
別紙様式第１１

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
及び住所地

随意契約を
締結した日
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随意契約に
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随意契約によることとした理由
その他必要な
事項（備考）

病院医療情報システム保守
伊勢赤十字病院　事務部　資材課

三重県伊勢市船江1丁目471番2
平成31年4月1日

日本電気株式会社　東海支社

愛知県名古屋市中区錦1-17-1
3,940,056円/月

日本電気社製の医療情報システムであり、製造販売元
以外の他社でプログラムを改修することは技術的に無
理であることから、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」を適
用して随意契約を締結したものである。

「消防設備・防火設備法定点検業務」に係る
管理委託契約更新

伊勢赤十字病院　事務部　施設課

三重県伊勢市船江1丁目471番2
平成31年4月1日

株式会社アサヒファシリティズ

愛知県名古屋市中区錦2丁目2番13号
7,600,000円/年

改めて「防火設備定期検査」の業務を委託するにあた
り、以前より、当該業者は当院と「消防設備法定点検」
に係る管理委託契約を締結しており、重複する点検箇
所が多数あることから、併せて実施することで、点検日
数の低減、それに伴う各所への立ち入り回数の削減が
図れるため、日本赤十字社会計規則第３６条第２項「競
争に付することが不利と認められる場合」を適用して随
意契約を締結したものである。

GE社製放射線機器保守契約更新
伊勢赤十字病院　事務部　資材課

三重県伊勢市船江1丁目471番2
平成31年4月1日

GEヘルスケア・ジャパン株式会社
三重営業所

三重県津市桜橋2-179

14,561,640円/月

ＧＥ社製の放射線機器を製造販売元以外の他者で保守
管理することは技術的に無理であることから、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」を適用して随意契約を締結したも
のである。

一般病床用ベッド　30台
（パラマウントベッド社製　電動リモートコントロールベッ
ド　KA-75120A）

伊勢赤十字病院　事務部　資材課

三重県伊勢市船江1丁目471番2
令和元年5月27日

ワタキューセイモア株式会社　三重営
業所

三重県伊勢市通町500

7,166,880円

当該業者は当院で稼働しているパラマウント社製一般
病床用ベッドの納入業者であり、且つ中央材料室滅菌
業務・洗濯リネン業務を委託している業者でもある。病
棟ベッドに不具合が発生した場合には、当該業者の常
駐職員が迅速に病棟に出向き、初期対応を行っている
実績があり、今後も障害発生時にはパラマウント社と連
携し、修理対応等迅速に対応することが思料されること
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」を適用して随意契
約を締結したものである。
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訪問看護ステーション業務支援システム
伊勢赤十字病院　事務部　資材課

三重県伊勢市船江1丁目471番2
令和元年6月28日

株式会社アイ・シー・エス

三重県伊勢市竹ヶ鼻町100
1,328,400円/4台

予定価格が１６０万円をこえない財産であるため（日本
赤十字社会計規則施行細則第３５条第２項）

伊勢赤十字老人保健施設「虹の苑」
ナースコールシステム

伊勢赤十字病院　事務部　資材課

三重県伊勢市船江1丁目471番2
令和元年7月9日

神田通信機株式会社

愛知県名古屋市千種区内山３-１０-１
７

9,990,000円

電話交換機とナースコールシステムを連動させること及
び病院本体のナースコールと同様のメーカー製品を使
用することによる保守等のメリットを考慮し、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」を適用して随意契約を締結したもの
である。

ＣＭＯＳビデオリノラリンゴスコープ　モニター付
（鼻咽喉ファイバースコープ）

伊勢赤十字病院　事務部　資材課

三重県伊勢市船江1丁目471番2
令和元年8月26日

株式会社中辻大誠堂

三重県伊勢市小木町478番地１
1,598,400円

予定価格が１６０万円をこえない財産であるため（日本
赤十字社会計規則施行細則第３５条第２項）

防災盤ＣＲＴ装置交換作業
伊勢赤十字病院　事務部　施設課

三重県伊勢市船江1丁目471番2
令和元年9月6日

株式会社アサヒファシリティズ

愛知県名古屋市中区錦2丁目2番13号
1,392,000円

予定価格が２５０万円をこえない工事であるため（日本
赤十字社会計規則施行細則第３５条第１項）

中央監視装置、節電プログラム追加作業
伊勢赤十字病院　事務部　施設課

三重県伊勢市船江1丁目471番2
令和元年9月6日

株式会社アサヒファシリティズ

愛知県名古屋市中区錦2丁目2番13号
1,188,000円

予定価格が２５０万円をこえない工事であるため（日本
赤十字社会計規則施行細則第３５条第１項）
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伊勢赤十字老人保健施設「虹の苑」
エレベーター（3号機）消耗部品交換修繕

伊勢赤十字病院老人保健施設
「虹の苑」管理課

三重県伊勢市御薗町高向775-1

令和元年10月10日

三菱電機ビルテクノサービス株式会社
中部支社津営業所

三重県津市羽所町375番地

1,339,800円
予定価格が２５０万円をこえない工事であるため（日本
赤十字社会計規則施行細則第３５条第１項）

看護師募集案内パンフレット
伊勢赤十字病院　事務部　企画課

伊勢市船江１丁目471番２
令和元年11月１日

株式会社アド・ビジョン

三重県津市一身田中野63‐１
2,035,000円

予定価格が２５０万円をこえない製造であるため（日本
赤十字社会計規則施行細則第３５条（１））

眼科用コンステレーション
ビジョンシステムＬＸＴ（日本アルコン社製） 保守契約

伊勢赤十字病院　事務部　資材課

伊勢市船江1丁目471番2
令和元年１１月２２日

有限会社メイケア

松阪市大黒田町857
2,277,000円

有限会社メイケアは当該機器の納入業者であり、日本
アルコン社の販売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」を適用して随意契約を締結したものであ
る。

当院への交通アクセス向上のための屋外広告物設置
業務

伊勢赤十字病院　事務部　企画課

伊勢市船江1丁目471番2
令和元年11月26日

株式会社　アーリー・バード

三重県伊勢市一色町1500-4

2,412,000円
(税込)

3年分一括払い

今回の屋外広告の設置は当院への交通アクセス向上
を目的としており、設置場所、設置場所における交通
量、広告物の視認性及びインパクトなどについての専門
知識が必要となります。また地主との交渉、各種申請及
び設置後の屋外広告物維持管理など業務が多岐に亘
るものであり、当院の位置する地域において本業務の
成果を的確、迅速に提供できるのは、上記業務を一括
で依頼でき、更に経営コンサルティング、販売促進コン
サルティングの他、マーケティングコンサルティングに実
績を有する同社のみであることから、業務契約の性質
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）

アルム社「Join」用ゲートウェイサーバ　一式
伊勢赤十字病院　 事務部　資材課

伊勢市船江1丁目471番2
令和元年12月20日

GEヘルスケア・ジャパン株式会社
三重営業所

三重県津市桜橋2-179

2,942,720円

アルム社製「Ｊｏｉｎ」はPACS（医療用画像管理システム）
と連携し使用する医療関係者間コミュニケーションアプ
リである。契約業者は当院で稼働しているPACSのシス
テムベンダであり、Join使用時、放射線画像の転送等に
不具合が生じた際、アルム社と連携し、アプリソフト側・
PACS側に切り分け、復旧に向けての迅速な対応が思
料されるため、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」を適用して
随意契約を締結したものである。
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全身麻酔装置　5式
伊勢赤十字病院　 事務部　資材課

伊勢市船江1丁目471番2
令和2年2月4日

GEヘルスケア・ジャパン株式会社
三重営業所

三重県津市桜橋2-179

23,732,500円
メーカー直接販売の装置のため、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」を適用して随意契約を締結したものである。

全身麻酔装置にかかる既存システムとの接続費
伊勢赤十字病院　 事務部　資材課

伊勢市船江1丁目471番2
令和2年2月4日

株式会社エヌケーティー

三重県伊勢市御薗町長屋2062番地2
2,997,500円

契約業者は既存の手術・生体情報システムの納入業者
で、システムの仕様を熟知しており、システムベンダと連
携し迅速な対応を担うことが可能であることから、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」を適用して随意契約を締結した
ものである。

統合型無停電電源装置（UPS)にかかる保守契約
伊勢赤十字病院　 事務部　資材課

伊勢市船江1丁目471番2
令和2年3月1日

株式会社きんでん　中部支社

名古屋市中村区名駅1丁目1番4号
1,560,000円/年

当該業者は統合型無停電装置の設置業者であると共
に、医療情報等ネットワークシステムの施工及び保守業
務を委託している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「契約の性質又は目的が競争を許
さない場合」を適用して随意契約を締結したものであ
る。

ピッキングサポートシステム
Ｈｐ-ＰＯＲＩＭＳ

伊勢赤十字病院　事務部　資材課

伊勢市船江1丁目471番2
令和2年3月18日

株式会社八神製作所

伊勢市神久二丁目1番28号
1,595,000円

予定価格が１６０万円をこえない財産であるため（日本
赤十字社会計規則施行細則第３５条第２項）

一般廃棄物収集運搬・処理業務委託
伊勢赤十字病院　事務部　施設課

伊勢市船江１丁目４７１番２
令和2年3月31日

株式会社　司

三重県松阪市五主町1313番地
11,668,200円

当院の一般廃棄物排出量を勘案し、伊勢広域環境組合
への搬入許可を有するものであり、応分の回収頻度に
対応可能な事業規模、回収車両を保有している業者を
選定する必要があることから、当院の「入札参加資格」
を有しており、提出資料により事業規模、内容が確認で
きる業者から選定することとし、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」を適用して随意契約を締結したものである。
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GE社製放射線機器保守契約更新
伊勢赤十字病院　事務部　資材課

伊勢市船江１丁目４７１番２
令和2年3月31日

GEヘルスケア・ジャパン㈱　三重営業
所

津市桜橋２－１７９

196,996,800円/年

ＧＥ社製の放射線機器を製造販売元以外の他者で保守
管理することは技術的に無理であることから、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」を適用して随意契約を締結したもの
である。

備考

（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）必要であるときは、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。


