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契約金額（円）

税込
契約相手方 備考

　　4月～9月

令和3年4月5日
附属病院11階東多目的WCナースコール設置
作業

物品・その他 「24：通信用機器 又は 27：医療用機器」 施設課 609,400 パナソニックLSエンジニアリング

令和3年4月5日
附属病院12階西多目的WCナースコール設置
作業

物品・その他 「24：通信用機器 又は 27：医療用機器」 施設課 609,400 パナソニックLSエンジニアリング

令和3年4月6日 ワークステーション 物品・その他 「26：OA機器・用品」 研究推進課 1,017,500 大阪市立大学生活協同組合

令和3年4月23日 ビーズ式細胞破砕装置　借入 物品・その他
「12：賃借-03：医療機器賃借-02：医療機
器」

研究推進課 871,200 オリックス・レンテック㈱

令和3年4月23日 微量高精度分光光度計　借入 物品・その他
「12：賃借-03：医療機器賃借-02：医療機
器」

研究推進課 744,150 オリックス・レンテック㈱

令和3年4月30日 Titanium10.0% 物品・その他 「29：医薬品」 皮膚科外来 - 不調

令和3年5月20日
三次元立体画像診断装置CARTO3保守点検業
務委託

委託
「07:医療理化学機器保守等-01:機器保
守-01:医療･試験検査､理化学機器等保
守」

循環器内科 2,365,000 ㈱ホクシンメディカル

令和3年5月31日 附属病院小型搬送設備ステーション用基板他 物品・その他 「19：産業用機器」 施設課 737,000 ㈱S&Sｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

令和3年5月31日 附属病院小型搬送設備台車用シャーシ他 物品・その他 「19：産業用機器」 施設課 1,060,400 ㈱S&Sｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

令和3年6月2日 附属病院8階女性診療科（産科）電気錠設置 物品・その他 「24：通信用機器 」 施設課 1,760,000 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸLSｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

令和3年6月2日 附属病院8階東監視カメラ設置 物品・その他 「24：通信用機器 」 施設課 855,800 三和通信工業㈱

令和3年6月1日 令和3年度アルコール買入（単価契約） 物品・その他 「29：医薬品又は30：工業薬品」 経営企画課 6,930 八洲薬品㈱

令和3年6月3日
医学部学舎17階運動生体学医局自火報他改
修

物品・その他  「59:消防・防災用品」 施設課 770,000 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ防災ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱

令和3年6月3日 附属病院8階東空調機移報信号設置作業 物品・その他 「19：産業用機器」 施設課 935,000 日本計装技研㈱
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令和3年6月3日 附属病院8階東照明制御端末器設置作業 物品・その他 「19：産業用機器」 施設課 910,800 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸLSｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

令和3年6月10日 感染症対策用ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 物品・その他  「11:家具又は59:消防・防災用品」 庶務課 1,453,580 ㈱共栄

令和3年7月28日 一人用更衣ロッカー 物品・その他  「11:家具」 施設課 1,399,200 ㈱日興商会

令和3年7月28日 BZ-H4XF セクショニングモジュール 物品・その他 「28:理化学機器」 研究推進課 3,300,000 八洲薬品㈱

令和3年8月2日 ＨＩＳプリンター消耗品 物品・その他
 「01:事務用品・機器 又は 26:OA機器・用
品」

医事運営課 530,970 富士通ｺﾜｰｺ㈱

令和3年8月11日 一人用更衣ロッカー 物品・その他  「11:家具」 施設課 323,400 ㈱光楠

令和3年8月20日 附属病院貯湯槽３系統自動制御機器更新 物品・その他 「19：産業用機器」 施設課 1,853,500 日本計装技研㈱

令和3年8月31日 タブレット他2件 物品・その他 「26：OA機器・用品」 看護部 - 不調

　　10月～3月

令和3年10月12日
附属病院10階東病棟ナースコール設備改造（令
和3年度）

物品・その他 「24：通信用機器 又は 27：医療用機器」 施設課 2,475,000 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸLSｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

令和3年10月20日
労働者派遣（臨床研究・イノベーション推進センター及び
医学部・附属病院事務局研究推進課の業務） 物品・その他

「13:その他代行-07:人材派遣-01:人材派
遣」

研究推進課 1,969 ㈱ケー・デー・シー

令和3年10月28日 医学部学舎地下1階駐車場防煙垂れ壁改修 物品・その他  「59:消防・防災用品」 施設課 715,000 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ防災ｼｽﾃﾑｽﾞﾞ㈱

令和3年11月4日 ホルマリン脱気固定装置 物品・その他  「28：理化学機器 」 病理部 2,425,500 八洲薬品㈱

令和3年11月4日 マイクロウェーブ迅速試料処理装置 物品・その他  「28：理化学機器 」 病理部 1,366,200 八洲薬品㈱

令和3年11月5日
超高速液体クロマトグラフィーシステム(UPLC)
H-Class FLR/WFMA保守点検業務委託

委託
「07:医療理化学機器保守等-01:機器保
守-01:医療･試験検査､理化学機器等保
守」

学務課 628,188 八洲薬品㈱
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令和3年11月9日
医学部附属病院清掃業務委託に係るコンサル
ティング業務

委託
「13：その他代行 – 17：各種施策研究・調
査 –　01：各種施策研究・調査」

施設課 1,584,000 有限責任監査法人トーマツ

令和3年11月16日
学舎17階救命救急医学医局自動火災報知設
備他改修作業

物品・その他  「59:消防・防災用品」 施設課 878,900 パナソニック防災システム㈱

令和3年11月22日 医療統計学WEB サイト構築の業務委託 委託
「04:映画等制作・広告・催事、印刷-02:広
告代行-03:ホームページ作成」

研究推進課 2,277,000 ㈱コンテンツ

令和3年12月22日
令和4年度小児感染症及び肺炎抗体価検査（単
価契約）

委託
「09:環境調査・検査その他の調査・検査-
04:その他検査-04:臨床検査」

庶務課 1,270,870 ㈱ビー・エム・エル

令和3年12月22日 LSM800 Airyscan修理再生品ユニット交換作業 委託
「07：医療・理化学機器保守等-01：機器保
守-01：医療・試験検査、理化学機器等保
守」

共同実験機器
施設

3,960,000 八洲薬品㈱

令和4年1月6日
トリパノソーマ感染症の細胞モデル樹立と病態解
明研究の補助業務

物品・その他
「13：その他代行-07：人材派遣-01：人材派
遣」

寄生虫学 2,618 WDB㈱

令和4年2月1日
大阪市立大学労働者派遣（医学部・附属病院事
務局人事課内担当の業務）

物品・その他
「13：その他代行-07：人材派遣-01：人材派
遣」

人事課 1,903 ㈱アンフ・スタイル

令和4年1月24日 フローサイトメーターGallios保守点検業務委託 委託
「07：医療・理化学機器保守等-01：機器保
守-01：医療・試験検査、理化学機器等保
守」

研究推進課 1,774,080 八洲薬品㈱

令和4年1月25日 ソフィー（胎児） 物品・その他  「28：理化学機器 」 研究推進課 699,600 ㈱MMコーポレーション

令和4年2月2日
大阪公立大学医学部附属病院先端予防医療部
附属ｸﾘﾆｯｸ MedCity21 術衣等洗濯業務委託（単
価契約）

委託
「11:クリーニング-01:医療関連クリーニン
グ-02:基準寝具類以外の医療物品（白
衣、手術衣等） 」

MedCity21運営課 1,210,000 ㈱エスオーシー

令和4年2月14日
DNase I recombinant, RNase-free, from bovine
pancreas, expressed in Pichia pastoris 他6件

物品・その他 「29:医薬品」 研究推進課 2,159,300 和研薬㈱

令和4年2月14日 免疫染色装置保守点検業務委託 委託
「07:医療理化学機器保守等-01:機器保
守-01:医療･試験検査､理化学機器等保
守」

病理部 990,000 八洲薬品㈱

令和4年2月24日
大阪公立大学医学部附属病院　情報ごみ処理
業務委託 長期継続（単価契約）

委託

「01:建物等各種施設管理-16:廃棄物処理-
03:産業廃棄物(収集・運搬)又は01:建物等
各種施設管理-16:廃棄物処理-04:産業廃
棄物(処分)」

施設課 457,050 大栄環境㈱

令和4年2月24日
大阪公立大学労働者派遣（医学部・附属病院事
務局人事課給与厚生担当の業務）

委託
「13：その他代行-07：人材派遣-01：人材派
遣」

人事課 2,090 ㈱かんでんジョイナス
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令和4年2月25日
トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析装
置 GCMS-TQ8040NXシステム　単年度保守点検
業務委託

委託
「07:医療・理化学機器保守等-01:機器保守
-01:医療・試験検査、理化学機器等保守」

研究推進課 980,100 八洲薬品㈱

令和4年3月3日
大阪公立大学医学部附属病院 先端予防医療部
附属クリニックＭｅｄＣｉｔｙ 21における検体及び材
料等搬送業務委託ー２

委託
「03：運搬請負-02：運行代行-01：一般貨物
輸送｣

MedCity21運営課 2,491,170 日本空輸㈱

令和4年3月3日
大阪公立大学医学部附属病院　胞衣汚物等処
理業務委託（単価契約）

委託
「01:建物等各種施設管理-16:廃棄物処理-
05:特別管理産業廃棄物(収集･運搬)」

経営企画課 1,521,749 ㈱関西ローマテリアル

令和4年3月3日
超高速液体クロマトグラフィーシステム(UPLC)
H-Class FLR/WFMA保守点検業務委託

委託
「07:医療理化学機器保守等-01:機器保
守-01:医療･試験検査､理化学機器等保
守」

学務課 1,007,160 八洲薬品㈱

令和4年3月4日
附属病院10階集中治療室スプリンクラー設備
改修作業

物品・その他 「19：産業用機器」 施設課 2,491,500 ㈱田中電業商会

令和4年3月4日
附属病院6階元食堂界壁他スプリンクラー設備
改修作業

物品・その他 「19：産業用機器」 施設課 1,146,970 ㈱田中電業商会

令和4年3月4日 附属病院6階元食堂界壁他排煙設備改修作業 物品・その他 「19：産業用機器」 施設課 830,753 ㈱田中電業商会

令和4年3月9日 DLP方式レーザープロジェクター 物品・その他 「25:視聴覚機器」 学務課 2,420,000 ジャトー㈱

令和4年3月14日
大阪公立大学医学部附属病院先端予防医療部
附属クリニックMedCity21テロメアテスト検査業務
委託（単価契約）

委託
「09：環境その他調査・検査-04：その他検
査-04：臨床検査｣

MedCity21運営
課

792,000 ㈱サカイ生化学研究所

令和4年3月16日 令和4年度 ｱﾙｺｰﾙ買入（単価契約） 物品・その他 「29：医薬品」又は「30：工業薬品」 経営企画課 665,280 八洲薬品㈱

令和4年3月17日
医療関係者間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱﾌﾟﾘ　Joinの利用（単
価契約）

物品・その他 12:賃貸-03：医療機器賃貸-02：医療機器 脳神経外科 1,471,800 ㈱三笑堂

令和4年3月17日
先端予防医療部附属ｸﾘﾆｯｸ MedCity21における
広報関係に係る業務委託

委託 「04：映画等制作・広告・催事、印刷」
MedCity21運営

課
1,369,280 ㈱ノウション

令和4年3月18日 臨床試料の分注・保存・管理の補助常務 委託
「13：その他代行-07：人材派遣-01：人材派
遣」

研究推進課 2,816 WDB㈱

令和4年3月18日 抗体価測定の補助業務 委託
「13：その他代行-07：人材派遣-01：人材派
遣」

研究推進課 2,816 WDB㈱
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