
（１）契約の性質又は目的が競争を許さないとき。（国立大学法人大分大学契約事務取扱規程第３６条第１項第１号を適用）
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（単位：円）
契約
種類
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1 経理課
新日本有限責任監査法人
東京都千代田区内幸町二丁
目2番3号　日比谷国際ビル

平成23事業年度
会計監査業務

平成23年7月1日 8,715,000 企画競争
国立大学法人等に関与した業務の実績等を持つ監査法人によ
り，企画書を提出させ候補者を選定し，文部科学大臣が選任
を行うため。

2 施設企画課

株式会社別当設計
代表取締役　別当　長宣
宮崎県宮崎市垣久３丁目３
０番地１１

大分大学（旦野原）
留学生寄宿舎改修設
計業務

平成23年12月16日 8,400,000 企画競争
公募により申込みがあった設計業者より，目的物に対する企
画を提案してもらいその中から優れた提案を行った者を選定
する「公募型プロポーザル方式」により選定を行ったため。

平成２３年度限りのもの

3 経理課
独立行政法人国立印刷局
東京都港区虎ノ門2-2-4

平成２４年度大分
大学個別学力試験
問題及び解答用紙
印刷請負

平成23年9月12日 8,290,306 随意契約 試験問題を秘密にする必要があるため。

4 経理課

大分トヨタ自動車(株)
代表取締役社長　渡邊教和
大分県大分市大字宮崎1427
番地

公用車の更新
（トヨタレクサス）

平成24年1月13日 10,498,000 随意契約

公用車（学長車）の更新にあたっては，機種選定委員会の審
査結果により「レクサスＬＳ６００ｈ」が選定され，レクサ
スブランドの車種は全て定価販売であり，大分県内における
販売店は大分トヨタ自動車(株)のみである。

平成２３年度限りのもの

5 経理課
（株）ＡＶＳＳ
代表取締役　小林信之
長崎県長崎市若葉町1-22

スーパー抗体酵素の
性能評価のための各
種試験Ⅱ業務請負

平成24年2月1日 9,999,999 随意契約

研究遂行上，データの継続性を求められる性質のものであ
り，本試験の前段階において，確実な実験手技を有し，研究
者の期待に応える成果を上げている同社と同一の実験手技，
実験担当者及び使用薬品により，新たに各種試験の実施を依
頼し，研究の正確性と迅速化を図るものである。

平成２３年度限りのもの

6 経営管理課
大分市市長　釘宮　磐
大分県大分市荷揚町2-31

下水道契約　1式
(挾間キャンパス)

平成23年4月1日 54,650,288 随意契約 提供可能な業者が一者であるため。 単　価

7 経営管理課

帝人在宅医療（株）
代表取締役社長　栗林秀和
東京都千代田区霞ヶ関３丁
目２番１号

酸素供給装置の賃貸
借

平成23年4月1日 29,651,385 随意契約

本件は在宅酸素療法に使用される帝人ファーマ(株)社製の装
置の賃貸借であり，同社の製品を安定供給でき，不測の事態
に迅速に対応できる者は帝人在宅医療(株)のみであり，調達
の相手方が特定されるため。

単　価

8 経営管理課

ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）九州支社
支社長　本田英成
福岡市博多区御供所町１番
１号

ＢＵＮＧＯ2010端末
追加　一式

平成23年4月4日 5,304,152 随意契約
本件は病院情報管理システムの追加端末のリース契約であ
り，契約の相手方が特定されるため。

9 経営管理課

住重加速器サービス株式会
社
代表取締役社長　安藤　達
東京都品川区大崎1-17-6

サイプリス（ＨＭ－
２０Ｓ）の運転及び
日常保守管理業務

平成23年5月31日 35,910,000 随意契約

本装置の製造メーカーである住友重機械工業㈱と共同で，設
置施設との技術交流を定期的に開催し，技術・ノウハウの維
持向上に努めている。
これらを踏まえ，また，他大学においても実績がある。

10 経営管理課

株式会社ミユキ技研
代表取締役　上原健司
東京都町田市忠生２丁目５
番４７号

脳波誘導・周波数応
答解析ソフトウェア
開発

平成23年8月10日 8,190,000 随意契約

本件は，術中に運動野の機能評価を行うと同時に脳活動と運
動機能の関連性を解明するソフトウェアの開発である。当該
開発が行えるのは共同研究者であり「術中運動野同定システ
ム」の開発者のみである。よって，契約の相手方が特定され
るため。

平成２３年度に締結した随意契約の状況
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11 経営管理課
日本電気（株）大分支店
支店長　磯田勝彦
大分市春日町１７番１９号

医学管理料なび導入 平成23年11月17日 13,964,635 随意契約
本件は，病院情報管理システムの機能の追加であり，契約の
相手方が特定されるため。

12 経営管理課
日本電気（株）大分支店
支店長　磯田勝彦
大分市春日町１７番１９号

病名入力の機能追加 平成23年12月16日 5,422,200 随意契約
本件は，病院情報管理システムの機能の追加であり，契約の
相手方が特定されるため。

13 経営管理課

ユニアデックス(株）
九州支店長　水島正樹
福岡県福岡市博多区博多駅
前１－１－１

病院情報ネットワー
クシステム保守

平成23年12月28日 14,906,850 随意契約
本件は，病院情報ネットワークシステムの保守業務である。
当該業務を実施できるのはシステムを導入した業者のみであ
り，契約の相手方が特定されるため。

14 経営管理課

株式会社バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分県大分市大字今市2621-
2

Ｘ線ＣＴ装置用Ｘ線
管球　1式

平成24年3月26日 18,816,000 随意契約
本製品（東芝社製）の供給が可能であるのは，大分県下にて
唯一の代理店である株式会社バイオメディカルのみである。

15 経営管理課

綜合警備保障株式会社
代表取締役　村井　温
東京都港区元赤坂1丁目6番6
号

大分大学挾間キャン
パス警備業務　一式

平成24年3月29日 7,812,000 随意契約

警備装置は，綜合警備保障株式会社が提供するガードシステ
ム専用の装置であり，契約の相手方を変更した場合，現有の
警備システムを撤去し，新たなシステムを構築しなければな
らないが，現有の装置が広範囲かつ多数設置されているた
め，その撤去及び新設を行うことで施設を損傷する恐れや構
築までに多大な費用と時間を要するため，絶間なく安全管理
機能を維持することが困難である。

16 経営管理課

（社）日本アイソトープ協
会　常務理事　佐々木康人
東京都文京区本駒込二丁目
２８番４５号

医療用密封線源 平成24年3月29日 7,339,500 随意契約
医療用密封線源については，国内において唯一　社団法人
日本アイソトープ協会が販売許可されており契約の相手方が
特定されるため。

単　価

17 経営管理課
江藤酸素（株）
代表取締役　江藤伸一
大分市乙津町１番１６号

在宅酸素療法用酸素
濃縮器及び携帯用酸
素ﾎﾞﾝﾍﾞ外賃貸借

平成24年3月30日 6,636,146 随意契約

本件は在宅酸素療法に使用される装置の賃貸借であり，在宅
酸素療法に精通し，テルモ社外7社の製品を安定供給でき，
不測の事態に迅速に対応できる者でなければならず,対応で
きる者は江藤酸素(株)のみであり，契約の相手方が特定され
るため。

単　価

18 経営管理課
江藤酸素（株）
代表取締役　江藤伸一
大分市乙津町１番１６号

人工呼吸器（BiPAPｼ
ﾝｸﾛﾆｰ2・BiPAPﾊｰﾓ
ﾆｰ・ﾄﾘﾛｼﾞｰ・BiPAP
AVAPS）賃貸借

平成24年3月30日 9,262,765 随意契約

本件は在宅酸素療法等に使用される装置の賃貸借であり，在
宅酸素療法に精通し，米国レスピロニクス社製人工呼吸器を
安定供給でき，不測の事態に迅速に対応できる者でなければ
ならず，対応できるのは江藤酸素(株）のみであり，契約の
相手方が特定されるため。

単　価

19 経営管理課

ユニアデックス(株）
九州支店長　水島正樹
福岡県福岡市博多区博多駅
前１－１－１

病院情報ネットワー
クシステム用無線Ｌ
ＡＮサポート・サー
ビス

平成24年3月30日 6,751,296 随意契約
本件は，病院情報ネットワークシステム用無線ＬＡＮの保守
点検である。当該業務を実施できるのはシステムを導入した
業者のみであり，契約の相手方が特定されるため。

20 経営管理課

帝人在宅医療（株）
代表取締役社長　栗林秀和
東京都千代田区霞が関３丁
目２番１号

人工呼吸器賃貸借 平成24年3月30日 8,846,858 随意契約

本件は在宅酸素療法等に使用される装置の賃貸借であり，在
宅酸素療法に精通し，豪州ＲｅｓＭｅｄ社製のＮＩＰネーザ
ルⅢを安定供給でき，不測の事態に迅速に対応できる者でな
ければならず，対応できるのは帝人在宅医療株式会社のみで
あり，契約の相手方が特定されるため。

単　価

21 経営管理課

帝人在宅医療（株）
代表取締役社長　栗林秀和
東京都千代田区霞が関３丁
目２番１号

持続陽圧呼吸療法装
置賃貸借

平成24年3月30日 6,892,976 随意契約

本件は，在宅呼吸療法を実施するための装置の賃貸借契約で
あり，ＲｅｓＭｅｄ社製の持続陽圧呼吸療法装置スリープメ
イト・オートセットを安定供給でき，不測の事態に迅速に対
応できるものでなければならず，対応できるのは帝人在宅医
療株式会社のみであり，契約の相手方が特定されるため。

単　価
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22 経営管理課

帝人在宅医療（株）
代表取締役社長　栗林秀和
東京都千代田区霞が関３丁
目２番１号

酸素供給装置の賃貸
借

平成24年3月30日 25,063,519 随意契約

本件は，在宅酸素療法を実施するための装置の賃貸借契約で
あり，帝人ファーマ（株）社製の酸素濃縮装置を安定供給で
き，不測の事態に迅速に対応できるものでなければならず，
対応できるのは帝人在宅医療株式会社のみであり，契約の相
手方が特定されるため。

単　価

23 経営管理課

株式会社バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分県大分市大字今市2621-
2

ＰＥＴ－ＣＴ装置保
守１式

平成24年3月30日 96,929,175 随意契約

当該装置（シーメンス社製）の点検及び修理を行うことがで
き，治療装置のアフターサービス体制を整え，メーカーと連
携しているのは，大分県下にて唯一の代理店である株式会社
バイオメディカルのみである。

24 経営管理課

ドルニエメドテックジャパ
ン株式会社
代表取締役　有富　毅
東京都品川区上大崎3－8－5

体外式衝撃波結石破
砕装置保守点検　 1
式

平成24年3月30日 11,970,000 随意契約
当該装置（ドルニエメドテック社製）の点検及び修理を行う
ことができるのはドルニエメドテックジャパン㈱のみであ
り，唯一の取り扱いのできる業者である。

25 経営管理課

株式会社バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分県大分市大字今市2621-
2

３Ｔ磁気共鳴断層撮
影システム保守　1
式

平成24年3月30日 63,000,000 随意契約

当該装置（シーメンス社製）の点検及び修理を行うことがで
き，治療装置のアフターサービス体制を整え，メーカーと連
携しているのは，大分県下にて唯一の代理店である株式会社
バイオメディカルのみである。

26 経営管理課

社団法人日本本ｱｲｿﾄｰﾌﾟ協会
常務理事 佐々木 康人
東京都文京区本駒込二丁目
28番45号

放射性クロム酸ナト
リウム
注射液
18.5MBq外 151品目

平成24年3月30日 78,649,620 随意契約
放射性医薬品については,国内において唯一 社団法人 日本
アイソトープ協会が販売しており,他に競争の余地がないた
め｡

単　価

27 経営管理課
大分県赤十字血液センター
所長 内山　貴堯
大分市荏隈715番地5

人全血液－ＬＲ
｢日赤｣200ml
献血由来1袋 外 40
品目

平成24年3月30日 243,072,718 随意契約
血液については,県内での取り引きは大分県赤十字血液セン
ターに特定されているため｡

単　価

28 学術情報課

SpringerCustomerService
Center
GmbH. President Corporate
Markets, Healthcare &
Asia Pacific Sales. J.P.
Coebergh. Haberstrasse 7,
69126 Heidelberg, Germany

2012年版外国雑誌
SpringerLink
電子ジャーナル 1式

平成23年12月16日 6,874,950 随意契約
インターネットを介して提供されるSpringer電子ジャーナル
は，Springer Customer Service Center GmbH社が直接販売
を行っており，競争を許さないため。

29 学術情報課

エルゼビア・ビー・ブイ
サイエンス・アンド・テク
ノロジー
最高経営責任者　ロン・
モーベッド
オランダ王国アムステルダ
ム市
ラーダーヴェヒ29

2012年版外国雑誌
SciVerse®
ScienceDirect®
電子ジャーナル 1式

平成24年3月26日 39,953,344 随意契約
インターネットを介して提供されるサイエンス・ダイレクト
は，エルゼビア・ビー・ブイ　サイエンス・アンド・テクノ
ロジー社が直接販売を行っており，競争を許さないため。

30 学術情報課

Swets Infromation
Services BV. Director
Elisabeth Maria van Dijk.
Heereweg 347B, 2161 CA
Lisse, The Netherlands

2012年版外国雑誌
Elsevier 外4件
Social work
Abstracts 1部 外57
部

平成24年3月30日 25,237,135 随意契約

前年に安定供給できる能力，体制及び実績を持つ取次業者か
ら雑誌ごとに見積書を徴取し，最も安価な価格を提示した
Swets Information Services BV に予約を行った。なお，そ
の後の本契約においては，予約取次業者が既に決定してお
り，競争を許さないため。
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31 学術情報課

丸善株式会社 福岡支店
支店長　栗崎　洋一
福岡市南区清水2丁目15番11
号

2012年版外国雑誌
High Wire 外2件
Transactions of
the ASME. Journal
of solar energy
engineering 1部 外
105部

平成24年3月30日 13,394,022 随意契約

前年に安定供給できる能力，体制及び実績を持つ取次業者か
ら雑誌ごとに見積書を徴取し，最も安価な価格を提示した丸
善(株) 福岡支店に予約を行った。なお，その後の本契約に
おいては，予約取次業者が既に決定しており，競争を許さな
いため。

３１件 890,404,839

（２）競争に付することが不利と認められるとき。（国立大学法人大分大学契約事務取扱規程第３６条第１項第３号を適用）
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1 経理課

株式会社九州電力大分営業
所
所長 高取　正臣
大分県大分市金池町2-3-4

電気契約　1式
(旦野原キャンパス)

平成23年4月1日 77,940,727 随意契約

九州地区に契約実績のある，特定規模電気事業者複数社に見
積依頼をしたが，辞退したい旨の申し出があった。また，現
在の契約単価は長期継続割引制度が付加され安価なものであ
るため，九州電力㈱と引き続き随意契約を行った｡

単　価

2 経営管理課

株式会社九州電力大分営業
所
所長　福井康博
大分県大分市金池町2-3-4

電気契約　1式
(挾間キャンパス)

平成23年7月25日 226,086,613 随意契約

九州地区に契約実績のある，特定規模電気事業者複数社に見
積依頼をしたが，辞退したい旨の申し出があった。また，現
在の契約単価は大学独自の安価なものであるため，九州電力
㈱と引き続き随意契約を行った｡

単　価

２件 304,027,340

（３）競争に付しても入札者がないとき，又は再度の入札に付しても落札者がいないとき。（国立大学法人大分大学契約事務取扱規程第３６条第１項第７号を適用
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契約担当

部署
契約の相手方の商号
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随意契約によることとした理由 備　　考

1 経理課

金剛（株）福岡支店　支店
長　高津英文
福岡県福岡市東区名島3丁目
2-10

ハンドル式
集密書架　一式

平成23年11月28日 27,478,500 随意契約
８回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 ６者）

平成２３年度限りのもの

2 経理課

ＳＣＳＫ(株)九州支社
支社長　城尾芳美
福岡市博多区博多駅前3丁目
30番23号

iPadを活用した
協働学習
支援システム

平成24年2月1日 5,565,000 随意契約
６回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 １者）

平成２３年度限りのもの

3 経理課

財団法人西日本産業衛生会
大分労働衛生管理センター
所長　宮川勇生
大分市高城南町11番7号

大分大学職員
健康診断及び特殊健
康診断

平成24年3月2日 8,210,853 随意契約
４回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 ２者）

4 施設企画課

ＡＮＡＩ株式会社
代表取締役　穴井　繁敏
大分県大分市中戸次４４６
３－１

大分大学（医）基礎
臨床研究棟トイレ改
修工事

平成23年12月27日 30,954,000 随意契約
２回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 ３者）

平成２３年度限りのもの

小　　　　　　　計

小　　　　　　　計
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5 施設企画課

株式会社阿部電気工事
代表取締役　下田　和彦
大分県大分市大字下郡１５
８７番地の６

大分大学（医）基礎
臨床研究棟トイレ改
修電気設備工事

平成24年1月18日 5,901,000 随意契約
２回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 ３者）

平成２３年度限りのもの

6 施設企画課

新星産業株式会社
代表取締役　村上　友治
大分県別府市大字鶴見３６
５４番地の６

大分大学（挾間）管
理棟屋上防水改修工
事

平成24年1月25日 7,350,000 随意契約
２回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 ４者）

平成２３年度限りのもの

６件 85,459,353

３９件 1,279,891,532合　　　　　　　計

小　　　　　　　計
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