契約事務取扱細則第４２条に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等）
物品等又は役務の名称及び数量

経理責任者の氏名、名称
及び所在地

契約を締結した日

国立循環器病研究センター
診断用核医学診断装置修理 １式 理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年4月20日

X線循環器診断システム修理 １
式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年4月20日

全身麻酔器保守点検 13式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年4月20日

多施設参加型医師主導治験に係 国立循環器病研究センター
るデータマネジメント業務請負契約 理事長 小川 久雄
第3回変更契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年4月20日

PET-CT撮影装置修理 １式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年5月17日

核医学診断装置修理 １式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年5月17日

Dahlラットを用いた経口吸着炭
国立循環器病研究センター
AST-120の薬効評価試験-AST理事長 小川 久雄
120投与による最終評価 業務請負
大阪府吹田市藤白台5-7-1
契約

平成30年5月17日

WEB割り付けシステム・臨床試験 国立循環器病研究センター
事務局ホームページ維持管理業 理事長 小川 久雄
務請負契約に係る第3回変更契約 大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年5月17日

研究用材料単価契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

研究用材料単価契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

ドクターカー（新生児搬送可能救
急車）運行業務委託契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

ガンマナイフ用コバルト60線源 1
式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年6月11日

医薬品 単価契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年6月25日

平成30年5月28日

平成30年5月28日

平成30年5月31日

契約の相手方の
氏名

契約の相手方の住所

随意契約によることとした理由及び会計規程等の根
予定価格（円）
拠条文

医療機器の修理、保守等については製品各社独自
シーメンスヘル 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目3 の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
スケア株式会社 番39号
条第4項による随意契約。
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
キヤノンメディカ
大阪府大阪市北区大淀中１丁目１ の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
ルシステムズ株
納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
番３０号
式会社
条第4項による随意契約。
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
株式会社MM
東京都文京区本郷3丁目4番6号 納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
コーポレーション
条第4項による随意契約。
原契約からの契約期間延長に伴う変更契約である
ため、会計規程第39条第4項による随意契約。
シミック株式会
東京都港区芝浦1-1-1
社
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
シーメンスヘル 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目3 の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
スケア株式会社 番39号
条第4項による随意契約。
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
株式会社日立製 大阪府大阪市港区弁天１丁目２番 の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
作所
１号
条第4項による随意契約。
研究上観測データの連続性を確保することが必要
不可欠であり、過去と同様の条件で行なわれなけれ
ば、研究結果に影響が出る可能性があるため、日精
日精バイリス株 大阪府大阪市中央区備後町2丁 バイリス株式会社でなければ遂行することができな
式会社
目4番9号
い。よって、契約の性質又は目的が競争を許さない
ため、会計規程第39条第4項による随意契約とす
る。
株式会社エス
テック

大阪府吹田市垂水町3丁目10番
12号STECビル

原契約からの契約期間延長に伴う変更契約である
ため、会計規程第39条第4項による随意契約。

契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
ナカライテスク株 京都府京都市中京区二条烏丸西 （不落随契）
式会社
入東玉屋町４９８
契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目７ （不落随契）
八洲薬品株式会
番１８番 彩都バイオヒルズセン
社
ター
契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
阪急観光バス株 大阪府大阪市北区中津７丁目７番 （不落随契）
式会社
１９号
医療用校正線源の購入・廃棄については、放射線障
公益社団法人
東京都文京区本駒込二丁目28番 害防止法等の法令により契約相手方が公益社団法
日本アイソトープ
人日本アイソトープ協会に特定されるため会計規程
45号
協会
第39条第4項による随意契約。
契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
（不落随契）
榎本薬品株式会
大阪府吹田市南金田2-8-37
社
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契約金額（円） 契約率(%)

再就職
の役員
の数
（人）

備考

－

1,965,600

－

－

－

4,676,400

－

－

－

4,111,128

－

－

－

8,154,478

－

－

－

4,860,000

－

－

－

1,890,000

－

－

－

1,402,272

－

－

－

1,555,200

－

－

－

219,780

－

－

GR ｴﾀﾉｰﾙ(99.5)
単価\1.000
他1件
MultiGuardFilterTip
1000XT S
単価\12,100
他4件

－

308,065

－

－

－

5,503,680

－

－

－

46,149,480

－

－

－

2,236

－

－

エリスロマイシン錠２００
ｍｇ「サワイ」
単価745円

契約事務取扱細則第４２条に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等）
物品等又は役務の名称及び数量

経理責任者の氏名、名称
及び所在地

医薬品 単価契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

実験用動物（ゲッチンゲンミニブ
タ）単価契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

実験用動物（TOYOビーグル ）単
価契約

契約を締結した日

契約の相手方の
氏名

平成30年6月25日

株式会社スズケ
大阪府箕面市船場東3-17-3
ン 千里支店

契約の相手方の住所

平成30年6月27日

オリエンタル酵 大阪府吹田市南吹田4丁目4番1
母工業株式会社 号

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年6月27日

オリエンタル酵 大阪府吹田市南吹田4丁目4番1
母工業株式会社 号

外部委託検査業務 変更契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年6月29日

株式会社LSIメ
ディエンス

外部委託検査業務 変更契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年6月29日

株式会社エス
アールエル

外部委託検査業務 変更契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

外注検査システム変更に伴う
システム改修業務請負契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

血管内超音波診断装置
(VISICUBE) 賃貸借契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

ガス需給に関する基本契約書の
変更に関する覚書

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

非常用発電機 修繕 １式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年7月2日

血液適合性試験（in vivo血栓性） 国立循環器病研究センター
及び血液適合性試験（溶血毒性試 理事長 小川 久雄
験）委託契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年7月11日

サイクロトロン操作管理 第1回変
更契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年7月12日

BigDye Terminator v3.1 Cycle
Sequenceing Kit 1000反応 1組

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年6月29日

大阪府豊中市曽根南町3-7-12

東京都新宿区西新宿2-1-1

随意契約によることとした理由及び会計規程等の根
予定価格（円）
拠条文
契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
（不落随契）

実験結果の連続性の担保等のため遺伝管理された
動物を継続して使用する必要があり、飼育環境も統
一でなければならない。よって、会計規程第39条第4
項による随意契約とする。

実験結果の連続性の担保等のため遺伝管理された
動物を継続して使用する必要があり、飼育環境も統
一でなければならない。よって、会計規程第39条第4
項による随意契約とする。
原契約からの契約期間延長に伴う変更契約である
ため、会計規程第39条第4項による随意契約。

原契約からの契約期間延長に伴う変更契約である
ため、会計規程第39条第4項による随意契約。

原契約からの契約期間延長に伴う変更契約である
大阪血清微生物 大阪府大阪市東淀川区柴島2-2- ため、会計規程第39条第4項による随意契約。
研究所
20

平成30年6月29日

本件は日本電気株式会社が構築した電子カルテシ
ステムの改修作業であるため、他社からの調達を実
日本電気株式会 大阪府大阪市中央区城見1丁目4 施することが出来ない。よって、契約の性質又は目
社 関西支社
番24号
的が競争を許さないため、会計規程第39条第4項に
よる随意契約とする。

平成30年6月29日

株式会社エム・ 大阪府大阪市淀川区東三国4丁
イー・サイエンス 目14番24号

平成30年6月29日

平成30年7月13日

契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
（不落随契）

原契約からの契約期間延長に伴う変更契約である
大阪ガス株式会 大阪府大阪市中央区道修町3-5- ため、会計規程第39条第4項による随意契約。
社
11
地震により非常用発電機発電機が作動しない状態
ヤンマーエネル
ギーシステム株 兵庫県尼崎市潮江一丁目３番３０ となり、直ちに修繕しなければ人命にかかわる恐れ
があるため。会計規程第39条第4項による随意契
式会社 大阪支 号
約。
社
データの一貫性を担保するため、安全性試験は共
株式会社化合物 北海道札幌市清田区真栄363番 同研究先と同一施設で実施する必要があることか
ら、契約の性質又は目的が競争を許さないため、会
安全性研究所 24
計規程第39条第4項による随意契約とする。
原契約からの契約期間延長に伴う変更契約である
株式会社アトッ
ため、会計規程第39条第4項による随意契約。
クス 大阪営業 大阪府吹田市豊津町１０－３４
所
株式会社アズバ
大阪府大阪市北区天満3-5-8
イオ

契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
る。（少額随意契約）
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－

契約金額（円） 契約率(%)

再就職
の役員
の数
（人）

備考

9,869

－

ダラシンTゲル１％
単価3,289円

－

－

6,580,000

－

－

ゲッチンゲンミニブタ
単価 6-7ヶ月 280,800円
8-9ヶ月 291,600円
10-12ヶ月 302,400円
輸送費151,200円/回

－

2,397,500

－

－

TOYOビーグル
単価73,980円

－

3,619,984

－

－

-

－

4,200,464

－

－

-

－

96,638

－

－

-

－

6,048,000

－

－

-

－

1,392,000

－

－

－

228,944,742

－

－

－

3,434,400

－

－

－

3,942,000

－

－

－

1,205,280

－

－

－

1,130,976

－

－

契約期間の変更（移転
まで）、単価については
変更なし

契約事務取扱細則第４２条に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等）
物品等又は役務の名称及び数量

経理責任者の氏名、名称
及び所在地

平成30年度「循環器学会 循環器
疾患診療実態調査」にかかるDPC 国立循環器病研究センター
データ収集ツール改修及びDPC 理事長 小川 久雄
データ収集支援・データベース提 大阪府吹田市藤白台5-7-1
供業務請負契約

国立循環器病研究センター
電子カルテシステム及び医事会計
理事長 小川 久雄
システムデータ抽出作業
大阪府吹田市藤白台5-7-1

契約を締結した日

平成30年7月20日

平成30年7月25日

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年7月26日

国立循環器病研究センター
ハードウェア他修繕、修理対応 1
理事長 小川 久雄
式
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年7月26日

利用者管理システム（第３フェー
ズ）構築業務

磁気共鳴診断装置（MAGNETOM
Verio）修理 １式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年7月27日

小型サイクロトロン 保守契約 １
式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年7月27日

超小型サイクロトロン 保守契約
１式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年7月27日

PET-CT撮影装置カーボンブラシ
等交換 １式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年7月27日

超音波診断装置 修理 １式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年8月9日

超音波診断装置 修理 １式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年8月9日

超音波診断装置 修理 １式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年8月9日

RI廃棄物集荷引取業務 請負契
約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年8月9日

契約の相手方の
氏名

契約の相手方の住所

随意契約によることとした理由及び会計規程等の根
予定価格（円）
拠条文

本件で収集するDPCデータの規格形式等を厚生労
働省と同等のものとするために必須であるソフトウェ
株式会社健康保 東京都千代田区霞が関三丁目2- アの知的財産権を有している者との契約であるた
険医療情報総合 1
め。会計規程第39条第4項による随意契約。
研究所
霞ヶ関コモンゲート西館20階
本件は日本電気株式会社が構築した電子カルテシ
ステムからデータを抽出するための作業であり、他
日本電気株式会 大阪府大阪市中央区城見1丁目4 社からの調達を実施することが出来ない。よって、契
約の性質又は目的が競争を許さないため、会計規
社 関西支社
番24号
程第39条第4項による随意契約とする。
本件は日本電気株式会社が構築している利用者管
理システムへの機能追加であり、他社からの調達を
日本電気株式会 大阪府大阪市中央区城見1丁目4 実施することが出来ない。よって、契約の性質又は
社 関西支社
番24号
目的が競争を許さないため、会計規程第39条第４項
による随意契約とする。
本件は日本電気株式会社が製造・導入している電
子カルテサーバの復旧作業及び電子カルテ用端末
日本電気株式会 大阪府大阪市中央区城見1丁目4 等の修理であり、他社からの調達を実施することが
出来ない。よって、契約の性質又は目的が競争を許
社 関西支社
番24号
さないため、会計規程第39条第4項による随意契約
とする。
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
シーメンスヘル 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目3 の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
スケア株式会社 番39号
条第4項による随意契約。
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
JFEエンジニアリ 神奈川県横浜市鶴見区末広町２ の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
ング株式会社
丁目１番
条第4項による随意契約。
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
JFEエンジニアリ 神奈川県横浜市鶴見区末広町２ の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
ング株式会社
丁目１番
条第4項による随意契約。
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
シーメンスヘル 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目3 の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
スケア株式会社 番39号
条第4項による随意契約。
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
株式会社MM
東京都文京区本郷3丁目4番6号 納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
コーポレーション
条第4項による随意契約。
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
株式会社MM
東京都文京区本郷3丁目4番6号 納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
コーポレーション
条第4項による随意契約。
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
株式会社MM
東京都文京区本郷3丁目4番6号 納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
コーポレーション
条第4項による随意契約。
契約の相手方が国内で唯一ＲＩ廃棄物の集荷・廃棄
公益社団法人日
を行っている機関のため。
本アイソトープ協 東京都文京区本駒込2-28-45
会計規程第３９条第４項による随意契約。
会
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契約金額（円） 契約率(%)

再就職
の役員
の数
（人）

－

7,928,105

－

－

－

49,883,040

－

－

－

9,561,024

－

－

－

5,400,000

－

－

－

2,270,700

－

－

－

11,761,200

－

－

－

8,456,400

－

－

－

1,620,000

－

－

－

2,808,000

－

－

－

2,970,000

－

－

－

2,970,000

－

－

－

3,421,764

－

－

備考

契約事務取扱細則第４２条に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等）
物品等又は役務の名称及び数量

経理責任者の氏名、名称
及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の
氏名

検体検査機器複合リース契約 １
式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年8月27日

広瀬化学薬品株 兵庫県神戸市中央区港島中町２
式会社
丁目２－２

化合物ライブラリーEpigenetics
Compound Library

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年9月5日

病院情報管理システム（電子カル 国立循環器病研究センター
テ含む）オペレーション業務委託契 理事長 小川 久雄
約変更契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1
国立循環器病研究センター
NCVCシステムネットワーク運用保
理事長 小川 久雄
守業務委託契約変更契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年9月12日

平成30年9月12日

大阪北部地震に伴う修繕工事等
一式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

構内電力に関する大口個別特約
等の申込みについて

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

心臓血管造影撮影装置 管球交
換修理 １式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年9月13日

ＢＡＲＤラボシステム アンプ修理
請負契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年9月13日

医薬品 単価契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年9月28日

医薬品 単価契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

医薬品 単価契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

医薬品 単価契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

医薬品 単価契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成30年9月12日

平成30年9月13日

契約の相手方の住所

随意契約によることとした理由及び会計規程等の根
予定価格（円）
拠条文

本契約は現在契約中の「検体検査機器リース複合
契約」の再リース契約であり、会計規程第39条第4項
の「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。
契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目７ る。（少額随意契約）
八洲薬品株式会
番１８番 彩都バイオヒルズセン
社
ター
システムスクエ
ア株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁
目7番61号

原契約からの契約期間延長に伴う変更契約である
ため、会計規程第39条第4項による随意契約。

原契約からの契約期間延長に伴う変更契約である
ネットワンシステ 東京都千代田区丸の内2丁目7番 ため、会計規程第39条第4項による随意契約。
ムズ株式会社 2号JPタワー
地震によって閉鎖した病棟や電気・機械設備等、可
株式会社竹中工 大阪府大阪市中央区本町四丁目 及的速やかに復旧を要するため、会計規程第39条
第4項による随意契約。
務店大阪本店 １－１３
原契約からの契約期間延長に伴う変更契約である
ため、会計規程第39条第4項による随意契約。
関西電力株式会
大阪府大阪市北区中之島3-6-16
社
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
キヤノンメディカ
大阪府大阪市北区大淀中１丁目１ の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
ルシステムズ株
納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
番３０号
式会社
条第4項による随意契約。
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
株式会社ホクシ 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6- の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
ンメディカル
9神戸ファッションマート6階
条第4項による随意契約。
契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
アルフレッサ株
大阪府吹田市岸部北五丁目20番 （不落随契）
式会社 病院大
10号
阪北支店

平成30年9月28日

株式会社スズケ
大阪府箕面市船場東3-17-3
ン 千里支店

平成30年9月28日

株式会社ケーエ
スケー 茨木支 大阪府茨木市南耳原2-9-35
店

平成30年9月28日

株式会社メディ
セオ

平成30年9月28日

東和薬品株式会
大阪府摂津市鳥飼本町5-14-15
社

東京都中央区八重二丁目７番15
号

契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
（不落随契）

契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
（不落随契）

契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
（不落随契）

契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
（不落随契）
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契約金額（円） 契約率(%)

再就職
の役員
の数
（人）

備考

－

264,523,005

－

－

－

1,207,440

－

－

－

28,479,600

－

－

－

18,424,260

－

－

－

514,535,094

－

－

－

172,228,387

－

－

－

14,038,920

－

－

－

1,090,260

－

－

－

17,177,850

－

－

アルガトロバン注射液１
０ｍｇ「サワイ」 7,300円
他14点

－

3,395,563

－

－

インテバンクリーム１％
５０ｇ/個 2,722円
他6点

－

51,948

－

－

ケタラール筋注用５００
ｍｇ １０ｍＬ/Ｖ 1,350円
他1点

－

4,933,081

－

－

アナペイン注１０ｍｇ／
ｍＬ ２０ｍＬ/Ａ 8,050円
他8点

－

2,862

－

－

アロチノロール塩酸塩錠
５ｍｇ「トーワ」 PTP 530
円

契約事務取扱細則第４２条に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等）
物品等又は役務の名称及び数量

X線一般撮影装置移設作業請負
契約

経理責任者の氏名、名称
及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の
氏名

契約の相手方の住所

随意契約によることとした理由及び会計規程等の根
予定価格（円）
拠条文

本装置は（株）島津製作所が製造販売を行っており、
品質・安全性確保の観点等から、移設を伴う据付・
調整作業、並びにそれらの作業に伴う物品の販売に
国立循環器病研究センター
株式会社島津製 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪 ついては（株）島津製作所のみが実施可能である。
平成30年10月11日
理事長 小川 久雄
作所 関西支社 急ターミナルビル14F
よって、会計規程第39条第4項「契約の性質または
大阪府吹田市藤白台5-7-1
目的が競争を許さない場合」に該当するため、（株）
島津製作所との随意契約を締結する。

契約金額（円） 契約率(%)

再就職
の役員
の数
（人）

－

7,884,000

－

－

2020年採用 看護職員募集事業
請負契約（マイナビ）

各企業が企画・開催・運営する事業へ参加申し込み
する契約であるため、契約相手方が限定される。
国立循環器病研究センター
株式会社マイナ 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番 よって、契約の性質又は目的が競争を許さない場合
平成30年10月11日
理事長 小川 久雄
ビ
1号
に該当するため、会計規程第39条第4項による随意
大阪府吹田市藤白台5-7-1
契約。

－

2,808,000

－

－

2020年採用 看護職員募集事業
請負契約（SMS）

国立循環器病研究センター
株式会社エス・
東京都港区芝公園二丁目11番1
平成30年10月12日 エム・エス キャ
理事長 小川 久雄
号 住友不動産芝公園タワー
大阪府吹田市藤白台5-7-1
リア

各企業が企画・開催・運営する事業へ参加申し込み
する契約であるため、契約相手方が限定される。
よって、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、会計規程第39条第4項による随意
契約。

－

1,512,000

－

－

SASライセンス更新 一式

国立循環器病研究センター
東京都江東区豊洲３丁目２番２０
平成30年10月12日 SCSK株式会社
理事長 小川 久雄
号 豊洲フロント
大阪府吹田市藤白台5-7-1

－

1,885,000

－

－

睡眠評価装置パルスリーブLS140 3式

契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
国立循環器病研究センター
る。（少額随意契約）
フクダライフテッ
平成30年10月29日
大阪府吹田市穂波町６丁目２１番
理事長 小川 久雄
ク関西株式会社
大阪府吹田市藤白台5-7-1

－

1,244,160

－

－

医薬品 単価契約 変更契約

国立循環器病研究センター
株式会社メディ
平成30年10月31日
理事長 小川 久雄
セオ
大阪府吹田市藤白台5-7-1

東京都中央区八重洲二丁目７番
15号

－

2,907,445

－

－

医薬品 単価契約 変更契約
(政府調達)

国立循環器病研究センター
株式会社メディ
平成30年10月31日
理事長 小川 久雄
セオ
大阪府吹田市藤白台5-7-1

東京都中央区八重洲二丁目７番
15号

－

62,047,560

－

－

超微量分光光度計 1台

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

－

1,481,000

－

－

パスウェイ解析ソフトウェアライセ
ンス 1式 売買契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

－

1,419,120

－

－

IBM Watson Explorerソフトウェア
保守ライセンス 更新

当センターで稼働しているWatson Explorerは日本ＩＢ
Ｍが構築したシステムであり、日本国内では日本ＩＢ
国立循環器病研究センター
日本ｱｲ・ﾋﾞｰ・ｴﾑ 東京都中央区日本橋箱崎町19番 Ｍが独占販売を行っている。そのため、契約の性質
平成30年11月29日
理事長 小川 久雄
株式会社
21号
又は目的が競争を許さない場合に該当し、会計規程
大阪府吹田市藤白台5-7-1
第39条第4項による随意契約とする。

－

4,363,700

－

－

－

3,790,800

－

－

－

1,788,480

－

－

遺伝子検査情報管理システム保
守業務請負契約

日本脳卒中データバンクMCDRS
改修業務 一式 請負契約

平成30年11月6日

平成30年11月6日

株式会社アズバ
大阪府大阪市北区天満3-5-8
イオ

契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
（不落随契）

原契約からの契約価格変更に伴う変更契約である
ため、会計規程第39条第4項による随意契約。

原契約からの契約価格変更に伴う変更契約である
ため、会計規程第39条第4項による随意契約。

契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
る。（少額随意契約）

契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
る。（少額随意契約）
株式会社バイオ
大阪府大阪市北区天神橋1-8-16
リンク

システム運用保守業務であり、他業者に同業務を行
国立循環器病研究センター
株式会社新大阪 大阪府大阪市中央区上町1丁目7 わせると安定的な稼働が担保されない。よって、契
平成30年11月29日
理事長 小川 久雄
約の性質又は目的が競争を許さないため、会計規
商会
番20号
大阪府吹田市藤白台5-7-1
程第39条第4項に依る随意契約とする。
システムの改修作業であり、他業者に同業務を行わ
国立循環器病研究センター
株式会社ケーア 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁 せると安定的な稼働が担保されない。よって、契約
平成30年11月29日
理事長 小川 久雄
の性質又は目的が競争を許さないため、会計規程
イエス
目36番7号
大阪府吹田市藤白台5-7-1
第39条第4項に依る随意契約とする。
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備考

契約事務取扱細則第４２条に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等）
物品等又は役務の名称及び数量

経理責任者の氏名、名称
及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の
氏名

契約の相手方の住所

随意契約によることとした理由及び会計規程等の根
予定価格（円）
拠条文

医療機器の修理、保守等については製品各社独自
国立循環器病研究センター
キヤノンメディカ
大阪府大阪市北区大淀中１丁目１ の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
平成30年11月29日 ルシステムズ株
理事長 小川 久雄
納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
番３０号
大阪府吹田市藤白台5-7-1
式会社
条第4項による随意契約。
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
国立循環器病研究センター
シークエンサー3130DNAアナライ
株式会社アズバ 大阪府大阪市北区天満3丁目5号 の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
平成30年11月29日
理事長 小川 久雄
納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
ザ修理 １式
イオ
8番
大阪府吹田市藤白台5-7-1
条第4項による随意契約。
本装置は日本バイオセンサーズ（株）が製造販売を
行っており、品質・安全性確保の観点等から、移設を
伴う据付・調整作業、並びにそれらの作業に伴う物
国立循環器病研究センター
核医学診断装置移設作業請負契
日本バイオセン 東京都千代田区内幸町1丁目1番 品の販売については日本バイオセンサーズ（株）の
平成30年11月30日
理事長 小川 久雄
みが実施可能である。よって、会計規程第39条第4
約
サーズ株式会社 7号 日比谷U-1ビル
大阪府吹田市藤白台5-7-1
項「契約の性質または目的が競争を許さない場合」
に該当するため、日本バイオセンサーズ（株）との随
意契約を締結する。
本件は住友重機械工業（株）製のサイクロトロン・
PET薬剤合成装置に周辺機器を追加設置するもの
であるため、品質・安全性確保の観点等から据付・
国立循環器病研究センター
調整作業等については住友重機械工業（株）のみが
サイクロトロンシステム周辺機器設
住友重機械工業
平成30年11月30日
東京都品川区大崎2丁目1番1号
理事長 小川 久雄
実施可能である。よって、会計規程第39条第4項「契
置作業請負契約
株式会社
大阪府吹田市藤白台5-7-1
約の性質または目的が競争を許さない場合」に該当
するため、住友重機械工業（株）との随意契約を締
結する。
本装置はシーメンスヘルスケア（株）が製造販売を
行っており、品質・安全性確保の観点等から、移設を
伴う据付・調整作業、並びにそれらの作業に伴う物
国立循環器病研究センター
シーメンスヘル 東京都品川区大崎1丁目11番1号 品の販売についてはシーメンスヘルスケア（株）のみ
PET-CT装置移設作業請負契約 理事長 小川 久雄
平成30年11月30日
が実施可能である。よって、会計規程第39条第4項
スケア株式会社 ゲートシティ大崎ウエストタワー
大阪府吹田市藤白台5-7-1
「契約の性質または目的が競争を許さない場合」に
該当するため、シーメンスヘルスケア（株）との随意
契約を締結する。
本装置の移設業務には高度な専門技術や知識、専
用ツール等を必要とするため、品質・安全性確保の
観点等から、メーカーである（株）フィリップス・ジャパ
国立循環器病研究センター
血管造影X線診断装置移設作業
株式会社フィリッ 東京都港区港南2丁目13番37号 ンのみが実施可能である。よって、会計規程第39条
平成30年12月7日
理事長 小川 久雄
第4項「契約の性質または目的が競争を許さない場
請負契約
プス・ジャパン
フィリップスビル
大阪府吹田市藤白台5-7-1
合」に該当するため、（株）フィリップス・ジャパンとの
随意契約を締結する。
一般撮影装置 （MRADA50S/YY）管球交換修理1式

BigDye Terminator v3.1 Cycle
Sequenceing Kit 1000反応 1組

国立循環器病研究センター
株式会社アズバ
平成30年12月11日
大阪府大阪市北区天満3-5-8
理事長 小川 久雄
イオ
大阪府吹田市藤白台5-7-1

国立循環器病研究センター
電気事業法に基づく法定点検業務
株式会社きんで 大阪府大阪市北区末広町2番10
平成30年12月12日
理事長 小川 久雄
一式
ん大阪支社
号
大阪府吹田市藤白台5-7-1
臨床研究「高血圧を伴う左室拡張
機能低下を有する心不全症例を対
象としたアジルサルタンの左室拡
国立循環器病研究センター
DOTワールド株
張機能改善効果の探索的検討
平成30年12月13日
東京都港区東新橋2丁目14番1号
理事長 小川 久雄
（J-TASTE Trial）」における心臓超
式会社
大阪府吹田市藤白台5-7-1
音波画像匿名化マスキングシステ
ム(心エコーラボシステムTocMaKer)改変業務請負契約

契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
る。（少額随意契約）

可及的速やかに電気設備の安全性の確認を行う必
要があるため、会計規程第39条第4項による随意契
約。
システムの改修作業であり、他業者に同業務を行わ
せると安定的な稼働が担保されない。よって、契約
の性質又は目的が競争を許さないため、会計規程
第39条第4項に依る随意契約とする。
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契約金額（円） 契約率(%)

再就職
の役員
の数
（人）

－

1,580,000

－

－

－

1,597,590

－

－

－

5,400,000

－

－

－

20,844,000

－

－

－

31,752,000

－

－

－

26,978,400

－

－

－

1,061,640

－

－

－

47,520,000

－

－

－

4,860,000

－

－

備考

契約事務取扱細則第４２条に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等）
物品等又は役務の名称及び数量

経理責任者の氏名、名称
及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の
氏名

国立循環器病研究センター
電子ジャーナル（JournalsConsult）
エルゼビア・
平成30年12月13日
理事長 小川 久雄
の利用
ビー・ブイ社
大阪府吹田市藤白台5-7-1

契約の相手方の住所

オランダ王国アムステルダム市
ラーダーヴェヒ29

随意契約によることとした理由及び会計規程等の根
予定価格（円）
拠条文
本契約品目は、エルゼビア・ビー・ブイ社が日本国内
において直接販売を行っているため、会計規程第39
条第4項による随意契約。

医療機器の修理、保守等については製品各社独自
国立循環器病研究センター
の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
シークエンサー3730 DNAアナライ
株式会社アズバ
平成30年12月13日
大阪府大阪市北区天満３－５－８ 納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
理事長 小川 久雄
ザ レーザー交換修理
イオ
大阪府吹田市藤白台5-7-1
条第5項による随意契約。
近畿県内の認定倫理委員会を実施している施設で
臨床研究｢非弁膜症性心房細動と
は独立行政法人国立病院機構(大阪医療センター臨
アテローム血栓症を合併する脳梗
床研究審査委員会)の認定倫理委員会のみが、1月
塞例の二次予防における最適な 国立循環器病研究センター
独立行政法人国 東京都目黒区東が丘二丁目５番２ 中の審査実施が可能であったため。会計規程第39
平成30年12月21日
抗血栓療法に関する多施設共同 理事長 小川 久雄
立病院機構
１号
条第4項による随意契約。
ランダム化比較試験(ATIS-NVAF 大阪府吹田市藤白台5-7-1
試験)｣臨床研究審査委員会委託
契約
医療材料、医薬品、試薬のすべてを分析できるの
医療材料等ベンチマークシステム 国立循環器病研究センター
株式会社エム・ 広島県広島市南区稲荷町1番1号 は、株式会社エム・アール・ピーのベンチマークシス
平成30年12月27日
による購買価格分析業務委託契 理事長 小川 久雄
テムのみであるため、会計規程第39条第4項による
アール・ピー
ロイヤルタワー4階
約
大阪府吹田市藤白台5-7-1
随意契約。
契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
国立循環器病研究センター
Halo Plex カスタム 1-500kb,プロー
京都府京都市左京区一乗寺西水 る。（少額随意契約）
平成30年12月28日 和研薬株式会社
理事長 小川 久雄
プ数〈20K,イルミナ,96反応 一式
干町17番地
大阪府吹田市藤白台5-7-1
カヌマ点滴静注液20mg 10mL 単
価契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年1月4日

自動車再リース契約（マジェスタ）

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年1月4日

国立循環器病研究センター
レクセルガンマナイフ4C保守点検 理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年1月10日

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年1月16日

STAR-CCM＋ １式

国立循環器病研究センター
Stroke(急性脳卒中)モジュール １
理事長 小川 久雄
式
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年1月16日

国立循環器病研究センター
高耐圧バルーン・プロトタイプ開発
理事長 小川 久雄
業務 一式 請負契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年1月18日

研究用試薬(HaloPlex) 一式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年1月25日

CWレーザ 一式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年1月25日

本剤は東邦薬品株式会社のみ販売代理店として認
東邦薬品株式会 大阪府大阪市平野区加美東3-2- められている医薬品であり、契約の性質又は目的が
競争を許さないため、会計規程第39条第4項による
社
21
随意契約とする。
本件は現在契約中の自動車リース契約の再リース
株式会社トヨタレ 兵庫県神戸市長田区北町2丁目5 契約であるため、会計規程第39条第4項による随意
契約とする。
ンタリース兵庫 番地
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
東京都港区芝浦三丁目9番1号
納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
条第4項による随意契約。
契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
ホクユーメディッ 大阪府大阪市淀川区西中島６－８ る。（少額随意契約）
クス株式会社
－８
エレクタ株式会
社

株式会社MM
東京都文京区本郷3丁目4番6号
コーポレーション

契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
る。（少額随意契約）

研究計画の段階から東レ株式会社を選定し、予算申
請を行い予算が採択されたことにより、東レ株式会
東レ株式会社
社へ高耐圧バルーン・プロトタイプ開発を委託するた
め、会計規程第39条第4項に依る随意契約とする。
契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
京都府京都市左京区一乗寺西水 る。（少額随意契約）
和研薬株式会社
干町17番地
東京都中央区日本橋室町2-1-1
日本橋三井タワー

日本カノマックス
大阪府吹田市清水2番1号
株式会社

本契約品目は、日本カノマックス社が日本国内にお
いて直接販売を行っているため、会計規程第39条第
4項による随意契約。
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契約金額（円） 契約率(%)

再就職
の役員
の数
（人）

－

3,128,447

－

－

－

1,641,600

－

－

－

1,944,000

－

－

－

1,270,080

－

－

－

1,499,040

－

－

－

3,791,636

－

－

－

1,159,920

－

-

－

3,240,000

－

－

－

1,591,488

－

－

－

1,598,400

－

－

－

2,160,000

－

－

－

1,499,040

－

－

－

1,005,480

－

－

備考

契約事務取扱細則第４２条に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等）
契約を締結した日

契約の相手方の
氏名

国立循環器病研究センター
X線ｲﾒｰｼﾞｲﾝﾃｼﾌｧｲｱ交換作業 一
理事長 小川 久雄
式
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年1月28日

ﾎｸﾕｰﾒﾃﾞｨｯｸｽ株 大阪府大阪市淀川区西中島６丁
式会社
目８番８号花原第8ビル

国立循環器病研究センター
医療機器保守管理業務委託第2回
理事長 小川 久雄
変更契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年2月1日

株式会社やよい 兵庫県姫路市古二階町3番地

物品等又は役務の名称及び数量

経理責任者の氏名、名称
及び所在地

医師主導治験「非小細胞肺癌手術
適応症例に対する周術期ONO国立循環器病研究センター
1101投与の多施設共同ランダム
理事長 小川 久雄
化第Ⅱ／Ⅲ相比較試験」における
大阪府吹田市藤白台5-7-1
総合支援業務委託契約に係る第1
回変更契約

契約の相手方の住所

ACメディカル株 東京都中央区晴海二丁目5番24
式会社
号

平成31年2月6日

木内ポンプ株式
大阪府茨木市永代町4番105番
会社

平成31年2月14日

宮野医療器株式 兵庫県中央区楠木町5丁目4番8
会社
号

平成31年2月14日

アルテリア・ネッ
トワークス株式 東京都港区新橋6丁目9番8号
会社

治験・臨床研究推進事業患者レジ 国立循環器病研究センター
ストリデータ収集基盤保守業務
理事長 小川 久雄
請負契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年2月14日

株式会社ケーア 東京都中央区日本橋蛎殻町1イエス
36-7

国立循環器病研究センター
循環器病統合情報センターシステ
理事長 小川 久雄
ム基盤 クラウド環境利用契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年2月19日

三井情報株式会
東京都港区愛宕二丁目5番1号
社

消火器購入契約

高機能ICUベッド（新病院）4台

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

国立循環器病研究センター
循環器病統合情報センターシステ
理事長 小川 久雄
ム基盤 閉域網回線利用契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1

患者予後アンケートサイト運用保
守業務

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年2月21日

株式会社シー
ベース

移転建替整備事業に係る家具・什 国立循環器病研究センター
器の選定・搬入・設置業務1式の変 理事長 小川 久雄
更契約について
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年2月21日

株式会社竹中工 大阪府大阪市中央区本町4丁目
務店
1-13

国立循環器病研究センター
ﾀﾝﾊﾟｸ質精製用ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰｼｽﾃﾑ
理事長 小川 久雄
一式
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年2月28日

超微量分光光度計 一式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

非観血式血圧測定装置 一式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

医療機器の修理、保守等については製品各社独自
の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
条第4項による随意契約。
原契約からの契約期間変更に伴う変更契約である
ため、会計規程第39条第4項による随意契約。

契約金額（円） 契約率(%)

再就職
の役員
の数
（人）

－

3,601,800

－

－

－

1,995,840

－

－

－

8,634,600

－

－

－

1,581,066

－

－

－

24,764,400

－

－

－

2,047,680

－

－

－

2,851,200

－

－

－

7,506,615

－

－

－

1,252,800

－

－

－

21,600,000

－

－

－

8,748,000

－

－

－

4,006,800

－

－

－

1,864,512

－

－

原契約からの委託業務追加に伴う変更契約である
ため、会計規程第39条第4項による随意契約。
平成31年2月4日

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

随意契約によることとした理由及び会計規程等の根
予定価格（円）
拠条文

平成31年2月28日

平成31年2月28日

東京都新宿区新宿2-8-8

契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
る。（少額随意契約）

契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
（不落随契）

現在利用中のネットワーク回線の更新のため、契約
の性質又は目的が競争を許さない。よって、会計規
程第39条第4項に依る随意契約とする。
システム運用保守業務であり、他業者に同業務を行
わせると安定的な稼働が担保されない。よって、契
約の性質又は目的が競争を許さないため、会計規
程第39条第4項に依る随意契約とする。
本調達は現在契約中のクラウド環境の利用契約で
あるため、会計規程第39条第4項による随意契約。

当該調達案件は、シーベースが構築したシステムの
保守業務であり、他社からの調達及び他社SEによる
保守ではシステムの安定的な稼働を確保することが
出来ない。よって、契約の性質又は目的が競争を許
さないため、会計規程第39条第4項による随意契約
とする。

本契約は移転建替整備事業に係る家具・什器の選
定・搬入・設置業務一式にかかる変更契約であり、
会計規程第39条第4項の「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。
契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
八洲薬品株式会 大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目７ （不落随契）
社
番１８号彩都バイオヒルズセンター
契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
京都府京都市南区上鳥羽大物町 （不落随契）
株式会社三笑堂
68番地
契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
京都府京都市南区上鳥羽大物町 （不落随契）
株式会社三笑堂
68番地
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備考

契約事務取扱細則第４２条に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等）
物品等又は役務の名称及び数量

経理責任者の氏名、名称
及び所在地

契約を締結した日

小動物用MRI装置移設作業請負
契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年2月28日

デジタルマイクロスコープ 1式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年2月28日

X線照射装置 1式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

全自動血球計数器 1式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

植込み型補助人工心臓システム
HVAD保守業務委託契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年2月28日

高感度高精度ﾅﾉﾌﾛｰLCｼｽﾃﾑｽ
ﾎﾟｯﾄ点検 一式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年3月1日

Ikus補助人工心臓駆動装置保守
4式 請負契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年3月9日

国立循環器病研究センター
DuraHeart左心補助人工心臓シス
理事長 小川 久雄
テム患者管理機器保守契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年3月9日

平成31年2月28日

平成31年2月28日

契約の相手方の
氏名

契約の相手方の住所

随意契約によることとした理由及び会計規程等の根
予定価格（円）
拠条文

本装置はブルカージャパン株式会社が製造販売を
行っており、品質・安全性確保の観点等から、移設を
伴う据付・調整作業、並びにそれらの作業に伴う物
品の販売についてはブルカージャパン株式会社の
ブルカージャパ 神奈川県横浜市神奈川区守屋町
みが実施可能である。よって、会計規程第39条第6
ン株式会社
3-9
項及び政府調達に関する協定等に係る物品等又は
特定役務の調達手続の特例を定める規程第11条第
1項第三号「技術的理由による競争の不存在」に該
当するため、随意契約とする。
契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
株式会社アズバ 大阪府大阪市北区天満３丁目５番 （不落随契）
イオ
８号
契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
株式会社アズバ 大阪府大阪市北区天満３丁目５番 （不落随契）
イオ
８号
契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
株式会社アズバ 大阪府大阪市北区天満３丁目５番 （不落随契）
イオ
８号
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
株式会社ホクシ 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6- の特殊機能等機器の専門性があり、製造者（納入者
経由）でないと対応できないため。会計規程第39条
ンメディカル
9神戸ファッションマート6階
第4項による随意契約。
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
株式会社アズバ 大阪府大阪市北区天満３丁目５番 の特殊機能等機器の専門性があり、製造者または
納入業者でないと対応できないため。会計規程第39
イオ
８号
条第4項による随意契約。
現在国内において当該保守を行っている者がカル
兵庫県神戸市中央区港島南町１ ディオ社１者のみであり、契約の性質又は目的が競
株式会社カル
丁目5-5 神戸バイオメディカル創 争を許さないため。
ディオ
造センター２階
会計規程第３９条第４項による随意契約
医療機器の修理、保守等については製品各社独自
の特殊機能等機器の専門性があり、製造者（納入者
株式会社ＭＭ
経由）でないと対応できないため。会計規程第39条
東京都文京区本郷3-4-6
コーポレーション
第4項による随意契約。

国立循環器病研究センター
人事・給与システム保守業務請負
理事長 小川 久雄
契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年3月14日

株式会社サン
ネット

広島県広島市中区袋町4-21

国立循環器病研究センター
人事・給与システム機能改修作業
理事長 小川 久雄
請負契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年3月14日

株式会社サン
ネット

広島県広島市中区袋町4-21

財務会計システム保守業務請負
契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年3月14日

神田通信機株式
東京都千代田区神田富山町24
会社

財務会計システム機能改修作業
請負契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年3月14日

神田通信機株式
東京都千代田区神田富山町24
会社

当センターにて稼働中の人事・給与システムの保守
業務であり、他社からの調達及び他社SEによる保守
ではシステムの安定的な稼働を確保することが出来
ないため、会計規程第39条第4項に依る随意契約と
する。
当センターにて稼働中の人事・給与システムの改修
作業であり、他社からの調達及び他社SEによる改修
ではシステムの安定的な稼働を確保することが出来
ないため、会計規程第39条第4項に依る随意契約と
する。
当センターにて稼働中の財務会計システムの保守
業務であり、他社からの調達及び他社SEによる保守
ではシステムの安定的な稼働を確保することが出来
ないため、会計規程第39条第4項に依る随意契約と
する。
当センターにて稼働中の財務会計システムの改修
作業であり、他社からの調達及び他社SEによる改修
ではシステムの安定的な稼働を確保することが出来
ないため、会計規程第39条第4項に依る随意契約と
する。
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契約金額（円） 契約率(%)

再就職
の役員
の数
（人）

－

55,317,600

－

－

－

9,689,760

－

－

－

4,847,040

－

－

－

2,095,200

－

－

－

6,350,400

－

－

－

1,298,052

－

－

－

28,944,000

－

－

－

7,776,000

－

－

－

3,888,000

－

－

－

2,160,000

－

－

－

1,684,800

－

－

－

6,388,200

－

－

備考

月額155,000円/名
（初月のみ予備バッテ
リー費として255,000円/
名）

月額216,000円/名

契約事務取扱細則第４２条に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等）
物品等又は役務の名称及び数量

経理責任者の氏名、名称
及び所在地

契約を締結した日

国立循環器病研究センター
SFC研究費管理システム機能改修
理事長 小川 久雄
作業請負契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年3月14日

構内ガス（新病院）

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年3月14日

滅菌・洗浄業務委託契約 第１回
変更契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

倫理審査申請システム及び動物
実験審査申請システムサーバー
維持管理業務請負契約 1式 請
負契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

Mascotクラスターシステム １式
レンタル契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

外科用X線撮影装置 一式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

国立循環器病研究センター
一分子シーケンサーシステム 一
理事長 小川 久雄
式
大阪府吹田市藤白台5-7-1

血液製剤 単価契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

放射性医薬品 単価契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

再就職
の役員
の数
（人）

－

－

144,004,878

－

－

－

13,754,880

－

－

－

1,944,000

－

－

－

2,890,080

－

－

－

6,239,700

－

－

－

1,596,672

－

－

－

1,495,800

－

－

－

40,996,800

－

－

－

49,258,800

－

－

－

12,901,680

－

－

平成31年3月20日

血液製剤は、各赤十字血液センターが唯一の販売
日本赤十字社近
大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目５ 店であり、契約の性質又は目的が競争を許さないた
畿ブロック血液
め。会計規程第39条第4項による随意契約。
番１７号
センター

－

578,215,476

－

－

平成31年3月20日

RI診断薬は、（公社）日本アイソトープ協会が唯一の
公益社団法人日
東京都文京区本駒込２丁目２８番 販売代理店であり、契約の性質又は目的が競争を
本アイソトープ協
許さないため。会計規程第39条第4項による随意契
４５号
会
約。

－

149,877,972

－

－

平成31年3月15日

平成31年3月18日

平成31年3月18日

平成31年3月18日

Spinning disk顕微鏡 一式

当センターにて稼働中の研究費管理システムの改
修作業であり、他社からの調達及び他社SEによる改
株式会社エスエ 新潟県新潟市中央区南出来島1 修ではシステムの安定的な稼働を確保することが出
フシー新潟
丁目10番21号
来ないため、会計規程第39条第4項に依る随意契約
とする。
新しい建物での契約でありバックアップ等のリスク負
大阪ガス株式会 大阪府大阪市中央区道修町3-5- 担があるため、会計規程第39条第4項による随意契
約。
社
11

契約金額（円） 契約率(%)

－

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

随意契約によることとした理由及び会計規程等の根
予定価格（円）
拠条文

3,834,000

平成31年3月18日

国立循環器病研究センター
ｽｰﾊﾟｰｴﾚｸﾄﾛﾎﾟﾚｰﾀｰ TypeⅡ 1台 理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

契約の相手方の住所

－

国立循環器病研究センター
実験台・流し台 一式 売買契約 第
理事長 小川 久雄
1回変更契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1

Spotfireライセンス 一式

契約の相手方の
氏名

平成31年3月19日

平成31年3月20日

平成31年3月20日

平成31年3月20日

原契約からの契約期間延長に伴う変更契約である
近畿エア・ウォー 大阪市中央区南船場2丁目12番8 ため、会計規程第39条第4項による随意契約。
ター株式会社
号
当センターにて運用中の倫理審査申請システム及
び動物実験審査申請システムの保守業務であり、他
株式会社ビッグ 東京都千代田区岩本町2丁目8番 社からの調達及び他社SEによる保守ではシステム
の安定的な稼働を確保することが出来ないため、会
バン
12号 MKビル9階
計規程第39条第4項に依る随意契約とする。
当該物品は、マトリックスサイエンス株式会社が直接
マトリックスサイ 東京都台東区東上野１丁目６番１ 販売を行っているため、会計規程第39条第4項に依
る随意契約。
エンス株式会社 ０号 ARTビル１F
本契約は移転建替整備事業に係る実験台・流し台
一式にかかる変更契約であり、会計規程第39条第4
項の「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。
契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
株式会社パーキ
東京都千代田区神田和泉町1-7- る。（少額随意契約）
ンエルマージャ
17 CTKﾋﾞﾙ5F
パン
株式会社ダルト 東京都中央区築地５丁目6-10浜
ン
離宮パークサイドプレイス

契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
宮野医療器株式 兵庫県神戸市中央区楠町5丁目4 る。（少額随意契約）
会社
番8号

株式会社ニコン
東京都港区港南２丁目１５番３号
インステック

契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
（不落随契）

契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
西村器械株式会 京都府京都市中京区河原町通夷 （不落随契）
社
川上ル指物町330番地
契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
京都府京都市左京区一乗寺西水 （不落随契）
和研薬株式会社
干町17番地
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備考

契約事務取扱細則第４２条に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等）
物品等又は役務の名称及び数量

経理責任者の氏名、名称
及び所在地

利用者管理システム保守業務請
負契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

国立循環器病研究センター
手術用ロボット手術ユニット（ダヴィ
理事長 小川 久雄
ンチ）売買契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1

補助循環流量測定装置 1式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

歯科ユニット、歯科用吸引器、壁
掛式薄型キャビネット、歯科技工 国立循環器病研究センター
用成型器
理事長 小川 久雄
重合用光照射器、歯科技工用トリ 大阪府吹田市藤白台5-7-1
マー、分離器

契約を締結した日

契約の相手方の
氏名

平成31年3月20日

当センターにて運用中の利用者管理システムの保
守業務であり、他社からの調達及び他社SEによる保
日本電気株式会 大阪府大阪市中央区城見1丁目4 守ではシステムの安定的な稼働を確保することが出
社 関西支社
番24号
来ないため、会計規程第39条第4項に依る随意契約
とする。

平成31年3月25日

NTTファイナンス
東京都港区港南1丁目2番70号
株式会社

平成31年3月26日

大阪府大阪市中央区内本町１丁
株式会社イワキ
目３番５号

契約の相手方の住所

平成31年3月26日

岩崎歯科器材株 大阪府豊中市曽根東町５丁目１６
式会社
番１４号

平成31年3月26日

オリンパスメディ
カルサイエンス 東京都新宿区西新宿3-20-2
販売株式会社

平成31年3月27日

株式会社カル
ディオ

平成31年3月27日

大研科学産業株
兵庫県加東市上滝野668
式会社

平成31年3月28日

株式会社ユニー 大阪府大阪市東淀川区西淡路１
クメディカル
丁目３番２６号

平成31年3月28日

キコーテック株
式会社

平成31年3月29日

セブンズ企画株
東京都品川区西大井5-25-7
式会社

平成31年3月29日

エム・シー・ヘル
東京都港区港南2-16-1
スケア株式会社

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年3月29日

近畿エア・ウォー 大阪府枚方市中宮大池2丁目10
ター株式会社
番1号

国立循環器病研究センター
バイオセンス CARTO 3システム保
理事長 小川 久雄
守業務 請負契約
大阪府吹田市藤白台5-7-1

平成31年3月29日

小西医療器株式 大阪府大阪市中央区内淡路町2
会社
丁目1番5号

FV1000制御装置 一式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

国立循環器病研究センター
EXCOR Ikus 補助人工心臓駆動装
理事長 小川 久雄
置 3式
大阪府吹田市藤白台5-7-1

X線光電子分析装置 一式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

国立循環器病研究センター
ﾕﾆｯﾄ型生体増幅器（ﾎﾟﾘｸﾞﾗﾌ装置）
理事長 小川 久雄
一式
大阪府吹田市藤白台5-7-1

サーマルサイクラー 一式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

低酸素発生装置 一式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

国立循環器病研究センター
放射線大型医療機器保守（延長） 理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1
アイノフロー供給装置 賃貸借契
約

兵庫県神戸市中央区港島南町1
丁目5番5号 神戸バイオメディカ
ル創造センター2階

随意契約によることとした理由及び会計規程等の根
予定価格（円）
拠条文

契約金額（円） 契約率(%)

再就職
の役員
の数
（人）

備考

－

1,998,000

－

－

本件は現在履行中であるリース契約の期間満了に
伴う買い取りであることから、会計規程第39条第4項
による随意契約とする。

－

310,622,040

－

－

当該装置は株式会社イワキが国内において直接販
売を行っているため、会計規程第39条第4項による
随意契約。

－

4,590,000

－

－

－

7,870,000

－

－

－

1,239,873

－

－

－

110,160,000

－

－

－

38,178,000

－

－

－

2,592,000

－

－

－

14,094,000

－

－

－

5,572,800

－

－

－

24,813,216

－

－

月額8,271,072円/名

－

117,137,664

－

－

単価：9,072円

－

1,404,000

－

－

契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
（不落随契）

契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
る。（少額随意契約）

国内における販売代理店が1社のみであることか
ら、会計規程第39条第4項による随意契約とする。

契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
（不落随契）

本契約品目は、株式会社ﾕﾆｰｸﾒﾃﾞｨｶﾙが日本国内
において直接販売を行っているため、会計規程第39
条第4項による随意契約。

契約事務取扱細則第31条第1項の規定による。
大阪府箕面市船場西3丁目10番3 （不落随契）
号
本契約品目は、セブンズ企画株式会社が日本国内
において直接販売を行っているため、会計規程第39
条第4項による随意契約。
原契約からの契約期間変更に伴う変更契約である
ため、会計規程第39条第4項による随意契約。

国内総代理店であるエア・ウォーター株式会社の、
近畿における唯一の販売代理店であるため。契約
の性質又は目的が競争を許さないため、会計規程
第３９条４項に依る随意契約とする。
当該機器の保守業務には、構造等製造者の独自性
があり、他の業者に保守を行わせると作動面・品質
面で安定的な稼働が保証されないため、製造者(納
入業者経由)でなければ対応できない。よって、会計
規程第39条第4項による随意契約とする。
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契約事務取扱細則第４２条に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等）
物品等又は役務の名称及び数量

経理責任者の氏名、名称
及び所在地

クロマトチャンバー 1式 売買契
約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

CO2・O2濃度測定装置 一式

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

病院機能評価に関する業務委託
契約

国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄
大阪府吹田市藤白台5-7-1

契約を締結した日

平成31年3月29日

契約の相手方の
氏名

契約の相手方の住所

随意契約によることとした理由及び会計規程等の根
予定価格（円）
拠条文

契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
る。（少額随意契約）
株式会社アーガ
大阪府池田市鉢塚2丁目5番26号
ス・サイエンス

平成31年3月29日

ホクユーメディッ 大阪府大阪市淀川区西中島６丁
クス株式会社
目８番８号花原第8ビル

平成31年3月31日

公益財団法人日
東京都千代田区神田三崎町1丁
本医療機能評価
目4番17号
機構

契約事務取扱細則第30条第1項第2号の規程によ
る。（少額随意契約）

日本医療機能評価機構が実施する病院機能評価へ
の申し込みであるため、契約相手方が限定される。
よって、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、会計規程第39条第4項による随意
契約。
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契約金額（円） 契約率(%)

再就職
の役員
の数
（人）

－

1,474,200

－

－

－

1,360,800

－

－

－

4,860,000

－

－

備考

