
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） 

氷蓄熱システム 

制御盤修繕 

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4月28日 

㈱大気社 
 

大阪市北区堂島 

１－２－１ 

3,800,000円 

当該機器の保守業者であり、適切に整備

を行うために必要な人員・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） 

パッケージエアコン

メンテナンス 

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5月18日 

ダイキン工業㈱ 
 

大阪市北区錦町 

４－８２ 

14,200,000円 

各空調機器の保守業者であり、適切に点

検を行うために必要な人員・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） 

気送管設備 

メンテナンス 

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6月16日 

㈱日本シューター 
 

大阪市西区阿波座 

2丁目2番18号 

1,650,000円 

気送管設備の保守業者であり、適切に点検

を行うために必要な人員・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） 

医療ガス設備 

メンテナンス工事 

業務部 総務管理課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

令和2年7月21日 

㈱ババ 
 

大阪市西成区南津守 

5-6-12 

2,330,000円 

当該処理設備の保守業者であり、適切に点

検を行うために必要な人員・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

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4月15日
日本電気株式会社
大阪市中央区城見１丁目４番
24号

2,880,000円
製造販売元であり、当該製品を最も適切に導入できる企業であ
る。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2年4月15日
小西医療器株式会社
大阪市中央区内淡路町2丁目1
番5号

3,999,800円
当該製品の購入業者であり、今回の対応を最も迅速かつ適切に実
施できる業者である。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2年4月22日
グリーンホスピタルサプライ
株式会社
吹田市春日３-20-８

1,895,580

当該機器は新型コロナウイルス感染症患者受け入れの中において
早急な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「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。

令和2年5月7日
村中医療器株式会社
大阪府大阪市中央区船越町2-
3-6

1,420,000
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項の規定において日本赤十字社会計規則施工細則
第35条（２）に基づき、見積り競争による随意契約とする。

令和2年5月14日
グリーンホスピタルサプライ
株式会社
吹田市春日３-20-８

3,564,100
当該製品の導入を最も迅速かつ適切に実施できる業者である。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2年5月15日
村中医療器株式会社
大阪府大阪市中央区船越町2-
3-6

1,149,410

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6月27日
GEﾍﾙｽｹｱ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
大阪府吹田市江坂町5-7-10

11,160,000円
当該製品の製造業者であり、今回の対応を唯一適切に実施できる
業者である。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2年7月6日

オリンパスメディカルサイエ
ンス販売株式会社
大阪市淀川区宮原1-6-1
新大阪ブリックビル　７階

1,184,080
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項の規定において日本赤十字社会計規則施工細則
第35条（２）に基づき、見積り競争による随意契約とする。

人工呼吸器喚起ｵﾌﾟｼｮﾝ
EvitaV300conversionKits
7式

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

CFX96 Touch ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR解
析システム及び関連備品
１式

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

電動手術台の修理　一式
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

全身用X線CT診断装置の
バージョンアップ対応2式

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

耳鼻科用診療椅子
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

顕微鏡用デジタルカメラ
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

卓上型安全キャビネット
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

RPAソリューション　NEC
RoboSol　1式

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０



令和2年7月30日

オリンパスメディカルサイエ
ンス販売株式会社
大阪市淀川区宮原1-6-1
新大阪ブリックビル　７階

1,184,080
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項の規定において日本赤十字社会計規則施工細則
第35条（２）に基づき、見積り競争による随意契約とする。

令和2年8月14日
株式会社城南メディカル
京都市南区上鳥羽卯ノ花48番
１

1,435,000
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項の規定において日本赤十字社会計規則施工細則
第35条（２）に基づき、見積り競争による随意契約とする。

備考

　 　 及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
（２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。

単回使用吸入麻酔薬気化
器　モニタリングシステ
ム

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨

顕微鏡用デジタルカメラ
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０



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 随意契約担当部課の 随意契約の相手の 随意契約に係る その他必要な

及　  び  　数　　量 名称及び所在地 氏名及び住所 契約金額（税別） 事項（備考）

令和2年5月18日

富士フイルムメディカル
(株)
大阪市港区弁天1-2-1
大阪ベイタワーオフィス7階

31,800,000

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2年5月18日

富士フイルムメディカル
(株)
大阪市港区弁天1-2-1
大阪ベイタワーオフィス7階

5,499,600

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2年8月7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

433,000,000

当該業者は、現電子カルテシステムの構築業者であり、
当院のネットワーク環境の詳細な情報について熟知・精
通している。そのため更新に際して迅速・安全・確実に
遂行できるノウハウを有していることから、それらを担
保しうるのは当該業者のみであることを鑑み、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」に該当するため。

令和2年9月29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

67,500,000

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10月28日
(株)フジマック
大阪市東住吉区杭前6-1-29

2,960,000

契約業者は該当設備機器メーカーであり、各機器の搬入
から据付及び旧機器の撤去処分までの一連の作業を適切
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」の規程による。

令和2年11月2日

富士フイルムメディカル
(株)
大阪市港区弁天1-2-1
大阪ベイタワーオフィス7階

120,000,000

当該製品の製造販売元であり、希望する製品を導入する
ことができる。また、当院での長年にわたる導入実績も
あり、安全・確実に導入できる唯一の業者であるため、
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」に該当。

令和2年11月30日
アルフレッサ(株)
大阪府大阪市北区長柄東2-
9-46

1,351,600
当該製品の導入を最も迅速かつ適切に実施できる業者で
ある。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」の規程による。

随意契約を締結し
た日

随意契約によることとした理由

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

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

電子カルテ関連システム
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

職員食堂厨房機器の更新
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ
崎町５－３０

PACS　SYNAPSE及び
VINSENTの更新

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ
崎町５－３０

ID　NOW　インスツルメン
ト１式

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ
崎町５－３０



令和2年11月30日

オリンパスメディカルサイ
エンス販売株式会社
大阪市浪速区湊町1-2-3マル
イト難波ビル15階

1,588,300

契約業者は当該備品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、迅速かつ適正に対応できる契約業
者であることから、日本赤十字社会計規則第36条第３項
の「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。

令和2年12月1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

1,800,000

当該システムは契約業者製であることから、同システム
の改修を適切に実施するために必要な知識・技術を有し
ている唯一の業者である。これらのことにより、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」の規程に該当するため、随意契約と
する。

令和2年12月25日

キャノンメディカルシステ
ムズ㈱　関西支社　大阪支
店
大阪府大阪市北区大淀中1-
1-30

23,532,000

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。

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

手術部門システム
（ORSYS）のカスタマイズ

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ
崎町５－３０

超音波気管支ファイバー
ビデオスコープ　修理

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ
崎町５－３０


