
大阪母子医療センター（1／5）

大阪母子医療センター　随意契約状況一覧 <様式１>

☆工事請負（又は修繕）契約＜令和４年４月～令和５年３月契約分＞（予定価格が250万円を超える随意契約）

契約の相手方 契約金額（円）

（商号又は氏名）
（単価契約の場合
は年間予定金額）

2 施設保全G
東芝インフラシステムズ株式会社電機サー
ビスセンター関西支店

無停電電源装置75kVA用蓄電池他
更新工事

令和4年11月18日
～令和6年3月31日

41,731,800 第19条第1項第2号
業者が特定の者（当該機器製造メーカー）でなければ実施することができないものであるた
め。

☆委託契約＜令和４年４月～令和５年３月契約分＞（予定価格が250万円を超える随意契約）

契約の相手方 契約金額（円）

（商号又は氏名）
（単価契約の場合
は年間予定金額）

フクダ電子近畿販売㈱堺営業所は、南大阪地域における唯一の代理店である。

11,308,000 第19条第1項第2号
日本光電関西株式会社は、本機器の製造業者である日本光電工業㈱の近畿2府4県にお
ける唯一代理店である。

8 施設保全G フクダ電子近畿販売株式会社堺営業所
「フクダ」循環器用ホニタシステムの保守
点検業務委託

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

2,989,206 第19条第1項第2号

5

7 施設保全G 日本光電関西株式会社
日本光電工業製医療用機器の保守点検
業務委託

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

3,300,000

キャノンメディカルシステムズ株式会社関西支社大阪支店は、関西圏における販売・保守
の唯一代理店である。

6 施設保全G
キャノンメディカルシステムズ株式会社関
西支社大阪支店

X線CT装置（AquilionONE TSX-301A/3A)
の保守点検業務委託

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

24,948,000 第19条第1項第2号
キャノンメディカルシステムズ株式会社関西支社大阪支店は、関西圏における販売・保守
の唯一代理店である。

島津メディカルシステムズ株式会社は、本機種の製造業者である㈱島津製作所関西支社
の大阪府域における唯一代理店である。

3

東芝メディカルシステムズ製医療用機器
の保守点検業務委託

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

第19条第1項第2号

第19条第1項第2号施設保全G シーメンスヘルスケア株式会社大阪営業所 移動型X線TV装置保守点検業務委託
令和4年4月1日

～令和5年3月31日

第19条第1項第2号
GEヘルスケア・ジャパン㈱は、本装置の製造業者である米国GE社の日本国内における販
売・保守の当地域における唯一の代理店である。

シーメンスヘルスケア株式会社は、本機器の日本における総代理店であり、本装置の保守
業務を含む全てのメンテナンス業務を請け負う国内唯一の業者である。

4 施設保全G 島津メディカルシステムズ株式会社
直接変換FPD搭載TV装置の保守点検業
務委託

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

5,775,000 第19条第1項第2号

2 施設保全G GEヘルスケア・ジャパン株式会社大阪支店 磁気共鳴診断装置の保守点検業務委託
令和4年4月1日

～令和5年3月31日
19,404,000

随意契約理由

1 施設保全G GEヘルスケア・ジャパン株式会社大阪支店 GE社製医療用機器の保守点検業務委託
令和4年4月1日

～令和5年3月31日
13,190,760 第19条第1項第2号

GEヘルスケア・ジャパン株式会社は本機器の製造業者である米国GE社の日本国内にお
ける唯一の代理店である。

所管部署 案件の名称 契約期間
大阪府立病院機構契約
事務取扱規程の適用条

項

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

1 施設保全G アイホン株式会社国内営業本部
ナースコールサーバー及び手術棟ナース
コール更新工事

令和4年10月11日
～令和6年3月31日

32,450,000 第19条第1項第2号
業者が特定の者（当該機器製造メーカー）でなければ実施することができないものであるた
め。

35,950,200施設保全G
キャノンメディカルシステムズ株式会社関
西支社大阪支店

所管部署 案件の名称 契約期間



大阪母子医療センター（2／5）

大阪母子医療センター　随意契約状況一覧 <様式１>

単価契約

3,345,342

第19条第1項第2号Daigas エナジー株式会社
コージェネレーション設備保守点検業務
委託

令和4年4月26日
～令和5年3月31日

8,404,000

コージェネレーション設備は空調設備や電力設備に係る、重要なエネルギー供給システム
となり、故障や不具合が発生すると、空調設備や電力設備にエネルギーが供給されず、病
院運営に大きな影響を及ぼすため、安全性を担保した業務（コージェネレーション設備の保
守）が、特定の者（省エネルギーサービス契約に基づく当該機器の１４年間に及ぶメンテナ
ンス履歴・修理を保有している唯一の業者）でなければ実施することができないものである
ため。

21 施設保全G 長瀬ランダウア株式会社 放射線測定業務委託（センター・研究所）
令和4年4月1日

～令和5年3月31日
第19条第1項第2号

特別の理由（法令により５年単位で管理を要しその間の委託先変更が不可）を有する業務
であるため、その間の委託先が限定されるため。

20 施設保全G

第19条第1項第2号施設保全G ナブコドア株式会社 堺営業所 自動扉開閉装置保守点検業務委託
令和4年4月1日

～令和5年3月31日

センターの特性上、子供や妊産婦が多く、衝突事故や、挟まれたり等しないよう不具合が
発生しない、特許を取得し構築したメンテナンスシステムによる安全性を担保した業務（自
動扉開閉装置の保守点検）が、特定の者（当該機器のメーカーが指定する唯一の保守業
務代理店）でなければ実施することができないものであるため。

18 施設保全G 株式会社エム・ジー大阪 医療ガス設備保守点検業務委託
令和4年4月1日

～令和5年3月31日
9,350,000 第19条第1項第2号

業務（医療ガス設備点検）が特定の者（当該機器製造メーカーが指定する唯一の業者）で
なければ実施することができないものであるため。

17 3,168,000

第19条第1項第2号
万が一、空調設備に不具合が発生すると感染症対策にも支障が出る可能性があるため、
安全を担保した業務（空調設備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.

16 施設保全G 川重冷熱工業株式会社西日本支社 吸収冷温水機保守点検委託
令和4年4月1日

～令和5年3月31日
2,508,000 第19条第1項第2号

吸収冷温水機は空調設備において、温度管理に必要不可欠な設備であり、故障や不具合
が発生すると、体温管理及び治療や検査に影響を及ぼす可能性があるため、安全を担保
した業務（吸収冷温水機の保守）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。

15 施設保全G
ｱｽﾞﾋﾞル株式会社
ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ関西支社

空調設備用自動制御機器保守点検業務
委託

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

7,524,000

第19条第1項第2号
業務（じんあい及び不燃物の処理）が特定の者（和泉市の指定業者であり当センターの地
域を担当する唯一の業者）でなければ実施することができないものであるため。

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

14 施設保全G
株式会社
S&Sエンジニアリング 大阪営業所

搬送設備保守点検業務委託 8,131,200 第19条第1項第2号
搬送設備に不具合が発生すると、薬品等の運搬に支障があり、ついては医療行為に影響
を及ぼすため、不具合が発生しない、安全性を担保した業務（搬送設備の保守点検）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。

13 施設保全G 株式会社ピース興業 じんあい及び不燃物処理業務委託
令和4年4月1日

～令和5年3月31日
9,900,000

第19条第1項第2号
富士フィルムメディカルシステム㈱関西・四国地区営業本部は、本機器の製造業者である
富士フィルム㈱の関西地域における唯一代理店である。

11 施設保全G 株式会社たけびし
Varian社製放射線治療システムの保守点
検業務委託

令和4年4月1日
～令和7年3月31日

64,633,800 第19条第1項第2号
株式会社たけびしは、本機器の製造業者であるVarian社の大阪府下における唯一の代理
店である。

10 施設保全G 富士フィルムメディカルシステム株式会社
富士コンピューテッドラジオグラフィシステ
ムの保守点検業務委託

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

15,417,600

9 施設保全G フクダ電子近畿販売株式会社堺営業所
人工呼吸器（サーボI,サーボU)の保守点
検業務委託

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

2,549,250 第19条第1項第2号 フクダ電子近畿販売㈱堺営業所は、南大阪地域における唯一の代理店である。

第19条第1項第2号
業務（シーリングペンダント・アイソレーションユニットの点検）が特定の者（当該機器製造
メーカーが指定する唯一の業者）でなければ実施することができないものであるため。

12 施設保全G 株式会社エフエスユニ
シーリングペンダント・アイソレーションユ
ニットの点検業務委託

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

3,190,000

令和４年１月28日に実施した一般競争入札が不調となり、最低価格を提示した入札参加業
者と価格の交渉を行った結果、予定価格の範囲内での価格提示があったため。

19 施設保全G 株式会社きんでん
高圧・低圧関係電気設備精密点検業務
委託

令和4年4月1日
～令和7年3月31日

20,735,000 第19条第1項第8号



大阪母子医療センター（3／5）

大阪母子医療センター　随意契約状況一覧 <様式１>

単価契約

5,200,000

単価契約

39,000,000

単価契約

16,000,000

単価契約

3,200,000

単価契約

28,000,000

単価契約

17,000,000

30
新病院整備
グループ

シップヘルスケアリサーチ＆コンサルティン
グ・安井建築設計事務所共同企業体

大阪母子医療センター基本計画策定支
援業務

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

34,100,000 第19条第1項第2号
業務の性質又は目的が競争入札に適さず、プロポーザル方式の公募により業者選定を
行ったため。

31
新病院整備
グループ

日建設計コンストラクション・マネジメント
(株)
大阪オフィス

大阪母子医療センター基本計画に関する
コンストラクション・マネジメント業務

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

10,975,536 第19条第1項第2号
業務の性質又は目的が競争入札に適さず、プロポーザル方式の公募により業者選定を
行ったため。

34 総務・人事Ｇ 株式会社ニチダン 患者給食業務委託
令和4年10月1日

～令和7年9月30日
348,084,000 第19条第1項第8号

令和4年8月26日に実施した一般競争入札が不調となり、最低価格を提示した入札参加業
者と価格の交渉を行った結果、予定価格の範囲内での価格提示があったため。

35 施設保全G 株式会社　第一 警備業務他業務委託
令和4年11月1日

～令和5年10月31日
58,499,760 第19条第1項第6号

COVID-19の影響下において、感染状況に応じた業務仕様の変更が必要であり、現契約
業者との契約延長が有利と認められるため。

36 施設保全G 日本管財株式会社 庁舎設備管理他業務委託
令和5年1月1日

～令和5年12月31日
92,961,000 第19条第1項第6号

COVID-19の影響下において、感染状況に応じた業務仕様の変更が必要であり、現契約
業者との契約延長が有利と認められるため。

第19条第1項第2号
業務（特高受変電設備点検）が特定の者（当該機器製造メーカー）でなければ実施すること
ができないものであるため。

33 施設保全G
東芝インフラシステムズ株式会社電機サー
ビスセンター関西支店

特高受変電設備点検業務委託
令和4年6月27日

  ～令和5年3月31日
7,986,000

第19条第1項第2号
業務（ＲＯ純水製造装置保守点検業務）が特定の者（当該機器製造メーカーが指定する唯
一の業者）でなければ実施することができないものであるため。

32 施設保全G
東芝インフラシステムズ株式会社電機サー
ビスセンター関西支店

中央監視設備点検業務委託
令和4年6月27日

  ～令和5年3月31日
4,016,100 第19条第1項第2号

業務（中央監視設備点検）が特定の者（当該機器製造メーカー）でなければ実施することが
できないものであるため。

29 施設保全G 村中医療器株式会社 ＲＯ純水製造装置保守点検業務委託
令和4年4月1日

～令和5年3月31日
8,398,720

契約相手が、当センターのオリジナルキャラクターについての商標権使用許諾契約を締結
している者であり、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条6項に規定される母子福祉団体
であるため。

28 経営企画G 株式会社サイネックス
「堺市くらしのガイドブック」への広告掲載
業務委託

令和4年4月20日
～令和7年8月31日

2,640,000 第19条第1項第2号
業務（「堺市くらしのガイドブック」への広告掲載）が特定の者（当該情報誌の編集・デザイ
ン請負業者）でなければ実施することができないものであるため。

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

第19条第1項第3号

25 総務・人事Ｇ

27 総務・人事Ｇ 社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会 産科祝品等業務委託

第19条第1項第2号株式会社ＬＳＩメディエンス 薬物血中濃度業務委託

23

高い検査結果・精度が求められる業務であり、時系列に検査データを比較するため、過去
の検査結果との比較がおこなえる特定の者と契約することが必要であるため。

26 総務・人事Ｇ 株式会社ＬＳＩメディエンス 無侵襲的出生前遺伝学的検査業務委託
令和4年4月1日

～令和5年3月31日
第19条第1項第2号

無侵襲的出生前遺伝学的検査について、実績が豊富で米国検査会社のライセンスを持っ
た日本国内の検査会社の唯一の代理店である株式会社ＬＳＩメディエンスでしか実施できな
いため。

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

当センターにおける歯科矯正治療には、子どもの成長に合わせた長期的かつきめ細やか
な対応が求められるため、特殊な治療や指示に適切に対応できる技術を要する者でなけ
ればならないため。

第19条第1項第2号
高い検査結果・精度が求められる業務であり、時系列に検査データを比較するため、過去
の検査結果との比較がおこなえる特定の者と契約することが必要であるため。

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

24 総務・人事Ｇ 株式会社エスアールエル 染色体検査業務委託
令和4年4月1日

～令和5年3月31日
第19条第1項第2号

高い検査結果・精度が求められる業務であり、時系列に検査データを比較するため、過去
の検査結果との比較がおこなえる特定の者と契約することが必要であるため。

22 総務・人事Ｇ 株式会社ナンブ精工 歯科技工業務委託 第19条第1項第2号

総務・人事Ｇ 株式会社ビー・エム・エル 臨床検査業務委託
令和4年4月1日

～令和5年3月31日



大阪母子医療センター（4／5）

大阪母子医療センター　随意契約状況一覧 <様式１>

☆賃貸借契約＜令和４年４月～令和５年３月契約分＞（予定価格が250万円を超える随意契約）

契約の相手方 契約金額（円）

（商号又は氏名及び住所）
（単価契約の場合
は年間予定金額）

1 総務・人事Ｇ

所管部署 案件の名称 契約期間
大阪府立病院機構契約
事務取扱規程の適用条
項

6,300,000

随意契約理由

愛のタクシーチケット株式会社 タクシー借り上げ
令和4年4月1日

～令和5年3月31日
第19条第1項第2号

近畿圏でほぼすべてのタクシー会社が所属しており、利便性に優れているため。また、各
タクシー会社からの利用料金の請求書を1社で取りまとめることが可能な業者であるため。



大阪母子医療センター（5／5）

大阪母子医療センター　随意契約状況一覧 <様式１>

☆物品購入契約＜令和４年４月～令和５年３月契約分＞（予定価格が250万円を超える随意契約）

契約の相手方 契約金額（円）

（商号又は氏名及び住所）
（単価契約の場合
は年間予定金額）

第19条第1項第2号
当該機器の製造元である日本光電工業株式会社が、当機構を相手方とした当該製品の取
扱いについて、小西医療器株式会社を唯一の代理店として指名していたため。

5 施設保全G 小西医療器株式会社 ペーパーレス脳波計の納入
令和5年2月20日

～
令和5年3月31日

6,380,000

第19条第1項第2号
契約締結時点において、小西医療器株式会社が当該製品を扱う唯一の販売店であるた
め。

4 総務・人事Ｇ 株式会社アズバイオ DNAシーケンサーの購入
令和4年12月14日
～令和5年3月31日

6,842,000 第19条第1項第8号
令和4年12月9日に実施した一般競争入札が不調となり、最低価格を提示した入札参加業
者と価格の交渉を行った結果、予定価格の範囲内での価格提示があったため。

3 施設保全G 小西医療器株式会社 MRI対応患者モニタリングシステムの購入
令和4年9月22日

～令和5年3月31日
9,570,000

第19条第1項第5号
公益財団法人日本財団「新型コロナウイルス感染症対策整備支援（日本小児総合医療施
設）」事業の支援を受け本機器を整備するにあたり、緊急に整備することを要したため。

2 施設保全G 株式会社MMコーポレーション 呼気ガス代謝モニターの購入
令和4年7月29日

～令和5年3月31日
6,138,000 第19条第1項第2号

契約締結時点において、株式会社MMコーポレーションが当該製品を扱う唯一の販売店で
あるため。

1 施設保全G 小西医療器株式会社 ICUベッドの購入
令和4年7月19日

～令和5年3月31日
3,850,000

所管部署 案件の名称 契約期間
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


