契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（物品

名称、場所、期間及び
種別

締結日

経理責任者の氏名、名称及び所在地

契約相手方の氏名及び住所

カーテンメンテナンス
株式会社トーカイ
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ 香川県高松市鶴市町２０２５番地３
付きリース契約（西病
2018/11/14 ンター 院長 木村 秀
棟）
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

随意契約によることとした理由及び会計 予定価
規定の根拠条文
格

契約に係る予定価格が少額であり、
会計規定第52条第5項に該当する為

電話交換機再リース契
約
血管連続撮影装置にか
かる修繕設備
アイコム
カード

独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
2018/11/30 ンター 院長 木村 秀
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

総価契
約

－

1,620,000

総価契
約

－

1,188,000

総価契
約

－

2,268,000

総価契
約

－

1,080,000

総価契
約

－

1,728,000

総価契
約

－

1,234,176

総価契
約

契約に係る予定価格が少額であり、
会計規定第52条第5項に該当する為

－

1,458,000

総価契
約

契約に係る予定価格が少額であり、
会計規定第52条第5項に該当する為

－

1,022,760

総価契
約

三菱電機システムサービス株式会社四 契約に係る予定価格が少額であり、
国支店
会計規定第52条第5項に該当する為
香川県高松市花園町１丁目９番３８号
和興通信工業株式会社
広島県呉市本通７丁目５番２５号

キャノンメディカルシステムズ株式会
社
徳島県徳島市東船場２丁目２１番地２
阿波銀住友生命ビル
無線ＬＡＮ
株式会社アルファネット
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ 大阪府大阪市福島区福島７－１５－２
2018/12/20 ンター 院長 木村 秀
６大阪ＹＭビル７Ｆ
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
2018/12/10 ンター 院長 木村 秀
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

1 / 4 ページ

備考

2,916,000

空調設備工事に伴う外
三菱電機システムサービス株式会社四 契約に係る予定価格が少額であり、
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ 国支店
来管理治療棟１階電気
会計規定第52条第5項に該当する為
2018/11/16 ンター 院長 木村 秀
工事（待ち合いホー
香川県高松市花園町１丁目９番３８号
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１
ル）
空調設備工事（外来管
三菱電機システムサービス株式会社四 契約に係る予定価格が少額であり、
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ 国支店
理治療棟２階・待ち合
会計規定第52条第5項に該当する為
2018/11/19 ンター 院長 木村 秀
いホールの北方・西方
香川県高松市花園町１丁目９番３８号
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１
通路向け）
空調設備工事（正面玄
三菱電機システムサービス株式会社四 契約に係る予定価格が少額であり、
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ 国支店
関ホール）
会計規定第52条第5項に該当する為
2018/11/26 ンター 院長 木村 秀
香川県高松市花園町１丁目９番３８号
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
2018/11/26 ンター 院長 木村 秀
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

再就職の
役員数
（人）

－

空調設備工事（外来管
三菱電機システムサービス株式会社四 契約に係る予定価格が少額であり、
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ 国支店
理治療棟１階・待ち合
会計規定第52条第5項に該当する為
ンター
院長
木村
秀
2018/11/15
いホール）
香川県高松市花園町１丁目９番３８号
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

空調設備工事（薬剤部
前の通路）

契約金額

費用対効果を検証の結果、システムの更
新ではなく現システムの継続としたこと
により、履行可能な業者が現行業者に限
られるため

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（物品

名称、場所、期間及び
種別

締結日

経理責任者の氏名、名称及び所在地

契約相手方の氏名及び住所

随意契約によることとした理由及び会計 予定価
規定の根拠条文
格

契約金額

再就職の
役員数
（人）

備考

空調設備工事（特殊診
三菱電機システムサービス株式会社四 契約に係る予定価格が少額であり、
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ 国支店
療棟１階・内視鏡室前
会計規定第52条第5項に該当する為
2018/12/27 ンター 院長 木村 秀
廊下）
香川県高松市花園町１丁目９番３８号
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

－

2,484,000

総価契
約

空調設備工事（外来管
三菱電機システムサービス株式会社四 契約に係る予定価格が少額であり、
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ 国支店
理治療棟１階・小児科
会計規定第52条第5項に該当する為
ンター
院長
木村
秀
2018/12/27
前廊下）
香川県高松市花園町１丁目９番３８号
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

－

2,052,000

総価契
約

空調設備工事（旧サー
三菱電機システムサービス株式会社四 契約に係る予定価格が少額であり、
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ 国支店
ビス棟１階・栄養指導
会計規定第52条第5項に該当する為
2018/12/28 ンター 院長 木村 秀
室）
香川県高松市花園町１丁目９番３８号
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

－

1,296,000

総価契
約

－

1,404,000

総価契
約

－

2,106,000

総価契
約

－

2,322,000

総価契
約

－

1,080,000

総価契
約

－

1,188,000

総価契
約

－

3,628,800

総価契
約

空調設備工事（旧サー
三菱電機システムサービス株式会社四 契約に係る予定価格が少額であり、
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ 国支店
ビス棟１階・イートイ
会計規定第52条第5項に該当する為
2018/12/28 ンター 院長 木村 秀
ンコーナー（旧食
香川県高松市花園町１丁目９番３８号
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１
堂））
空調設備工事（外来管
独立行政法人国立病院機構東徳島医 三菱電機システムサービス株式会社四 契約に係る予定価格が少額であり、
理治療棟１階・撮影室
国支店
療センター 院長 木村 秀
会計規定第52条第5項に該当する為
2018/12/28
前廊下）
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１ 香川県高松市花園町１丁目９番３８号
－１
空調設備工事（特殊診
独立行政法人国立病院機構東徳島医 三菱電機システムサービス株式会社四 契約に係る予定価格が少額であり、
療棟１階・外科外来診
国支店
療センター 院長 木村 秀
会計規定第52条第5項に該当する為
2018/12/28
察室前廊下）
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１ 香川県高松市花園町１丁目９番３８号
－１
電気工事（イートイン
三菱電機システムサービス株式会社四 契約に係る予定価格が少額であり、
独立行政法人国立病院機構東徳島医
コーナー、栄養指導
国支店
会計規定第52条第5項に該当する為
療センター 院長 木村 秀
室、内視鏡室前廊下、 2018/12/28
香川県高松市花園町１丁目９番３８号
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１
外科外来診察室前廊
－１
下）
散薬調剤台（集塵機付
株式会社大一器械
契約に係る予定価格が少額であり、
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
き）一式購入
徳島県徳島市川内町平石若宮340番地 会計規定第52条第5項に該当する為
2019/03/27 ンター 院長 木村 秀
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

院内ネットワーク運用
業務委託

独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
2019/03/28 ンター 院長 木村 秀
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

テック情報株式会社
当該業務を行える唯一の業者であり、他
徳島県板野郡板野町犬伏字東谷６番地 に対応できる業者がいない事から、会計
３３
規定第52条第4項に該当する為
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契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（物品

名称、場所、期間及び
種別
医療総合情報システム
元号対応業務委託

締結日

経理責任者の氏名、名称及び所在地

独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
2019/03/29 ンター 院長 木村 秀
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

契約相手方の氏名及び住所

JBCC株式会社
東京都大田区蒲田５－３７－１

随意契約によることとした理由及び会計 予定価
規定の根拠条文
格
当該業務を行える唯一の業者であり、他
に対応できる業者がいない事から、会計
規定第52条第4項に該当する為

契約金額

再就職の
役員数
（人）

備考

－

2,851,200

総価契
約

－

3,402,000

単価契
約

高松帝酸株式会社徳島営業所
当該業務を行える唯一の業者であり、他
徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓 に対応できる業者がいない事から、会計
規定第52条第4項に該当する為
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１ １８８－３

－

2,793,420

単価契
約

在宅酸素供給装置およ
日新器械株式会社
当該業務を行える唯一の業者であり、他
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
び人工呼吸療法用装置
徳島県徳島市応神町応神産業団地１２ に対応できる業者がいない事から、会計
2019/03/29 ンター 院長 木村 秀
賃貸借
規定第52条第4項に該当する為
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１ 番１

－

2,928,960

単価契
約

－

13,779,612

単価契
約

人工呼吸療法用装置賃
帝人在宅医療株式会社
当該業務を行える唯一の業者であり、他
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
貸借（オートセットＣ
東京都千代田区霞ヶ関３丁目２番１号 に対応できる業者がいない事から、会計
2019/03/29 ンター 院長 木村 秀
Ｓ）
規定第52条第4項に該当する為
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

－

1,452,168

単価契
約

人工呼吸療法用装置賃
帝人在宅医療株式会社
当該業務を行える唯一の業者であり、他
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
貸借（ＮＩＰネザー
東京都千代田区霞ヶ関３丁目２番１号 に対応できる業者がいない事から、会計
2019/03/29 ンター 院長 木村 秀
ル）
規定第52条第4項に該当する為
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

－

3,910,680

単価契
約

帝人在宅医療株式会社
当該業務を行える唯一の業者であり、他
東京都千代田区霞ヶ関３丁目２番１号 に対応できる業者がいない事から、会計
規定第52条第4項に該当する為
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

－

891,648

単価契
約

日本赤十字社中四国ブロック血液セン 当該業務を行える唯一の業者であり、他
ター
に対応できる業者がいない事から、会計
広島県広島市中区千代田２丁目５番５ 規定第52条第4項に該当する為
号

－

1,759,312

単価契
約

在宅酸素供給装置賃貸
借
人工呼吸療法用装置賃
貸借

在宅酸素供給装置賃貸
借

持続陽圧呼吸療法用装
置賃貸借
血液等の購入

独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
2019/03/29 ンター 院長 木村 秀
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

高松帝酸株式会社徳島営業所
当該業務を行える唯一の業者であり、他
徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓 に対応できる業者がいない事から、会計
１８８－３
規定第52条第4項に該当する為

独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ

2019/03/29 ンター 院長 木村 秀

独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
2019/03/29 ンター 院長 木村 秀
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

帝人在宅医療株式会社
当該業務を行える唯一の業者であり、他
東京都千代田区霞ヶ関３丁目２番１号 に対応できる業者がいない事から、会計
規定第52条第4項に該当する為

独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ

2019/03/29 ンター 院長 木村 秀

独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
2019/03/30 ンター 院長 木村 秀
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１
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契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（物品

名称、場所、期間及び
種別
重心病棟理髪業務委託

病理組織委託検査

天井カセット型エアコ
ン２方向
医療情報システム保守
変更契約

締結日

経理責任者の氏名、名称及び所在地

独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
2019/03/31 ンター 院長 木村 秀
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
2019/04/01 ンター 院長 木村 秀
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

契約相手方の氏名及び住所

随意契約によることとした理由及び会計 予定価
規定の根拠条文
格

ヘアーサロンかどた
当該業務を行える唯一の業者であり、他
徳島県板野郡板野町大寺字亀山西１５ に対応できる業者がいない事から、会計
２の７
規定第52条第4項に該当する為
国立大学法人徳島大学
徳島県徳島市新蔵町二丁目２４番地

当該業務を行える唯一の業者であり、他
に対応できる業者がいない事から、会計
規定第52条第4項に該当する為

三菱電機システムサービス株式会社中 契約に係る予定価格が少額であり、
四国支社
会計規定第52条第5項に該当する為
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１ 広島県広島市南区大洲４－３－２６
当該業務を行える唯一の業者であり、他
に対応できる業者がいない事から、会計
規定第52条第4項に該当する為

カーテンメンテナンス
独立行政法人国立病院機構東徳島医
付きリース契約（東病
療センター 院長 木村 秀
2019/08/01
棟レースカーテン）
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１
－１
カーテンメンテナンス
独立行政法人国立病院機構東徳島医
付きリース契約（西病
療センター 院長 木村 秀
2019/08/01
棟大部屋レースカーテ
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１
ン）
－１
コードファインダー接
独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
続対応
2019/08/29 ンター 院長 木村 秀

株式会社トーカイ
香川県高松市鶴市町２０２５番地３

契約に係る予定価格が少額であり、会計
規定第５２条第５項に該当する為

株式会社トーカイ
香川県高松市鶴市町２０２５番地３

契約に係る予定価格が少額であり、会計
規定第５２条第５項に該当する為

夜間医事業務派遣

独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
2019/09/20 ンター 院長 木村 秀
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

株式会社ソラスト
システム変更による混乱を避けるた
東京都港区港南１丁目７版１８号 A- め
PLACE品川東６Ｆ
現行業者との契約を延長した事か

独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
2019/09/30 ンター 院長 木村 秀
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

株式会社ソラスト
システム変更による混乱を避けるた
東京都港区港南１丁目７版１８号 A- め
PLACE品川東６Ｆ
現行業者との契約を延長した事か

独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
2019/10/01 ンター 院長 木村 秀
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

シーメンスヘルスケア株式会社四国営 当該業務を行える唯一の業者であ
業所
り、他に対応できる業者がいない事
香川県高松市伏石町２０８６番地２
から、会計規定第５２条第４項に該

独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ
2019/03/29 ンター 院長 木村 秀
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

株式会社医療情報システム
当該業務を行える唯一の業者であ
大阪府大阪市中央区平野町１－４－８ り、他に対応できる業者がいない事
から、会計規定第５２条第４項に該
徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１ ＪＩＳビル

画像保存配信システム
関連周辺機器保守

再就職の
役員数
（人）

備考

－

2,228,800

単価契
約

－

7,769,844

単価契
約

－

1,080,000

総価契
約

－

2,920,110

総価契
約

－

2,875,392

総価契
約

－

1,089,504

総価契
約

－

1,555,200

総価契
約

－

2,895,750

総価契
約

－

29,905,000

総価契
約

－

3,300,000

総価契
約

独立行政法人国立病院機構東徳島医療セ

2019/05/14 ンター 院長 木村 秀

JBCC株式会社
東京都大田区蒲田５－３７－１

医事業務委託

契約金額

当する為

ら、

ら、

当する為
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