿分析装置の保
守

21.4.1～22.3.31 1,949,220 第19条第1項第2号
業務（総合血液学検査装置・全自動尿分析装置の保守）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 ㈱メディセオメディカル 注射薬自動払出システムの保守契約 21.4.1～22.3.31 3,330,810 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 ㈱エルクコーポレーション
レーザーイメージングシステム・コンピューティッドラ
ジオグラフィーシステム３Dワークステーション・２D/
３D/４D画像配信システムの保守点検業務

21.4.1～22.3.31 12,401,550 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（日本国内における
唯一の販売元業者）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 ㈱千代田テクノル 放射線被曝線量測定検査業務 21.4.1～22.3.31 3,800,000 第19条第1項第2号
業務（放射線被曝線量の測定検査）の内容が専門性・情報保護管理の継続性
を必要とするため、実施できる事業者が特定されるため。

施設保全グループ 鴻池メディカル㈱ 中央手術室物品管理等業務 21.4.1～22.3.31 9,261,000 第19条第1項第2号
入札により既に契約した業務と密接不可分の関係（一体となった取り扱いを必
要とする）にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確
になるなど、著しい支障が生じる恐れがあるため

施設保全グループ ㈱バリアンメディカルシステムズ 放射線治療機(Clinac　2100C/D）等の保守 21.4.1～22.4.31 29,190,000 第19条第1項第2号
業務（放射線治療機等の保守）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 シスメックス㈱
全自動血液凝固測定装置・多項目血球自動
分析装置の保守

21.4.1.～22.3.31 1,806,000 第19条第1項第2号
業務（全自動血液凝固測定装置等の保守）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
大阪廃棄物処理(収集・運搬）
業務の提携先：㈱共英メソナ（処分）

感染性廃棄物処理業務の委託に係る単価契
約

 21.4.1～21.6.30 48,741,745 第19条第1項第5号
Ｈ20.4.1～Ｈ23.3.31までの一般競争入札を準備していたところ、一つの入札によ
り２業者（収集運搬・処分）が決定する方法について疑義があるとして、その結
論が示されるまでの間入札ができなかったため。

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 21.4.1～22.3.31 3,150,000 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。
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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（円）

（単価契約の場合は
年間予定金額）

大阪府立病院機構契約事
務取扱規程の適用条項

随意契約理由

施設保全グループ  シーメンス旭メディテック㈱
超伝導型MRI、泌尿器X線診断用システムの保
守

21.4.1～22.3.31 42,735,000 第19条第1項第2号
業務（超伝導型MRI、泌尿器X線診断用システムの保守）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 ㈱富士通ビジネスシステム 構内交換電話設備保守業務 21.4.1～22.3.31 2,898,000 第19条第１項第2号
業務が特定の者（設備製造元の近畿地区唯一の代理店であり唯一の部品調
達可能な業者）でなければ履行できないため

施設保全グループ 三精輸送機㈱ 本館エレベーター保守業務 21.4.1～22.3.31 1,493,100 第19条第１項第2号
業務（エレベーターの保守）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 ㈱東洋製作所 病院空気調和機保守業務 21.4.1～22.3.31 1,081,500 第19条第１項第2号
業務（病院空気調和機の保守）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 ホーチキ㈱
テレビ電波共視聴施設A・B地区及び西地区保
守業務

21.4.1～22.3.31 3,255,000 第19条第１項第2号
業務（テレビ電波共視聴施設の保守）が特定の者（当該施設の設計・設置事業
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 川重冷熱工業㈱ 吸収冷温水器保守業務 21.4.1～22.3.31 3,601,500 第19条第１項第2号
業務（吸収令温水器の保守）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 淀川計装㈱ 高圧・低圧関係電力設備点検業務 21.4.1～22.3.31 2,389,800 第19条第１項第6号
専門性を有する業務であり、継続性、安定性を必要とすることから、実績
を有する事業者に委託することが有利であるため

施設保全グループ 三菱ビルテクノサービス㈱
病院・循環器棟及び立体駐車場エレベーター
保守業務

21.4.1～22.3.31 8,753,220 第19条第１項第2号
業務（病院・循環器棟及び立体駐車場エレベーターの保守）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 ㈱ヒラカワガイダム ボイラー設備保守及び性能検査受検業務 21.4.1～22.3.31 1,257,900 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 ㈱山武ビルシステムカンパニー
空調用自動制御機器保守業務（病院・本館東
館）

21.4.1～22.3.31 4,200,000 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 ナブコドア㈱ 自動扉保守点検業務 21.4.1～22.3.31 1,126,125 第19条第１項第2号
業務（自動扉の保守点検）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 ㈱アイソテック 総流隔離病室システム保守業務 21.4.1～22,3.31 2,782,500 第19条第１項第2号
業務（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 三洋電機サービス㈱ 吸収冷温水器保守業務 21.4.1～22.3.31 1,995,000 第19条第１項第2号
業務（吸収冷温水器の保守）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 ㈱S＆Sエンジニアリング 搬送設備保守業務 21.4.1～22.3.31 3,885,000 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
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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（円）

（単価契約の場合は
年間予定金額）

大阪府立病院機構契約事
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 特別高圧受電設備等の保守点検 21.4.1～22.3.31 8,610,000 第19条第１項第2号
業務（特別高圧受電設備等の保守）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 ㈱エフエスユニ 医療ガス設備保守 21.4.1～22.3.31 3,507,000 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 ヘルスケアーテック㈱ 医薬品（ﾐｷｼﾝｸﾞ済み抗がん剤）搬送業務 21.4.1～22.3.31 3,150,000 第19条第１項第2号 業務が特定のもの（主たる業務の委託先）でなければ履行できないため。

総務人事グループ ㈱東テスティパル 患者給食業務の委託契約 21.10.1～24.9.30 436,170,000 第19条第１項第8号
一般競争入札において落札者がなかったため、入札で最も低い金額を提示
したものと交渉を行い、その者から予定価格の範囲内の見積金額の提示が
あり契約締結したもの。

総務人事グループ ㈱アステム 50週年記念誌作成費（印刷製本費） 21.10.6～21.11.5 1,470,000 第19条第１項第2号
当センターにおける実績によりセンターの情報の蓄積があり、かつ専門性・デザ
イン性を有する業者であるため

医事グループ ㈱日本医療事務センター大阪北支社 診療報酬請求制度調査業務 21.10.19～22.1.31 2,037,000 第19条第1項第2号
専門性を有する業務であり、業務が特定のもの（システムの開発者）でなければ
実施することができないものであるため

施設保全グループ 社団法人日本アイソトープ協会 放射性廃棄物集荷業務 21.10.1～21.10.24 1,272,600 第19条第１項第2号
業務が特定のもの（医療法施行規則第３０条１４の２-１の省令により規定）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㈱
ＤＩＣＯＭ画像サーバーの記憶媒体の追加設定
作業委託

21.9 .2～21.9.30 1,470,000 第19条第１項第2号
業務が特定のもの（システムの開発元）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 日本電気㈱ UPS部品交換保守業務委託 21.7.7～21.7.31 1,857,975 第19条第１項第2号
業務（電算室UPSの部品交換作業）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

医療情報部 （株）CSK-ITマネジメント 病院情報処理システム運用管理業務 22.1.1～22.6.30 24,570,000 第19条第１項第2号
同時期終了予定の病院情報システムの更新が1年延期になったため、当該業務の入札を次期シ
ステムの入札後に行なうべく当該業務の契約を6ヶ月間延長するが、引継ぎや業務の円滑な運用
を考慮すると、特定の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 （株）CSK-ITマネジメント 病院情報システム医療情報支援業務 22.1.1～22.6.30 5,071,500 第19条第１項第2号
同時期終了予定の病院情報システムの更新が1年延期になったため、当該業務の入札を次期シ
ステムの入札後に行なうべく当該業務の契約を6ヶ月間延長するが、引継ぎや業務の円滑な運用
を考慮すると、特定の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 日本電気㈱ 病院情報システム保守 22.3.5～22.3.31 4,858,350 第19条第１項第2号
業務（病院情報システムの変更業務）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

がん予防情報
センター

㈱アイムスタイル
「がん拠点病院現況報告書等の比較閲覧シ
ステム」ソフトウェア作成委託

21.11.20～21.12.28 2,331,000 第19条第１項第6号
　当センターが運営するホームページ「がん情報提供コーナー」への追加業務で
あるとともに、そのサーバを特定の者が運用しているため

工事費

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（円）

（単価契約の場合は
年間予定金額）

大阪府立病院機構契約事
務取扱規程の適用条項

随意契約理由

施設保全グループ 三菱電機ビルテクノサービス㈱
大阪府立成人病センター昇降機（１～３号機・6
～7号機）設備改修工事

21.6.1～22.3.31 214,200,000 第19条第１項第2号
業務（昇降機設備の改修）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。
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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（円）

（単価契約の場合は
年間予定金額）

大阪府立病院機構契約事
務取扱規程の適用条項

随意契約理由

施設保全グループ ジャトー㈱ 非常放送設備工事 21.7 .31～2１.10.31 9,450,000 第19条第１項第2号
業務が特定業者（設備の構造の把握及び設備に精通）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 ユアサエムアンドビー㈱ 直流電源装置改修工事 21.7.15～2１.10.15 11,025,000 第19条第１項第2号
業務が特定業者（設備の構造の把握及び設備に精通）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 ㈱エスエフユニ大阪営業所 圧縮空気装置改修工事 21.10 .1～22.3.10 15,083,250 第19条第１項第2号
業務が特定のもの（設備の製造元であり唯一の部品の調達可能な業者）でなけ
れば実施することができないものであるため。

資産購入費

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（円）

（単価契約の場合は
年間予定金額）

大阪府立病院機構契約事
務取扱規程の適用条項

随意契約理由

施設保全グループ 小西医療器㈱ 超音波診断装置 21.7.28 4,620,000 第19条第1項第5号
当該機器（劣化）の故障等による機器の突発ダウンにより、診療に支障をきたし
たため。

総務人事グループ ㈱日立メディコ大阪支店 超音波診断装置 21.8.31 8,956,000 第19条第１項第2号 当該機器が特定され、これが国内唯一の販売会社であるため。

施設保全グループ ㈱ソリューションシステムズ コラーゲンドロップ3次元培養濃度計 21.9.30 1,979,250 第19条第１項第2号 当該機器が特定され、これが国内唯一の販売会社であるため。

施設保全グループ ㈱関薬 自動グリコヘモグロビン分析計 21.11.9 2,677,500 第19条第1項第2号
当該機器の目的を満たす必要条件を備えている唯一の機器メーカーに機種が
特定されるため。

施設保全グループ ㈱グッドマン
循環器系動画ネットワークシステム心血管解
析・観察システム

21.12.25 12,499,200 第19条第１項第2号 当該機器が特定され、これが国内唯一の販売会社であるため。

施設保全グループ ㈱エルクコーポレーション ３Ｄ画像処理ワークステーション 22.1.29 4,641,000 第19条第１項第2号 当該機器が特定され、これが国内唯一の販売会社であるため。

施設保全グループ ㈱ＭＭコーポレーション フィジカルアセスメントトレーニングモデル 22.1.27 1,890,000 第19条第１項第2号 当該機器が特定され、これが国内唯一の販売会社であるため。

施設保全グループ アイホン㈱ ナースコールハンディナース連動設備 22.2.10 1,949,850 第19条第１項第2号 当該機器が特定され、これが国内唯一の販売会社であるため。

賃借料

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（円）

（単価契約の場合は
年間予定金額）

大阪府立病院機構契約事
務取扱規程の適用条項

随意契約理由

総務人事グループ ソフトバンクテレコム㈱ 臨床研究治験支援システムサービス契約 21.4.1～22.3.31 5,040,000 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）が特定のもの（選定商品の唯一の
取り扱い業者）でなければ履行できないため。
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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（円）

（単価契約の場合は
年間予定金額）

大阪府立病院機構契約事
務取扱規程の適用条項

随意契約理由

医療情報部 住商情報システム㈱
ソフトウェア・プロダクト（Windows-SAS)使用契
約

21.4.1～22.3.31 1,774,080 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ず、競争入
札による経費の増加及び契約相手方の決定に要する日時を考慮すると競争入
札に付することが不利と認められるため

施設保全グループ GEフィナンシャルサービス㈱
個室ユニット、準個室ユニット　１５床に係る賃
貸借

21.4.1～26.3.31 22,745,880 第19条第１項第2号
業務（個室ユニットの賃貸借）が特定のもの（選定商品の設置企業が唯一提携
している業者）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・褥瘡予防衛生マットレス及び三角柱・円
形型フレックスクッションの賃貸借

21.4.1～22.3.31 2,101,000 第19条第１項第6号

業務（感染・褥瘡予防衛生マットレス等の賃貸借）を実施できる者が限定（選定
商品の取扱い事業者が限定される）され、競争入札による経費の増加及び契約
相手方の決定に要する日時を考慮すると競争入札に付することが不利と認めら
れるため

施設保全グループ ダイサンリネン㈱ 基準寝具以外の衣料物品の賃貸借 21.4.1～21.5.31 1,820,000 第19条第１項第6号
継続を要する業務（基準寝具以外の衣料物品の賃貸借業務）で現に契約履行
中の当該業者に引き続き実施させた場合、経費の節減が確保できる等有利と
認められるため

施設保全グループ ㈱メディセオメディカル マスク式人工呼吸器(BiPAP　Vision）の賃貸借 21.4.1～22.3.31 1,008,000 第19条第１項第2号
業務（個室ユニットの賃貸借）が特定のもの（選定商品の設置企業が唯一提携
している業者）でなければ履行できないため。

施設保全グループ 東銀リース㈱ 業務用節水システム一式の賃貸借 21.4.1～22.3.31 2,085,300 第19条第１項第2号
業務（マスク式人工呼吸器の賃貸借業務）が特定のもの（選定商品の設置企業
が唯一提携している業者）でなければ履行できないため。

施設保全グループ 山本ビニター（㈱） ハイパーサーミヤ治療装置の賃貸借 21.4.1～22.3.31 1,260,000 第19条第１項第2号
業務（ハイパーサーミヤ治療装置の賃貸借業務）が特定のもの（選定商品の設
置企業が唯一提携している業者）でなければ履行できないため。

施設保全グループ 前川㈱ 寝具類の賃貸借業務 21.6.1～21.6.30 1,550,000 第19条第1項第5号
年度途中で入札を予定している業務（寝具類の賃貸借業務）であり、現に契約
履行中の当該業者に引き続き実施させた場合、経費の節減が確保できる等有
利と認められるため

施設保全グループ ダイサンリネン㈱ 基準寝具以外の衣料物品の賃貸借 21..6.1～22.3.31 9,120,000 第19条第１項第6号
入札により契約締結した他の業務（基準寝具以外の衣料物品洗濯）の同業者
から関連衣料物品を調達する方が有利と認められるため

経営企画グループ 財団法人国際交流センター 会場附帯設備及び会議室等利用料 21.11.14 1,359,361 第19条第１項第2号
業務が特定のもの（近隣で使用条件に適合する唯一の施設）でなければ履行で
きないため。


