
４月～９月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

1 病院管理課
沼津市立病院経営改善支援業務委
託契約

令和3年4月1日
株式会社日本経営
大阪府豊中市寺内２丁目１３番３号

6,952,000

当院が平成30年11月から導入している「病院分析システムＬｉｂｒａ」を活用して、経営改善施策等の協議をしていくこと
が有用であること、また、当該分析システムの運用結果と連携して効果的な経営改善支援業務を行えるのは株式会
社日本経営のみであるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

2 病院管理課 病院ダッシュボードＸ賃貸借契約 令和3年4月1日

株式会社グローバルヘルスコンサル
ティング・ジャパン
東京都新宿区新宿６丁目27番30号
新宿イーストサイドスクエア

1,980,000

本システムは、「DPC指標」などについて、ベンチマークデータを用い、経営改善に資する情報を提供する分析ツール
であるが、当該データを抽出できる唯一のシステムであり、かつ多角的な経営分析を行うためには必須のデータ分析
が可能なシステムである。過年度に実施した収入確保及び経費削減策については、今年度においても当然に継続し
ていく必要があることから、引き続き「病院ダッシュボード」を使用することが望ましいため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

3 病院管理課 ナーシング・スキル日本語版 令和3年4月1日
ELSEVIER B.V
Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam,
The Netherlands

1,365,650

「ナーシングスキル」とは、「動画解説付きの看護手順」であり、紙ベースで保管している看護手順を、インターネットに
よる動画、及びe-ラーニング付きの看護手順に変更することで、教育環境の充実、院内の手順の標準化と手順更新
時の作業の軽減に活用することができ、看護師の採用と定着に役立てられることをはじめ、医療の質と患者満足度の
向上につながるものであることから、当院では平成29年度に本製品を導入している。
看護部の教育環境を更に充実させていくには、院内の看護手順の標準化及び手順更新時の軽減が必須となることか
ら、インターネットによる動画及びe－ラーニング付きの手順による教育を継続していくことが必要である。
発注については、平成29年度に導入した製品による教育メニューをベースとし、質の高い看護教育の実現に向けて
継続して取り組んでいく必要があることから、既にマニュアルや動画登録によりデータ蓄積のあるシステムを、継続性
をもって運用できるのは、エルゼビア・ジャパン株式会社の「ナーシングスキル」のみである。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

4 病院管理課 病院分析システムLibra賃貸借契約 令和3年4月1日
株式会社日本経営
大阪府豊中市寺内２丁目１３番３号

1,320,000

医療・経営情報の分析、調査及び研究を適確に実施するためには、他院との比較を行う「ベンチマーク機能」のほ
か、診療報酬を確保する上で重要な「重症度、医療・看護必要度」のチェック、診療報酬の算定支援など、収入の増加
や費用の削減に資する様々な情報が必要であり、これら情報を駆使することにより、健全な病院経営に努めていくこ
とが必要であるが、「病院分析システムＬｉｂｒａ」はこれらの高度かつ専門的な機能を有する唯一の分析システムであ
るため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

5 病院管理課 病院賠償責任保険契約 令和3年4月30日

公益社団法人　全国自治体病院協議
会
東京都千代田区平河町2丁目7番5号
砂防会館　本館7F

18,123,984

公）全国自治体病院協議会の信頼性の高さや医療に対するノウハウを鑑みて、昭和48年から継続して加入している
ため、協議会は当院の現在までの医療事故に関する訴訟や賠償責任等についても熟知していることから引続き契約
をすることが望ましい。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

6 病院管理課
沼津市立病院医師労働時間短縮計
画策定支援業務委託

令和3年6月1日
ハイズ株式会社　代表取締役社長　裵
英朱
東京都中央区日本橋久松町６－９

6,516,400

短期間に医師の労働環境に係る現状分析から労働時間短縮のための効果的な取組の提案が必要となるとともに、
医師の働き方改革についての動向の熟知及び労働環境法制全般にかかる、とかく医業分野に特化した労働環境整
備についての高度かつ専門的な知見が必要となるため、その業務レベルの確保を図る必要がある。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

7 病院管理課 院内保育所運営業務委託 令和3年4月1日
社会福祉法人　青空
沼津市小諏訪15番地の1

（月額定額
2,700,000円）
+夜間保育料実
績払い
１夜53,600円）
×消費税

当院では、平成20年４月の院内保育所開所に向けて院内保育所運営事業選定委員会を立ち上げ、平成19年度にプ
ロポーザル方式により事業者を公募した。その結果、社会福祉法人青空を事業者として決定し、この者が現在に至る
まで院内保育所の運営を行ってきた。
また、当院院内保育所の定員36人程度の規模で受け入れが可能であり、かつ夜間保育を行える者は、沼津市内の
保育所及び認定こども園の運営事業者のうち、社会福祉法人青空以外にないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

令和３年度　随意契約一覧表



№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

8 医事課
総合医療情報システム保守業務委
託（上期）

令和3年4月1日
株式会社ＳＢＳ情報システム
静岡市駿河区登呂3丁目1番1号

28,230,180

・総合医療情報システムのソフトウェアのプログラム仕様や設定ファイルの情報は、一般には公開しておらず、開発者
のみが知る情報であり、他者への技術供与を認めていない。

・当システムの長期停止は、病院の根幹業務である診療の停止につながるものであり、24時間365日の保守体制が
必要である。各システムの連携は、電子カルテシステムを中心として、構築されており、他者への技術供与を認めて
いないため、保守業務に対応が可能であるのは、開発者のみである。

・各種関連システムにおいて、仕様変更やバージョンアップがあった場合は、常に最適な仕様にてデータ連携を担保
する必要があり、相互調整を行い、プログラム変更できるものは、開発者のみである。

・医事会計関連システムの計算プログラムについて、カスタマイズしているコード内容に対し、正確な電算業務を行う
プログラムを調整することができるのは、開発者のみである。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

9 医事課
病院ネットワークシステム保守業務
委託（上期）

令和3年4月1日
株式会社ＳＢＳ情報システム
静岡市駿河区登呂3丁目1番1号

9,431,482
ネットワーク機器の構造は、一般には公開しておらず、製品供給者のみが知る情報であり、他者への技術供与を認
めていないことから、設計構築業者以外では保守対応を行うことができない。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

10 医事課
総合医療情報システム運用サポー
ト業務委託

令和3年4月1日
株式会社ＳＢＳ情報システム
静岡市駿河区登呂3丁目1番1号

5,280,000

当院で導入・運用している電子カルテシステム等のシステム運用サポート業務であり、現在稼働している電子カルテ
システムは、パッケージではなく病院の要望を直接反映させたオーダーメイドで構築されているため、開発業者以外で
は対応を行うことができない。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

11 病院施設課 在宅酸素供給装置 令和3年4月1日
 
帝人ヘルスケア㈱
東京都千代田区霞が関3丁目2番1号

 32,389,280

・沼津市に営業所があり、災害用ボンベを２００本以上装備していること
・営業所に専任技術者３名以上、看護師等の在宅酸素専門担当者がいること
・２４時間全日フォローアップ体制があり、社員が直接対応すること
・夜間休日の緊急時対応が迅速にできること（一次・二次体制の整備）
・各担当者が、原則的に各担当エリア内あるいはその近隣に居住していること
・患者の履歴管理が一括管理されており、全ての営業所で対応できること
・「災害時チェックシート」「地震災害対策マニュアル」「風水害対策マニュアル」　「雪害等対策マニュアル」「大規模停
電対策マニュアル」等が整備されていること
以上の要件をすべて満たす業者は、登録業者中において帝人ヘルスケア（株）しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

12 病院施設課
在宅酸素療法用装置（小児用）
（液化酸素ｼｽﾃﾑ ﾍﾘｵｽ）

令和3年4月1日
 ㈱トモノ商会
静岡県静岡市葵区瀬名7丁目29番20
号

 1,724,800
小児用人工呼吸器を取り扱っている業者は、沼津市の登録業者中で、本医療器械のメーカーの代理店である（株）ト
モノ商会しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

13 病院施設課
在宅人工呼吸器（外来）マスク3台、
気管切開3台

令和3年4月1日
 ㈱いわしや錦織医科器械
静岡県田方郡函南町仁田120番地の3

 2,503,600

本装置は、機械的呼吸（強制的）を行うための装置で、患者の病状等により機器を選定しており、沼津市の登録業者
中で静岡県東部地域において賃貸借ができ、装置の仕様に精通している業者は、（フィリップス・レスピロニクス社）の
メーカー総代理店である(株) いわしや錦織医科器械しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

14 病院施設課
人工呼吸器（IMI：Aveaｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｾｯﾄ
他）

令和3年4月1日
 協和医科器械㈱沼津支店
静岡県沼津市大岡3995番地の1

 1,148,004
緊急時等において迅速に対応できることが最優先であり、県東部地域において当院が主流で運用している人工呼吸
器メーカーの代理店は協和医科器械㈱沼津支店しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】
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15 病院施設課
持続陽圧呼吸療法装置（ｽﾘｰﾌﾟﾒｲﾄ
10Auto）

令和3年4月1日
 
帝人ヘルスケア㈱
東京都千代田区霞が関3丁目2番1号

 1,709,400

・沼津市に営業所があり、災害用ボンベを２００本以上装備していること
・営業所に専任技術者３名以上、看護師等の在宅酸素専門担当者がいること
・２４時間全日フォローアップ体制があり、社員が直接対応すること
・夜間休日の緊急時対応が迅速にできること（一次・二次体制の整備）
・各担当者が、原則的に各担当エリア内あるいはその近隣に居住していること
・患者の履歴管理が一括管理されており、全ての営業所で対応できること
・「災害時チェックシート」「地震災害対策マニュアル」「風水害対策マニュアル」　「雪害等対策マニュアル」「大規模停
電対策マニュアル」等が整備されていること
以上の要件をすべて満たす業者は、登録業者中において帝人ヘルスケア（株）しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

16 病院施設課
従圧式陽圧人工呼吸器（NIPﾈｰｻﾞ
ﾙ）

令和3年4月1日
 
帝人ヘルスケア㈱
東京都千代田区霞が関3丁目2番1号

 6,419,600

・沼津市に営業所があり、災害用ボンベを２００本以上装備していること
・営業所に専任技術者３名以上、看護師等の在宅酸素専門担当者がいること
・２４時間全日フォローアップ体制があり、社員が直接対応すること
・夜間休日の緊急時対応が迅速にできること（一次・二次体制の整備）
・各担当者が、原則的に各担当エリア内あるいはその近隣に居住していること
・患者の履歴管理が一括管理されており、全ての営業所で対応できること
・「災害時チェックシート」「地震災害対策マニュアル」「風水害対策マニュアル」　「雪害等対策マニュアル」「大規模停
電対策マニュアル」等が整備されていること
以上の要件をすべて満たす業者は、登録業者中において帝人ヘルスケア（株）しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

17 病院施設課
従圧式陽圧人工呼吸器（ｵｰﾄｾｯﾄ
CS）

令和3年4月1日
 
帝人ヘルスケア㈱
東京都千代田区霞が関3丁目2番1号

 1,674,200

・沼津市に営業所があり、災害用ボンベを２００本以上装備していること
・営業所に専任技術者３名以上、看護師等の在宅酸素専門担当者がいること
・２４時間全日フォローアップ体制があり、社員が直接対応すること
・夜間休日の緊急時対応が迅速にできること（一次・二次体制の整備）
・各担当者が、原則的に各担当エリア内あるいはその近隣に居住していること
・患者の履歴管理が一括管理されており、全ての営業所で対応できること
・「災害時チェックシート」「地震災害対策マニュアル」「風水害対策マニュアル」　「雪害等対策マニュアル」「大規模停
電対策マニュアル」等が整備されていること
以上の要件をすべて満たす業者は、登録業者中において帝人ヘルスケア（株）しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

18 病院施設課 整形外科手術器械 令和3年4月1日
 東西医用器㈱沼津営業所
静岡県沼津市柳町4番6号

 10,876,448

・整形外科手術で使用する医療器械の各種メーカーを一括して取り扱うことができること
・使用器具に関する専門的知識を有していること
・手術時の立会い業務を併せて実施できること
・診療に当たる医局からの最優先の要望である緊急時等において迅速に対応できること
上記の要望をすべて網羅している業者は沼津市の登録業者のうち静岡県東部地域において東西医用器(株)沼津営
業所しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

19 病院施設課 超音波骨折治療器（ｱｸｾﾗｽ） 令和3年4月1日
 東西医用器㈱沼津営業所
静岡県沼津市柳町4番6号

 3,316,500

・難治性骨折及び新鮮骨折（開放骨折・粉砕骨折）で診療報酬請求が可能であること
・２プローブ設計で的確かつ効率的な使用が可能であること
・選択による２段階出力で適用に応じた照射の使い分けが可能であること
なお、緊急時等において迅速に対応できることが最優先であり、沼津市の登録業者で静岡県東部地域において賃貸
借できる業者は、東西医用器（株）沼津営業所しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

20 病院施設課
連続心拍出量測定装置（ヘモスフィ
ア）

令和3年4月1日
 協和医科器械㈱沼津支店
静岡県沼津市大岡3995番地の1

 1,188,000

・緊急時等において迅速に対応できること
・機器の仕様に精通していること
以上の要件をすべて満たす業者は沼津市の登録業者で静岡県東部地域において賃貸借できる業者は、メーカーの
代理店である協和医科器械（株）沼津支店しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】
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21 病院施設課 心腔内３Dﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ（ｶﾙﾄ3） 令和3年4月1日
 ㈱APEX静岡営業所
静岡県静岡市駿河区豊田一丁目9番
37号

 1,320,000

・緊急時に２４時間対応できること
・診療に支障来たさないこと
・迅速に対応できること
当院は、救命救急センターを有する３次救命病院であるため、上記の要望をすべて満たし沼津市の登録業者のうち、
賃貸借できる業者は、メーカーの代理店である（株）ＡＰＥＸ静岡営業所しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

22 病院施設課 手動式除細動器（SHOCK AT）他 令和3年4月1日
 ㈱APEX静岡営業所
静岡県静岡市駿河区豊田一丁目9番
37号

 2,893,000

・緊急時に２４時間対応できること
・診療に支障来たさないこと
・迅速に対応できること
当院は、救命救急センターを有する３次救命病院であるため、上記の要望をすべて満たし沼津市の登録業者のうち、
賃貸借できる業者は、メーカーの代理店である（株）ＡＰＥＸ静岡営業所しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

23 病院施設課
冷凍アブレーションカテーテルシス
テム
（CryoConsole）

令和3年4月1日
 ㈱APEX静岡営業所
静岡県静岡市駿河区豊田一丁目9番
37号

 2,508,000
緊急に対応可能であり、沼津市の登録業者の中で県東部地区に事業所があり、本医療器械のメーカーの代理店で
ある業者は、株式会社ＡＰＥＸしかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

24 病院施設課
 ３次元術前計画ソフトウェア
（ZedHip他）
ライセンス更新手数料

令和3年4月1日
 東西医用器㈱沼津営業所
静岡県沼津市柳町4番6号

 1,320,000

・迅速に対応できること
・新しいインプラントデータ更新に対応できること
・機器の仕様に精通していること
・整形手術内容を熟知していること
上記の要件をすべて満たし、沼津市の登録業者の中で県東部地区に事業所があり、本医療器械のメーカーの代理
店は東西医用器株式会社沼津営業所しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

25 病院施設課 人工呼吸器（ＶＥＬＡ） 令和3年4月1日
 協和医科器械㈱沼津支店
静岡県沼津市大岡3995番地の1

 1,302,400
緊急時等において迅速に対応できることが最優先であり、県東部地域において当院が主流で運用している人工呼吸
器メーカーの代理店は協和医科器械㈱沼津支店しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

26 病院施設課 臨床検査業務 令和3年4月1日
㈱ビー・エム・エル沼津営業所
沼津市大岡517番地の4

33,000,000
同じ検体による検査を実施したとしても臨床検査を実施する業者によって、その数値に若干の差異が生じることは想
定され、長年にわたり当院で経過観察を行っている患者等の検査数値に影響する恐れがあるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

27 病院施設課 放射線施設の放射線測定業務 令和3年4月1日
㈱日本環境調査研究所
東京都新宿区西新宿６丁目24番1号
西新宿三井ビル10階

       2,175,800
登録業者の中で、放射線測定と放射線設備保守を実施できる唯一の業者であるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

28 病院施設課 中央材料室業務 令和3年4月1日
㈱ダスキンヘルスケア
東京都港区芝１丁目6番10号

      39,600,000

・清潔、不潔、感染、洗浄、滅菌など病院の基礎知識を持ち、一定の評価基準を満たす作業員を有する
・隔月で病院と話し合いを持ち業務の妥当性と改善点を図るマネージメントサービスができる
・毎月1回指導者が品質向上の教育をすることができる
登録業者の中で以上の要件を全て満たす唯一の業者のため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

29 病院施設課 放射線個人線量測定業務 令和3年4月1日
㈱千代田テクノル
東京都文京区湯島１丁目7番12号

       1,200,000
登録業者の中で放射線被ばく線量測定検査を実施できる唯一の業者であるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】



№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

30 病院施設課
上期クリーンエリア特殊清掃・ワック
ス業務

令和3年8月10日
㈱ダスキンヘルスケア
東京都港区芝１丁目6番10号

1,804,000

・清潔、不潔など病院の基礎知識を持ち、一定の評価基準を満たす作業員を有する
・クリーンエリアに関する基礎知識を有する
・作業時、責任者として施設の清掃に関し担当の知識及び経験を有するものを配置することができる
・感染の予防に関する知識を有する
・医療関連サービスマーク認定を受け、省令で定める基準に適合していること
登録業者の中で以上の要件を全て満たす唯一の業者であるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

31 病院施設課 放射線機器包括保守点検業務 令和3年4月1日
エム・シー・ヘルスケア㈱
東京都港区港南2丁目16番1号　品川
イーストワンタワー12階

      83,150,100
登録業者の中で放射線関連医療機器の包活保守業務を実施している唯一の業者であるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

32 病院施設課
放射線画像システム
（SYNAPSE等）保守点検業務

令和3年4月1日
富士フイルムメディカル㈱南関東支社
横浜市港北区新横浜2丁目8番11号

      17,793,600
登録業者の中で当装置の保守点検業務を行える唯一の業者であるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

33 病院施設課 物品管理システム（ＳＰＤ）業務 令和3年4月1日
㈱エヌエイチエス静岡　静岡東部サプ
ライセンター
富士市江尾128番地の1

      44,246,400

複数年にわたり業務を請負っていることにより、受託者と診療材料に係る各メーカーとの価格交渉の結果が納入価に
反映されており、材料費の削減につながっていることから、令和元年度に同業務を実施した業者と引き続き契約を締
結することが合理的であるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

34 病院施設課
生体情報モニタ
（Intelli Vue）保守点検業務

令和3年4月1日

㈱フィリップス・ジャパン　ヘルスシステ
ムズ事業部
東京都港区港南2丁目13番37号　フィ
リップスビル

       2,310,000
当該医療機器の製造・販売業者であり、保守点検業務において生じる交換部品等の調達や修繕を正確かつ迅速に
対応対応可能な登録業者の中で唯一の業者であるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

35 病院施設課

血液学検査システム
（血球計数装置 Dx800:２台
・血液塗沫標本作製装置 DxH SMS:
１台）保守点検業務

令和3年4月1日
㈱八神製作所　三島営業所
三島市西若町5番37号

       1,870,000
当該医療機器の製造業者の代理店であり、保守点検業務において生じる交換部品等の調達や修繕を正確かつ迅速
に対応可能な登録業者の中で唯一の業者であるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

36 病院施設課 臨床検査システム保守業務 令和3年4月1日
協和医科器械㈱沼津支店
沼津市大岡3995番地の1

       5,214,000
当該システムの製造業者の代理店であり、当該システムは検査部門のみならず各診療科に与える影響から、緊急時
等において迅速に対応可能な登録業者の中で唯一の業者であるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

37 病院施設課
過酸化水素滅菌装置
（V-pro maX）保守点検業務

令和3年4月1日
㈱八神製作所　三島営業所
三島市西若町5番37号

       1,075,800
当該医療機器の製造業者の代理店であり、保守点検業務において生じる交換部品等の調達や修繕を正確かつ迅速
に対応可能な登録業者の中で唯一の業者であるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

38 病院施設課
手術支援ロボットシステム（ダヴィン
チＸサージカルシステム）保守点検
業務

令和3年4月1日
インテュイティブサージカル(同)
東京都港区赤坂1丁目12番32号　アー
ク森ビル

      11,220,000
手術支援ロボットシステム（da Vinci Ｘ サージカルシステム）の国内唯一の保守提供業者のため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

39 病院施設課 アドバイザリー業務 令和3年5月27日

㈱ヘルスケア・システム研究所
京都市中京区西洞院通押小路下る押
西洞院町590番地5　ライフプラザ烏丸
御池2階

       3,396,240

登録業者の中で、公立病院の経費適正化など病院経営に関するアドバイザリー業務の実績を有し、経費削減に成果
を上げており、また、当院が加入する全国自治体病院協議会主催に経営改善に関する各種講習の講師を務めるな
ど、医薬品当の価格交渉や流通事情などに精通しているため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

40 病院施設課 手術室記録システム保守点検業務 令和3年4月1日
協和医科器械㈱沼津支店
沼津市大岡3995番地の1

       2,574,000
当該システムの製造業者の代理店であり、当該システムは手術室に与える影響から、緊急時等において迅速に対応
可能な登録業者の中で唯一の業者であるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】



№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

41 病院施設課 生理・内視鏡検査システム保守業務 令和3年4月1日
㈱いわしや錦織医科器械
田方郡函南町仁田120番地の3

       2,059,200
当該システムの製造業者の代理店であり、当該システムは生理検査室と内視鏡室のみならず各診療科に与える影
響から、緊急時等において迅速に対応可能な登録業者の中で唯一の業者であるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

42 病院施設課
生化学自動分析装置保守点検業務
（LAbOSPECT 008α：1台）

令和3年4月1日
中北薬品㈱三島支店
駿東郡長泉町下土狩202番地の８

       1,155,000
当該医療機器の製造業者の代理店であり、保守点検業務において生じる交換部品等の調達や修繕を正確かつ迅速
に対応可能な登録業者の中で唯一の業者であるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

43 病院施設課
第１種圧力容器保守点検業務委託
(H31入札検討）

令和3年8月23日
㈱共栄汽缶
裾野市御宿308番地

1,650,000
沼津市入札参加資格者名簿に、物品・役務で登録してある業者で「圧力容器性能検査」を希望する業者が㈱共栄汽
缶が唯一の業者であるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

44 病院施設課 昇降機保守点検業務委託 令和3年4月1日
東芝エレベーター㈱静岡支店
静岡市駿河区稲川２丁目1番1号

8,481,000

国交省の「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及エレベーター保守・点検業務標準契約書によると保守点検業
者の選定にあたっては、価格のみによって選定するのではなく、昇降機に関する知識及び実務経験に裏打ちされた
技術力を有する者を選定することが需要であると記載されている。当院における昇降機の保守点検は昇降機のみな
らず監視盤の保守を実施しており点検に必要不可欠な項目で、監視盤内の基板構成は、製造業者あるいは製造業
者の保守メンテナンス業者のみ知り得る情報のため、当院設置のエレベーターの製造業者及び製造業者の保守メン
テナンス業者と契約を締結する必要があるため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

45 病院施設課 冷凍機保守点検業務委託 令和3年4月1日
㈱神戸製鋼所
東京都品川区北品川５丁目9番12号 8,804,400

手術室、ICU、NICU及び新生児室は常に適切な室温環境を維持する必要があり、冬期でも使用するため常に冷水の
製造が欠かせず、冷凍機の保守点検が必要となる。冷凍機の凝縮器、及び圧力計の機械器具類と、コントローラー
盤及びインバーター盤は、圧力計の信号をコントローラー盤で監視し、圧力異常があれば警報信号を中央監視モニ
ターに発信するなど電気回路で密接に構成されている。凝縮器、蒸発器の圧力信号は各メーカーで基準値が決まっ
ており、機器性能に携わる情報は部外秘となっているため、製造業者である㈱神戸製鋼所と契約を締結する必要が
あるため。
７月１日よりコベルコ・コンプレッサ㈱ 冷熱・新事業本部 ヒートポンプ・エネルギー営業部と社名変更
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

46 病院施設課
感染性廃棄物・廃プラスチック類収
集運搬業務委託

令和3年4月1日
㈱大相　富士営業所
富士市津田町43番地

9,542,500

感染性廃棄物及び廃プラスチック類の処分業者である㈱共英メソナは代理店システムを執っており、自社への廃棄
物搬入業者は６社であり、沼津市入札参加資格者名簿に登録のある者は㈱大相　富士営業所の１者のみであるた
め。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

47 病院施設課 ボイラ保守点検業務委託 令和3年4月1日

㈱ヒラカワ　東日本支店
東京都江東区富岡２丁目2番11号　ふ
くせいビル３階

1,210,000
製造業者による点検が必要だが、製造業者である㈱ヒラカワの保守専門業者は登録業者の中にはいないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

48 病院施設課
 放射線治療装置　MD2/7445型　ス
ポット点検

令和3年4月1日
キヤノンメディカルシステムズ㈱沼津
営業所
沼津市高島本町16番16号

       1,749,000

この機器は、放射線科内に設置されている機器であり、診療で頻回に使用する機器でもあるため故障を未然に防止
する必要がある。
同機器については、部品の保守可能期間が終了したため、保守契約を締結することができない。
同機種の点検について、実施可能業者は、納入業者であり医師及び放射線技師の要望に即座に対応可能な業者で
もあるキヤノンメディカルシステムズ（株）沼津営業所しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

49 病院施設課
 X線循環器診断システム　INFX-
8000C/JB型　スポット点検

令和3年4月1日
キヤノンメディカルシステムズ㈱沼津
営業所
沼津市高島本町16番16号

       1,210,000

この機器は、放射線科内に設置されている機器であり、診療で頻回に使用する機器でもあるため故障を未然に防止
する必要がある。
同機器については、部品の保守可能期間が終了したため、保守契約を締結することができない。
同機種の点検について、実施可能業者は、納入業者であり医師及び放射線技師の要望に即座に対応可能な業者で
もあるキヤノンメディカルシステムズ（株）沼津営業所しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】
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50 病院施設課
 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ（６台）
スポット点検

令和3年4月1日
 協和医科器械㈱沼津支店
静岡県沼津市大岡3995番地の1

       1,059,000

当該機器は、平成22年に購入設置後、点検等を実施していなかったため平成29年５月に手術室６番でシーリングペ
ンダントから笑気ガスが漏れる事態が発生したことから緊急で修繕及び点検を実施した。
そのため、同様の事態を未然に防ぐため、臨床工学科と協議し２年に１度、中央手術室に設置しているシーリングペ
ンダントの点検を実施することとした。
なお、同機種の点検について実施可能業者は、納入業者であり同機種の修繕及び点検を請負った実績のある業者
は協和医科器械株式会社沼津支店しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

51 病院施設課 合併浄化槽汚泥引抜き 令和3年4月19日 沼津市環境整備事業協同組合
沼津市大諏訪731番地

 単価14,630円/
㎥(税込み）

1回20㎥×年6
回

1,755,600

当院の浄化槽は4,780人槽で、1回当たり２０ｍ3の汚泥引抜き及び清掃を、年6回行っている。引抜き作業について
は、混み合う午前の診療時間帯を避け午後１時20分頃から実施しているが、午後４時30分までに搬入先の沼津市衛
生プラントでの汚泥搬出作業を終了する取り決めとなっている。限られた時間内で作業を行うために複数業者の車両
を調整できる業者は沼津市環境整備事業組合しかないため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号】

52 病院施設課 人工呼吸器 令和3年4月23日
 協和医科器械㈱沼津支店
静岡県沼津市大岡3995番地の1

7,370,000      

新型コロナウィルス・変異株によりさらなる感染患者の拡大が懸念されることにより、全国的に当該物件への注文が
非常に殺到していることから、契約業者の選定に日時を要すると、納品が相当期間延びる可能性が高い状況になっ
ているため、緊急の必要により競争入札に付することができないと判断したため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第５号】

53 病院施設課 全自動遺伝子解析装置 令和3年8月20日
アルフレッサ㈱沼津支店
駿東郡清水町八幡字瀬戸川104番地
の1

4,950,000      

新型コロナウィルス・変異株によりさらなる感染患者の拡大が懸念されることにより、全国的に当該物件への注文が
非常に殺到していることから、契約業者の選定に日時を要すると、納品が相当期間延びる可能性が高い状況になっ
ているため、緊急の必要により競争入札に付することができないと判断したため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第５号】

54 病院施設課 空気感染隔離ユニット 令和3年8月10日
 協和医科器械㈱沼津支店
静岡県沼津市大岡3995番地の1

2,167,000      

新型コロナウィルス・変異株によりさらなる感染患者の拡大が懸念されることにより、全国的に当該物件への注文が
非常に殺到しているため、契約業者の選定に日時を要すると、納品が相当期間延びる可能性が高い状況になってい
ることから、緊急の必要により競争入札に付することができないと判断したため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第５号】

55 病院施設課 環境封じ込めユニット 令和3年9月6日
 協和医科器械㈱沼津支店
静岡県沼津市大岡3995番地の1

2,167,000      

新型コロナウィルス・変異株によりさらなる感染患者の拡大が懸念されることにより、全国的に当該物件への注文が
非常に殺到しているため、契約業者の選定に日時を要すると、納品が相当期間延びる可能性が高い状況になってい
ることから、緊急の必要により競争入札に付することができないと判断したため。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第５号】

アルフレッサ㈱沼津支店
駿東郡清水町八幡字瀬戸川104番地
東邦薬品㈱沼津営業所
沼津市米山町12番33号
㈱メディセオ沼津支店
駿東郡清水町八幡221番地の2
静岡沢井薬品㈱
沼津市大岡3333番地の1
㈱スズケン　沼津支店
駿東郡清水町卸団地316番地
中北薬品㈱三島支店
駿東郡長泉町下土狩202番地の8
協和医科器械㈱沼津支店
沼津市大岡3995番地の1
㈱八神製作所　三島営業所
三島市文教町１丁目1番19号　東レ建
設森島ビル３階

1,457,877,000
登録業者の内、希望業種が、医薬品であり、所在地域が市内・準市内・県内（東部地区）の業者の中から、患者投与・
処方薬品の取り扱いをしており、安定供給と緊急時の納品の対応ができる業者を薬剤部の判断のうえ選定したもの。
【地方公営企業法施行令第21条の14第１項第６号】

令和3年4月1日令和３年度　薬品単価契約病院施設課56


