
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）

No
契約担当

部署
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

物品役務等の
名称及び数量

 契約を締結した日
契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由 備　　考

1 学術情報課

Springer Customer Service Center
GmbH. President Global STM Sales.
Syed A. Hasan. Haberstrasse 7,
69126 Heidelberg, Germany

2014年版外国雑誌
SpringerLink
電子ジャーナル 1式

平成25年12月11日 7,401,794 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。

2 学術情報課

エルゼビア・ビー・ブイ
最高経営責任者　ロン・モーベット
オランダ王国アムステルダム市
ラーダーヴェヒ29

2014年版外国雑誌
SciVerse®ScienceDirect®
電子ジャーナル 1式

平成26年3月17日 42,804,402 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・ブイ社が直接販売を行っており，競争を許さないため。

3 学術情報課

株式会社紀伊國屋書店 九州営業部
部長　宮本　亮
福岡市博多区博多駅中央街2番1号
博多バスターミナルビル9階

2014年版外国雑誌
Lippincott Williams & Wilkins.
Academic Medicine 1部 外35
部

平成26年3月26日 7,326,062 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(株)紀伊國屋
書店 九州営業部に予約を行った。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。

4 学術情報課
丸善株式会社 福岡支店
支店長　岩田　康明
福岡市南区清水2丁目15番11号

2014年版外国雑誌
High Wire
Ameirican Journal of
Physiology.Consolidated 1部
外30部

平成26年3月26日 5,213,685 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。

5 学術情報課
丸善株式会社 福岡支店
支店長　岩田　康明
福岡市南区清水2丁目15番11号

2014年版外国雑誌 ZZ
Academy of Management
Journal 1部 外107部

平成26年3月26日 9,565,460 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。

6 経理課

有限責任あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 増田　靖　植木　豊
福岡市中央区天神一丁目12番14号

平成25事業年度会計監査業
務

平成25年8月7日 7,560,000
随意契約

（企画競争）

国立大学法人等に業務実績を持つ監査法人から、企画書を提出さ
せて候補者を選定のうえ文部科学大臣へ推薦し、文部科学大臣が
選任を行うため。

7 経理課
独立行政法人国立印刷局
理事長 氏兼 裕之
東京都港区虎ノ門二丁目2番4号

平成26年度大分大学個別学
力試験問題及び解答用紙印
刷請負　一式

平成25年9月4日 7,865,722 随意契約 試験問題を秘密にする必要があるため。

8 経理課
株式会社大宣
代表取締役社長　朝倉　弘美
大分市東春日町1番8号

統一的広報実施に係る冊子
の企画・制作　一式

平成26年2月28日 10,648,800
随意契約

（企画競争）
業者に企画書を提出させて選定したため

平成２５年度に締結した随意契約の状況
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9 経営管理課
タクトシステムズ株式会社
代表取締役　　瀧澤　正隆
東京都台東区蔵前３丁目１番１０号

大分県急性心筋梗塞症例登
録研究支援業務委託

平成25年4月1日 6,153,000 随意契約

　「大分県急性心筋梗塞症例登録研究」事務局の支援業務であり、
Webシステムによる登録システムを活用した統計調査を行うことを
目的としており、Webシステムの開発者であるタクトシステムズ株式
会社以外では、当該業務の遂行は不可能であるため。

２５年度限りの契約

10 経営管理課
山下医科器械（株）大分支社
支社長　桑原　立彦
大分市光吉１１３４－３

消化器内視鏡包括保守契約 平成25年4月1日 7,583,100 随意契約

　本院内視鏡診療部のオリンパス社製内視鏡等についての包括保
守契約である。保守点検事項は，複雑かつ多岐に亘っているため，
業務遂行に必要な専門的知識及び専門的技術を有している特約
店であり，当該機器の納入業者でもある山下医科器械（株）以外で
は当該業務の遂行は不可能であるため。

11 経営管理課
ユニアデックス株式会社九州支店
九州支店長　水島　正樹
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
一式

平成25年4月1日 21,527,100 随意契約

　病院情報管理システム用のネットワークシステムの保守点検であ
る。常時監視を行い，障害発生時等には迅速かつ的確に把握し，
対処できることが絶対条件である。
　よって当該システムの保守点検を行うことができる体制を整えて
いるのは，本システムを導入したユニアデックス株式会社のみであ
るため。

12 経営管理課
（株）クマヒラ大分営業所
所長　大崎　真督
大分市顕徳町３-１-１６

大分大学医学部附属病院入
退室管理システム

平成25年4月2日 9,975,000 随意契約

 本件は、病院再整備推進委員会において策定された病院セキュリ
ティ計画に基づき、調達するものであり、すでに設置している救命
救急棟内部に設置した入退室管理システムの認証装置を有効利
用し，今回設置する新病棟に新たに認証装置として設置する指静
脈認証装置を設置できるのは、救命救急棟内部の入退室管理シス
テムの設置を行った株式会社クマヒラだけであるため。

２５年度限りの契約

13 経営管理課

GeneTech(株)
代表取締役　小野　晋
東京都港区北青山三丁目3番7号

臨床検査委託
「MaterniT PLUSTM」 平成25年5月31日 12,852,000 随意契約

本件は，出生前遺伝学的検査であり、無侵襲性の血液検査で、赤
ちゃんが染色体異常である可能性の高い妊婦さんが対象となる。
本検査に関する総合的な取り扱いが可能な業者は，日本で
GeneTech株式会社のみであるため。

単価契約

14 経営管理課
㈱アステム
代表取締役　吉村　恭彰
大分市大道二丁目3番8号

自動分析装置ＪＣＡ-ＢＭ6010
修理　１式

平成25年6月14日 6,133,050 随意契約

天井からの水漏れのため，急遽，日本電子㈱自動分析装置の修
理・部品交換が必要になった。
安全に，かつ正常な機能を維持し，業務上支障なく使用するため
に，部品の交換作業を必要とするが，当該装置は複雑かつ多岐に
亘っているため専門技術者でなければ扱い得ない。
当該装置の点検及び修理を行うことができ，自動分析装置のアフ
ターサービス体制を整え連携しているのは，大分県下にて唯一の
本装置の代理店である株式会社アステムのみである。

２５年度限りの契約
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15 経営管理課

東芝メディカルシステムズ(株)大分支
店
支店長　義之　康弘
大分市都町1丁目1番23号

治療計画装置Ｘ線ＣＴ用管球
外交換　１式

平成25年9月6日 19,425,000 随意契約

㈱東芝製治療計画装置に組み込まれているＸ線ＣＴ用管球及び熱
交換器等の，消耗劣化のため，交換を行うものである。
安全に，かつ正常な機能を維持し，診療上支障なく使用するために
は，交換作業を必要とするが，当該装置は複雑かつ多岐に亘って
いるため専門技術者でなければ扱い得ない。当該装置の点検及び
修理を行うことができ，治療計画装置のアフターサービス体制を整
え連携しているのは，大分県下にて唯一の東芝製品の代理店であ
る東芝メディカルシステムズ株式会社大分支店のみである。

２５年度限りの契約

16 経営管理課
㈱アダチ
代表取締役　足立　三朗
大阪市中央区内平野町3-2-10

遠隔操作型内視鏡下手術装
置保守　1式

平成25年10月31日 7,686,000 随意契約

米国ｲﾝﾃｭｲﾃｨﾌﾞｻｰｼﾞ社製 遠隔操作型内視鏡下手術装置を安全
に，かつ正常な機能を維持し，診療上支障なく使用するためには，
定期的な保守点検を必要とするが，当該装置の点検事項は複雑か
つ多岐に亘っているため専門技術者でなければ扱い得ない。
当該装置の点検及び修理を行うことができ，遠隔操作型内視鏡下
手術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，日本国内では唯一，販売総代理店である株式会社アダチのみ
である。

２５年度限りの契約

17 経営管理課
(株)バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分市今市2621番地の2

第3血管造影室X線CT用管球
外交換　１式

平成25年11月18日 17,955,000 随意契約

本件は，第３血管造影室に設置している，東芝メディカルシステム
ズ㈱製IVR/CT装置の，Ｘ線ＣＴ用管球外の，消耗劣化のため，交
換を行うものである。
本件装置の製造元である東芝メディカルシステムズ㈱が販売業者
㈱バイオメディカルを故障修理及びオーバーホール作業の窓口とし
て指定しているため競争の余地がない。

２５年度限りの契約

18 経営管理課

GeneTech(株)
代表取締役　小野　晋
東京都港区北青山三丁目3番7号

臨床検査委託
「MaterniT PLUSTM」 平成26年2月24日 68,817,600 随意契約

本件は，胎児の染色体異常が強く疑われる妊婦に対して行う出生
前遺伝学的検査（染色体検査）である。
染色体異常の確定診断で現在行われている絨毛採取や羊水穿刺
といった侵襲性のある検査では，僅かながら流産の可能性があり，
胎児の安全性の観点からも無侵襲性の血液検査である本検査は
最も有効な手段である。
GeneTech株式会社は，Sequenom Center for Molecular Medicine，
LLC.のみが実施するMaterniT PLUS検査に関する取扱について日
本国内における独占権を持ち，他業者での取扱は不可能である。

単価契約

19 経営管理課
ユニアデックス株式会社九州支店
九州支店長　水島正樹
福岡市博多区博多駅前1－1－1

東病棟（改修後）ﾉｰﾄﾞｽｲｯﾁ設
置及び新薬剤部ネットワーク
構築

平成26年3月13日 5,428,500 随意契約

　既存の病院情報ネットワークの拡張であり，既存ネットワークシス
テムに接続し制御機器等を同一ポリシーの元で管理する必要があ
る。　よって，既存の病院情報ネットワークシステムの設計・設置を
行なったユニアデックス株式会社以外では不可能であるため。

20 経営管理課
日本電気株式会社大分支店
支店長　　磯田　勝彦
大分市東春日町１７番１９号

平成２６年４月度診療報酬改
定及び制度変更に伴うｼｽﾃﾑ
ｿﾌﾄｳｪｱ対応

平成26年3月14日 9,436,208 随意契約

　本院の病院情報管理システムに関するソフトウェア改造及びマス
タ変更支援等を行うものである。　本件は，当該システムに精通し
ていることが絶対条件であることから，当該システムの開発及び賃
貸借契約の相手方である日本電気株式会社以外では対応が不可
能であるため。

調達予定総額
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21 経営管理課
(株)バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分市今市2621番地の2

血管撮影装置用X線管球外
交換　1式

平成26年3月25日 20,088,600 随意契約

本件は，第３血管造影室に設置している，東芝メディカルシステム
ズ(株)製血管撮影装置の，Ｘ線管球外の消耗劣化のため，交換を
行うものである。

本件装置のＸ線管球の販売については，(株)バイオメディカルが
大分県下唯一の代理店である。

２５年度限りの契約

22 経営管理課
江藤酸素株式会社
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
及び携帯用酸素ボンベ外

平成26年3月28日 13,923,576 随意契約

医師の処方の基，在宅酸素療法を実施するために使用する装置の
賃貸借契約である。
特定機能病院である本院の多くの患者に対して当該機器を安定供
給でき，患者宅においての不足に事態に迅速に対応ができる業者
でなければならない。在宅酸素療法を実施するために必要な機種
を多数備え，業務にも精通しており，アフターメンテナンス体制，携
帯用酸素ボンベの酸素の調達体制も万全で，かつ，患者が転院や
在宅になった際，機器を安全・安心に取扱のできる唯一の業者であ
るため。

単価契約

23 経営管理課
江藤酸素株式会社
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ﾊｰﾓﾆｰ，ﾄ
ﾘﾛｼﾞｰ，BiPAP AVAPS，IPV）

平成26年3月28日 19,146,456 随意契約

医師の処方の基，在宅人工呼吸療法を実施するための米国レスピ
ロニクス社及び米国パーカッショネア・コーポレーション社製の人工
呼吸器の賃貸借契約である。
　江藤酸素株式会社は，米国レスピロニクス社製及び米国パーカッ
ショネア・コーポレーション社製の人工呼吸器を大分県下全域で取
り扱うことのできる唯一の業者であるため。

単価契約

24 経営管理課

帝人在宅医療（株）
代表取締役社長　鍋島　昭久
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26年3月28日 56,103,624 随意契約

医師の処方の基，慢性呼吸不全の患者に対し，在宅酸素療法を実
施するために使用する帝人ファーマ株式会社製の装置の賃貸借契
約である。
同社は総代理店制を取っているため，これを取り扱えるのは，帝人
在宅医療株式会社のみであるため。

単価契約

25 経営管理課

帝人在宅医療（株）
代表取締役社長　鍋島　昭久
東京都千代田区霞が関３丁目２番１
号

人工呼吸器 平成26年3月28日 17,816,112 随意契約

医師の処方の基，在宅人工呼吸療法を実施するための豪州ＲｅｓＭ
ｅｄ社製の装置の賃貸借契約である。
同社は日本国内において帝人ファーマ株式会社にのみ本装置を販
売させており、帝人ファーマ株式会社は総代理店制を取っているた
め，これを取り扱えるのは，帝人在宅医療株式会社のみであるた
め。

単価契約

26 経営管理課

帝人在宅医療（株）
代表取締役社長　鍋島　昭久
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 平成26年3月28日 15,446,160 随意契約

医師の処方の基，睡眠時無呼吸症候群の患者に対し，在宅呼吸療
法を実施するための豪州ＲｅｓＭｅｄ社製の装置の賃貸借契約であ
る。
同社は日本国内において帝人ファーマ株式会社にのみ本装置を販
売させており、帝人ファーマ株式会社は総代理店制を取っているた
め，これを取り扱えるのは，帝人在宅医療株式会社のみであるた
め。

単価契約

調達予定総額

調達予定総額

調達予定総額

調達予定総額

調達予定総額
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No
契約担当

部署
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

物品役務等の
名称及び数量

 契約を締結した日
契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由 備　　考

27 経営管理課

公益社団法人日本アイソトープ協会
専務理事　久保　敦司
東京都文京区本駒込二丁目２８番４
５号

医療用密封線源 平成26年3月28日 6,465,420 随意契約
　医療用密封線源については，国内において唯一，公益社団法人
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。

単価契約

28 経営管理課
山下医科器械（株）大分支社
支社長　久保　隆弘
大分市光吉１１３４－３

消化器内視鏡包括保守契約 平成26年3月28日 10,187,100 随意契約

　本院内視鏡診療部のオリンパス社製内視鏡等についての包括保
守契約である。保守点検事項は，複雑かつ多岐に亘っているため，
業務遂行に必要な専門的知識及び専門的技術を有している特約
店であり，当該機器の納入業者でもある山下医科器械（株）以外で
は当該業務の遂行は不可能であるため。

29 経営管理課

(株)テノ．コーポレーション
代表取締役　池内　比呂子
福岡市博多区上呉服町10-10呉服ビ
ジネスセンター5階

大分大学病児保育室の運営
業務

平成26年3月28日 5,164,992 随意契約

本学の病児保育室の運営業務の内容は病気が回復期に至らない
場合または回復期で登園(所)、登校できない子供を看護師、保育
士が家庭に準じた環境で看護・保育することを目的としている。
本業務に関しては、看護師は基より保育士の十分な人員確保が必
須であり、これを実施できる実績，信頼性を有するのは，本学敷地
内の保育園の業務を行っている株式会社テノ.コーポレーションの
みである。

２７年度から一般競争

30 経営管理課

公益社団法人日本本ｱｲｿﾄｰﾌﾟ協会
専務理事 久保　敦司
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148品目 平成26年3月28日 65,315,916 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｡

単価契約

31 経営管理課

日本赤十字社　九州ブロック血液セ
ンター
所長 清川　博之
久留米市宮ノ陣3丁目4番12号

人全血液－LR｢日赤｣ 血液
200mLに由来する血液量 1袋
外36品目

平成26年3月28日 273,226,159 随意契約
血液については,県内での取り引きは日本赤十字社　九州ブロック
血液センターに特定されているため｡

単価契約

31件 794,241,598

２．緊急の必要により競争に付することができないとき。（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２号を適用）

No
契約担当

部署
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

物品役務等の
名称及び数量

 契約を締結した日
契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由 備　　考

1 経営管理課
山下医科器械株式会社大分支社
支社長 久保　隆宏
大分市光吉1134-3

自家培養表皮 ｼﾞｪｲｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ･
ﾃｨｯｼｭ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ製　8cm
×10cm　20枚

平成25年8月20日 6,048,000 随意契約 診療上、至急の調達を必要としたため。

1件 6,048,000

小　　　　　　　計

小　　　　　　　計

調達予定総額
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３．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）

No
契約担当

部署
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

物品役務等の
名称及び数量

 契約を締結した日
契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由 備　　考

1 経理課
株式会社九州電力 大分営業所
所長　福井　康博
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25年4月1日 101,038,583 随意契約

九州地区で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、辞退の申し出があった。また，一般競争することで九
州電力の他に応札者がいなかった場合は、現在の契約単価よりも
割高な単価による契約となる可能性があったため、九州電力と引き
続き随意契約を行った｡

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
大分市金池町2-3-4

電気契約　1式
(挾間キャンパス)

平成25年7月26日 201,068,814 随意契約

九州地区で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、辞退の申し出があった。また，一般競争することで九
州電力の他に応札者がいなかった場合は、現在の契約単価よりも
割高な単価による契約となる可能性があったため、九州電力と引き
続き随意契約を行った｡

契約金額は８月～３月

2件 302,107,397

４．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）

No
契約担当

部署
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

物品役務等の
名称及び数量

 契約を締結した日
契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由 備　　考

1 経理課
三友株式会社 大分営業所
所長　小野 武鑑
大分市羽田7-2

授業実践力向上のための遠
隔授業観察システム　一式

平成25年7月3日 52,867,500 随意契約
６回入札を執行したが、不落に終わったため。
（入札参加者　２者）

２５年度限りの契約

2 経理課

いすゞ自動車九州株式会社 大分支
社
支社長　壮田　浩一
大分市駄野原2894番地

大型バス 平成25年12月10日 25,701,170 随意契約

１回入札を執行（入札参加者 ２者）したが不落に終わり、また、２社
とも競争加入者等の立ち会いがなかったため、２回目以降の入札
は打ち切りとしたため。なお、物品の納入に緊急を要するため再度
公告は行わなかった。

２５年度限りの契約

3 施設企画課
株式会社竹内工務店
代表取締役　篠田　浩利
大分市舞鶴町１丁目１２番１９号

（経）演習室棟トイレ改修工事 平成25年8月9日 8,757,000 随意契約
不落に終わったため再度公告を行ったが，再公告においても３回入
札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　当初：４者　再公告：２者）

２５年度限りの契約

4 施設企画課
株式会社平野工務店
代表取締役　平野　英壽
別府市石垣東８丁目２番１７号

（医病）基幹整備（受水槽基
礎）その他工事

平成25年8月9日 49,140,000 随意契約
２回入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　１者）

２５年度限りの契約

5 施設企画課
株式会社平野工務店
代表取締役　平野　英壽
別府市石垣東８丁目２番１７号

（挾間）小児患者家族滞在施
設（仮称）新営その他工事

平成25年8月26日 8,610,000 随意契約
２回入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　１者）

２５年度限りの契約

6 施設企画課
株式会社九電工
代表取締役社長　西村　松次
福岡市南区那の川１丁目２３番３５号

(医病)東病棟改修（撤去）そ
の他機械設備工事

平成25年10月3日 330,750,000 随意契約
３回入札公告を行ったが，全て不調・不落に終わったため。
（入札参加者　当初：０者　再公告：１者　再々公告：０者）

２５年度限りの契約

7 施設企画課
株式会社末宗組
代表取締役　末宗　信市
宇佐市大字和気１０２３番地

（教福）音楽室棟改修その他
工事

平成25年11月18日 71,242,500 随意契約
５回入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　２者）

２５年度限りの契約

8 施設企画課
株式会社ユニティーシステム
代表取締役　鎌田　義明
大分市大字羽屋３８９番地

（教福）音楽室棟改修その他
電気設備工事

平成25年11月19日 19,845,000 随意契約
２回入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　１者）

２５年度限りの契約

9 施設企画課
大野塗装工業有限会社
代表取締役　大野　鉄雄
大分市大字下郡字高畑1738番地の3

（錦町）国際交流会館宿泊室
棟等外壁改修工事

平成25年11月19日 20,422,500 随意契約
２回入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　２者）

２５年度限りの契約

9件 587,335,670小　　　　　　　計

小　　　　　　　計
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