
 
公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 
物品等又は役務の名称 

及 び 数 量 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

ＲＩ排水処理設備 

希釈槽水位計取替 

工事 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

令和 元年5月10日 

ダイダン㈱ 

大阪市西区江戸堀 
1丁目9番25号 

 

1,436,000円 

契約業者は当該設備の保守業者であり、当事業を適切

に施工するために必要な資材・知識・技術を唯一有し

ているため。日本赤十字社会計規則第36条第3項「契

約の性質又は目的が競争を許さない場合」の規定によ

る。 

 

 



別紙様式第１０－２ 
 
公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 
物品等又は役務の名称 

及 び 数 量 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な

事項（備考） 

警備業務 
業務部 総務課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成31年4月1日 
国際警備保障㈱ 

大阪市北区東天満 
1丁目5番12号 

66,353,400円 

当該業者はこれまでの警備業務について問題なく履行 

してきた実績があり、当院での防犯、防災業務にも十分 

に精通しており、業務執行が安全かつ円滑に試行できる 

ノウハウを有しているため。 

日本赤十字社会計規則第36条第3項「契約の性質又は 

目的が競争を許さない場合」の規定による。 

 

 



公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 
物品等又は役務の名称 

及 び 数 量 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

感染性廃棄物処理装置 

点検・消耗部品類交換 

業務部 総務管理課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

令和元年 6月21日 
山田工業㈱ 

大阪市中央区日本橋 
1-17-17 

1,820,000円 

契約業者は当該設備機器のメーカー且つ保守業者で

あり当事業を適切に施工するために必要な資材・知

識・技術を唯一有しているため。日本赤十字社会計規

則第３６条第３項「契約の性質又は目的が競争を許さ

ない場合」の規定による。 

 

 



随意契約の相手の 随意契約に係る その他必要な

氏名及び住所 契約金額（税別） 事項（備考）

平成31年4月1日

シスメックス(株)

大阪府吹田市江の木町17-1
コンパーノビル5階

3,351,800

契約業者は、当該機器の製造業者であり、当該案件の仕様を満
たすことが可能なのは同社のみであることから、日本赤十字社
会計規則第36条第3項に定める「契約の性質又は目的が競争を許
さない契約」に該当するので随意契約とする。

平成31年4月26日
村中医療器株式会社
大阪府大阪市中央区船越町二丁
目３番６号

1,140,000

契約業者は当該機器の納品業者であり当該業務に必要な能力及
び経験があり、迅速かつ安全にできる契約業者であることか
ら、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため
（日本赤十字社会計規則第36条3項）

令和1年5月17日
株式会社城南メディカル
京都市南区上鳥羽ノ花48-1

1,098,000

契約業者は当該機器の納品業者であり、当該業務に必要な能力
及び経験を有している。迅速かつ安全に対応できるのは契約業
者のみであることから、日本赤十字社会計規則第３６条第３項
の規定に定める「契約の性質又は目的が競争を許さない契約
に」該当するため随意契約とする。

令和1年5月17日
グリーンホスピタルサプライ株
式会社
大阪府吹田市春日3-20-8

1,650,000

契約業者は当該機器の納品業者であり、当該業務に必要な能力
及び経験を有している。迅速かつ安全に対応できるのは契約業
者のみであることから、日本赤十字社会計規則第３６条第３項
の規定に定める「契約の性質又は目的が競争を許さない契約
に」該当するため随意契約とする。

令和1年6月3日
小西医療器株式会社
大阪府大阪市中央区内淡路2-1-5

1,280,189

当該機器は、サミット救急医療機器整備事業にあたり6月28日の
サミット開催までの整備が必要とされる。契約業者は当該業務
に必要な能力及び経験を有していため、迅速かつ安全に対応で
きるのは契約業者のみであることから、日本赤十字社会計規則
第３６条第３項の規定に定める「緊急の必要により競争に付す
ることができない場合」に該当するため随意契約とする。

令和元年6月6日

富士通エフ・アイ・ピー(株)

大阪府大阪市北区中之島2-2-2
大阪中之島ビル

3,900,000

今回更新のシステムの現行ベンダーは富士通エフ・アイ・ピー
株式会社であり同社以外が履行することは困難であるため、日
本赤十字社会計規則第36条第3項に定める「契約の性質又は目的
が競争を許さない契約」に該当するので随意契約とする。

令和元年6月10日

富士通エフ・アイ・ピー(株)

大阪府大阪市北区中之島2-2-2
大阪中之島ビル

3,900,000

契約内容が病院情報システムに対する保守契約であるため、同
システムのライセンス、プログラム等の詳細な情報を熟知し精
通している富士通エフ・アイ・ピー株式会社以外が履行するこ
とは困難であるため、日本赤十字社会計規則第36条第3項に定め
る「契約の性質又は目的が競争を許さない契約」に該当するの
で随意契約とする。

令和元年6月20日

日立ヘルスケアシステムズ(株)

大阪府大阪市港区弁天町1-2-1
大阪ベイタワーオフィス13階

7,650,000

契約業者は当該機器の製造業者であり、保守等の実績並びに信
頼性があるため、日本赤十字社会計規則第36条第3項に定める
「契約の性質又は目的が競争を許さない契約」に該当するので
随意契約とする。

電動手術台　一式の修理
について

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

マルチカラーレーザー光
凝固装置の修理について

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

造影剤注入装置　一式の
修理について

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

急速輸血 輸液加温装置

随意契約締結状況

日立製放射線機器保守
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

血液検査システム保守
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

各システム新元号対応
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

病院情報システム保守
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

物品等又は役務の名称 随意契約担当部課の 随意契約を
締結した日

随意契約によることとした理由
及び数量 名称及び所在地



随意契約の相手の 随意契約に係る その他必要な

氏名及び住所 契約金額（税別） 事項（備考）

令和元年6月20日
GEヘルスケア・ジャパン(株)

東京都日野市旭が丘4-7-127
54,732,000

契約業者は当該機器の製造業者であり、保守等の実績並びに信
頼性があるため、日本赤十字社会計規則第36条第3項に定める
「契約の性質又は目的が競争を許さない契約」に該当するので
随意契約とする。

令和元年6月26日 富士フイルムメディカル(株) 30,555,000

今回更新のシステムの現行ベンダーは富士フイルムメディカル
株式会社であり同社以外が履行することは困難であるため、日
本赤十字社会計規則第36条第3項に定める「契約の性質又は目的
が競争を許さない契約」に該当するので随意契約とする。

令和元年6月26日 富士フイルムメディカル(株) 3,999,600

今回更新のシステムの現行ベンダーは富士フイルムメディカル
株式会社であり同社以外が履行することは困難であるため、日
本赤十字社会計規則第36条第3項に定める「契約の性質又は目的
が競争を許さない契約」に該当するので随意契約とする。

令和元年7月1日 株式会社サンタイ 3,400,000

以前に設置した積層棚の階段および固定柵を、今回の増設工事
で安全に再利用・再構築できるのは前回施工した同社以外が履
行することは困難であるため、日本赤十字社会計規則第36条第3
項に定める「契約の性質又は目的が競争を許さない契約」に該
当するので随意契約とする。

随意契約によることとした理由
及び数量 名称及び所在地

内視鏡・超音波ファイリ
ングシステム保守

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

ロジスティクスセンター
積層棚増設

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３２

GE製放射線機器保守
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

医用画像システム保守
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

随意契約締結状況

物品等又は役務の名称 随意契約担当部課の 随意契約を
締結した日



別紙様式第１０－２ 
 
公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 
物品等又は役務の名称 

及 び 数 量 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

手術室 

ＬＥＤ照明取替工事 

業務部 総務管理課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

令和元年 7月 5日 
㈱エフエスユニ 

大阪府吹田市江の木町 
27-15 

6,230,000円 

契約業者は手術室ユニットのメーカー〈㈱セントラル 

ユニ〉の近畿圏内における唯一の代理店であり、適切

な施工するために必要な知識・技術を唯一有している

ため。日本赤十字社会計規則第３６条第３項「契約の

性質又は目的が競争を許さない場合」の規定による。 

 

 



別紙様式第１０－２ 
 
公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 
物品等又は役務の名称 

及 び 数 量 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

大口径気送管 

部品交換工事 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

令和元年8月8 日 

㈱日本シューター 

大阪市西区阿波座 
2丁目2番18号 
 

1,450,000円 

契約業者は当該設備のメーカー且つ保守業者であり、

当事業を適切に施工するために必要な資材・知識・技

術を唯一有しているため。日本赤十字社会計規則第

36条第3項「契約の性質又は目的が競争を許さない

場合」の規定による。 

 

 



 
物品等又は役務の名称 

及 び 数 量 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

本館各所 
空調設備修繕工事 

業務部 総務管理課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

令和元年 9月30日 
㈱大気社 

大阪市北区堂島浜
1-2-1 

2,330,000円 

契約業者は当該設備の元施工業者であ

り、当事業を適切に施工するために必要

な知識・技術を唯一有しているため。日

本赤十字社会計規則第３６条第３項「契約の性質又は

目的が競争を許さない場合」の規定による。 

 

 



別紙様式第１０－２ 
 
公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 
物品等又は役務の名称 

及 び 数 量 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

間仕切 
撤去・新設工事 

業務部 総務管理課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

令和 元年10月29日 
菱和建設㈱ 

大阪市西区江戸堀 
2-3-6 菱和第2ビル 

1,410,000円 

250 万円以下の工事であるため。日本赤

十字社会計規則施行細則第 35 条第 1

項「予定価格が 250 万円をこえない工事

又は製造をさせるとき」の規定による。 

 

 



別紙様式第１０－２ 
 
公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 
物品等又は役務の名称 

及 び 数 量 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

自動扉駆動部更新工事 
経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

令和 元年11月14日 

ナブコドア㈱ 

大阪市西区西本町 

１－１２－２２ 

2,270,000円 

契約業者は当該機器のメーカー且つ保守担当業者で

あり、適切な整備を行うための資材・技術・知識を唯

一有しているため。日本赤十字社会計規則第３６条第

３項「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」の

規定による。 

 

 



 
物品等又は役務の名称 

及 び 数 量 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

非常用発電機 

法定点検 

業務部 総務管理課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

令和元年12月23日 

三菱電機プラント
エンジニアリング
㈱ 
 
大阪市北区堂島二丁目 
２番２号 

2,900,000円 

契約業者は製造メーカー直系の保守専

門会社であり、適切に点検整備を行う

ために必要な資材・知識・技術を唯一

有しているため。日本赤十字社会計規則第

３６条第３項「契約の性質又は目的が競争を許

さない場合」の規定による。 

 

 



物品等又は役務の名称 

及 び 数 量 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

本館地下１階 
厨房系統排水管 
高圧洗浄 

業務部 総務管理課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

令和2年1月24日 

ダイダン㈱ 

大阪市西区江戸堀 

1-9-25 

970,000円 

当該業務は実施前に防虫・臭気等安全衛生面の対策に

万全を期さなければならず、院内の汚水系統の知識や

作業に精通した業者を選定する必要がある。 

契約業者は当該設備の元施工及び保守担当業者であ

り、適切に業務を行うための技術・知識を唯一有して

いるため。日本赤十字社会計規則第36条第3項「契

約の性質又は目的が競争を許さない場合」の規定によ

る。 

 

 



随意契約の相手の 随意契約に係る その他必要な

氏名及び住所 契約金額（税別） 事項（備考）

令和元年7月23日
宮野医療器(株)
神戸市中央区楠町5-4-8

1,217,300
予定価格が１６０万円を超えないことから、日本赤十字社会計
規則第３６条第４項の規定に基づき、見積り競争による随意契
約とする。

令和元年7月23日
パラテクノ(株)
大阪市西区土佐堀2-3-33

1,231,200
予定価格が１６０万円を超えないことから、日本赤十字社会計
規則第３６条第４項の規定に基づき、見積り競争による随意契
約とする。

令和元年8月1日
(株)近畿情報産業

大阪市西区北堀江1-1-27
1,115,000

契約業者は過去の実績により当該業務に必要な知識、技術を有
していることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合
に該当するため、日本赤十字社会計規則第36条第3項に定める
「契約の性質又は目的が競争を許さない契約」に該当するので
随意契約とする。

令和元年8月3日
ドレーゲルジャパン(株)

東京都品川区上大﨑2-13-17
2,529,960

契約業者は当該機器の製造業者であり、保守等の実績並びに信
頼性があるため、日本赤十字社会計規則第36条第3項に定める
「契約の性質又は目的が競争を許さない契約」に該当するので
随意契約とする。

令和元年9月1日
(株)近畿情報産業

大阪市西区北堀江1-1-27
3,980,000

本業務は従前のシステム更新であり、前回の導入業者である契
約業者は過去の実績により当該業務に必要な知識、技術を有し
ていることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
該当するため、日本赤十字社会計規則第36条第3項に定める「契
約の性質又は目的が競争を許さない契約」に該当するので随意
契約とする。

令和元年9月1日
(株)近畿情報産業

大阪市西区北堀江1-1-27
1,990,000

セキュリティ対策を行っているサーバーの導入は契約業者が
行っており、システムの導入及び構築作業を最も円滑、効率
的、かつ経済的に実施できるのは同業者と考えられることか
ら、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するた
め、日本赤十字社会計規則第36条第3項に定める「契約の性質又
は目的が競争を許さない契約」に該当するので随意契約とす
る。

令和元年9月27日

（株）フィリップス・ジャパン

東京都港区港南2-13-37　フィ
リップスビル

54,000,000

契約業者は当該機器の製造業者であり、保守等の実績並びに信
頼性があるため、日本赤十字社会計規則第36条第3項に定める
「契約の性質又は目的が競争を許さない契約」に該当するので
随意契約とする。

随意契約締結状況

物品等又は役務の名称 随意契約担当部課の 随意契約を
締結した日

随意契約によることとした理由
及び数量 名称及び所在地

電動リモートコントロー
ルベッド　6台
ベッドサイドレール　11
組

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

テレビ　12台
ＴＶアーム　6台
フロアスタンド　6台
液晶ディスプレイアーム
スタンド　6台
クランプ式取り付けブラ
ンケット　6台

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

メールシステム関連保守
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

人工呼吸器保守
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

イントラネットのサー
バー更新

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

メールセキュリティ対策
システムの更新

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

血管造影診断装置に係る
保守

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０



随意契約の相手の 随意契約に係る その他必要な

氏名及び住所 契約金額（税別） 事項（備考）

令和元年9月27日
鳳商事(株)
大阪府東大阪市長田中1-2-7

1,440,000
予定価格が１６０万円を超えないことから、日本赤十字社会計
規則第３６条第４項の規定に基づき、見積り競争による随意契
約とする。

令和元年9月27日
光電メディカル(株)
東京都日野市日野1152-2

3,199,500
当該機器における日本国内の唯一の代理店であることから、日
本赤十字社会計規則第36条第3項「契約の性質又は目的が競争を
許さない場合」の規定による。

令和元年9月27日
エア・ウォーター・リンク(株)
京都府京都市伏見区竹田向代町
132-1

5,340,000

現在保有する機器が故障したが修理不能であり、緊急に更新の
必要があることから、日本赤十字社会計規則第36条第3項「緊急
の必要により競争に付することが出来ない場合」の規定によ
る。

令和元年9月30日

富士通エフ・アイ・ピー(株)

大阪府大阪市北区中之島2-2-2
大阪中之島ビル

23,595,000

当システムは、現在の電子カルテとのシステム連携となること
からシステムの細部まで熟知している必要がある。また、シス
テムの更新にかかる全体のプロジェクト管理を行うことから電
子カルテシステムの導入業者である同社が最も効率よく、かつ
安価で実施できると考えられることから、契約の性質又は目的
が競争を許さない場合に該当するため、日本赤十字社会計規則
第36条第3項に定める「契約の性質又は目的が競争を許さない契
約」に該当するので随意契約とする。

令和元年12月1日

日機装（株）　メディカル事業
本部
西日本支社　大阪営業所

大阪府豊中市新千里西町1-2-2
住友商事千里ビル北館8F

9,360,000

契約業者は当該機器の保守を長年にわたり問題なく遂行してき
ており、実績並びに信頼性があるため、日本赤十字社会計規則
第36条第3項に定める「契約の性質又は目的が競争を許さない契
約」に該当するので随意契約とする。

令和元年12月6日

ラジオメーター(株)

大阪府大阪市淀川区西宮原1-5-
33

1,599,400
予定価格が１６０万円を超えないことから、日本赤十字社会計
規則第３６条第４項の規定に基づき、見積り競争による随意契
約とする。

令和2年1月10日
富士フイルムメディカル（株）

大阪府大阪市港区弁天1-2-1
1,210,000

契約業者は現在当院で利用している内視鏡システムメーカーで
あり、本件は当システムの機能追加となることから、本赤十字
社会計規則第36条第3項に定める「契約の性質又は目的が競争を
許さない契約」に該当するので随意契約とする。

随意契約締結状況

物品等又は役務の名称 随意契約担当部課の 随意契約を
締結した日

随意契約によることとした理由
及び数量 名称及び所在地

給茶機　４台
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

パルス波治療器　一式
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

結石破砕装置　一式
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

治療RISシステムの更新
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

逆浸透水処理システム保
守

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

血液ガス分析装置保守
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

日本内視鏡検査データ
ベースプロジェクト

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０



随意契約の相手の 随意契約に係る その他必要な

氏名及び住所 契約金額（税別） 事項（備考）

令和2年1月15日

キャノンメディカルシステムズ
（株）　関西支社　大阪市視点

大阪府大阪市港区弁天1-2-1

23,892,000

契約業者は当該機器の製造業者であることから、当該機器に関
しては最も熟知しています。また、保守等の実績並びに信頼性
があることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
該当するため、日本赤十字社会計規則第36条第3項に定める「契
約の性質又は目的が競争を許さない契約」に該当するので随意
契約とする。

令和2年2月1日
（株）アイディエス

熊本県熊本市東区長嶺東8-14-40
2,850,000

契約業者は本機器の製造業者であることから本機器に関しては
最も精通している。そのため、最も効率良く且つ安価に業務を
遂行できることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため、日本赤十字社会計規則第36条第3項に定める
「契約の性質又は目的が競争を許さない契約」に該当するので
随意契約とする。

令和2年2月1日
日本電子（株）

大阪市淀川区西中島5-14-5
6,028,000

契約業者は本機器の製造業者であることから本機器に関しては
最も精通している。そのため、最も効率良く且つ安価に業務を
遂行できることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため、日本赤十字社会計規則第36条第3項に定める
「契約の性質又は目的が競争を許さない契約」に該当するので
随意契約とする。

令和2年2月1日
東洋紡エンジニアリング（株）

大阪府泉大津市高津町5-11
6,899,900

契約業者は本機器の製造業者であることから本機器に関しては
最も精通している。そのため、最も効率良く且つ安価に業務を
遂行できることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため、日本赤十字社会計規則第36条第3項に定める
「契約の性質又は目的が競争を許さない契約」に該当するので
随意契約とする。

令和2年2月20日

(株)フィリップス・ジャパン

東京都港区港南2-13-37号
フィリップスビル

9,300,000

契約業者は当該機器の製造業者であり、保守等の実績並びに信
頼性があるため、日本赤十字社会計規則第36条第3項に定める
「契約の性質又は目的が競争を許さない契約」に該当するので
随意契約とする。

令和２年２日21日
グリーンホスピタルサプライ
(株)
吹田市春日３-20-８

3,650,000

契約業者は当該機器の納品業者であり、当該業務に必要な能力
及び経験を有している。迅速かつ安全に対応できるのは契約業
者のみであることから、日本赤十字社会計規則第３６条第３項
の規定に定める「契約の性質又は目的が競争を許さない契約
に」該当するため随意契約とする。

随意契約締結状況

物品等又は役務の名称 随意契約担当部課の 随意契約を
締結した日

随意契約によることとした理由
及び数量 名称及び所在地

救急Ｘ線ＣＴ装置
AquilionONEにかかる保守

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

検体搬送システム保守
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

生化学自動分析装置保守
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

連続電気再生式純水製造
装置保守

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

超電導磁気共鳴診断装置
（MRI）にかかる保守

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

超音波診断装置の修理に
ついて

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０



随意契約の相手の 随意契約に係る その他必要な

氏名及び住所 契約金額（税別） 事項（備考）

令和2年3月13日
エア・ウォーター・リンク(株)
京都市伏見区竹田向代町１３２
番地１

2,800,000

契約業者は更新対象機器の納品業者であり、当該業務に必要な
能力及び経験を有している。迅速かつ安全に対応できるのは契
約業者のみであることから、日本赤十字社会計規則第３６条第
３項の規定に定める「契約の性質又は目的が競争を許さない契
約に」該当するため随意契約とする。

令和2年3月18日
小西医療器(株)
大阪市中央区内淡路２丁目１番
５号

1,330,000
予定価格が１６０万円を超えないことから、日本赤十字社会計
規則第３６条第４項の規定に基づき、見積り競争による随意契
約とする。

令和2年3月18日
エア・ウォーター・リンク(株)
京都府京都市伏見区竹田向代町
132-1

1,990,000

契約業者は当該機器の納入業者であり当該業務に必要な能力及
び経験があり、迅速かつ安全にできる契約業者であることか
ら、日本赤十字社会計規則第36条3項の規定に定める「性質又は
目的が競争を許さない契約」に該当するため

令和2年3月19日
島津メディカルシステムズ(株)
大阪市城東区森之宮1-6-111

1,580,000

契約業者は当該機器の製造業者であり当該業務に必要な能力及
び経験があり、迅速かつ安全にできる契約業者であることか
ら、日本赤十字社会計規則第36条3項の規定に定める「性質又は
目的が競争を許さない契約」に該当するため

人工心肺装置及び周辺機
器の点検　一式

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

回診用Ⅹ線撮影装置　一
式の修理について

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

冷温水槽装置　一式
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

無菌接合装置　一式

随意契約締結状況

物品等又は役務の名称 随意契約担当部課の

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

随意契約を
締結した日

随意契約によることとした理由
及び数量 名称及び所在地


