
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

2015年版外国雑誌
SpringerLink
電子ジャーナル 1式

平成26年12月11日 8,087,433 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

2015年版外国雑誌
SciVerse®ScienceDirect®
電子ジャーナル 1式

平成27年3月16日 45,599,378 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

2015年版外国雑誌
American Journal of
Ophthalmology  1部 外128部

平成27年3月27日 22,011,885 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

2015年版外国雑誌
Ameirican Journal of
Physiology  1部 外195部

平成27年3月27日 19,906,966 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 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26事業年度会計監査業
務　一式

平成26年7月30日 7,516,800
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。

6 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５号

平成27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26年10月17日 8,297,581 随意契約 試験問題を秘密にする必要があるため。

7 経営管理課
（株）アステム
代表取締役　吉村　恭彰
大分市西大道２丁目３番８号

大分大学医学部附属病院薬
剤部移転に伴う物品の移設
１式

平成26年4月28日 10,202,760 随意契約

本件は，株式会社トーショー製の全自動注射薬払出装置（ユニプ
ル）及び関連物品等の移設契約を締結しようとするものであるが，
当該物品の移設及び調剤支援システムの再構築を確実に行う必
要があるため，当該システムに関する高い専門知識を有し，且つ
システムの状態を熟知している業者でなければならない。
国内における代理店について調査した結果，株式会社アステムが
大分県内において上記メーカーの唯一の代理店であり，現在，当
該システムの保守点検を行っているため，システムの状態を熟知
している唯一の業者である。

8 経営管理課
（株）アステム
代表取締役　吉村　恭彰
大分市西大道２丁目３番８号

附属病院材料部移転に伴う
高圧蒸気滅菌装置等の移設
１式

平成27年3月4日 14,580,000 随意契約

本件は，サクラ精機株式会社製の高圧蒸気滅菌装置，ＥＯＧ滅菌
装置，自動ジェット式超音波洗浄装置，エアレータ及び関連物品
等の移設契約を締結しようとするものであるが，当該装置等の解
体，移設及び再構築を確実に行う必要があり，また，高圧蒸気滅
菌装置については労働基準監督署への移転関係の届出など，当
該装置等に関する高い専門知識を有し，且つ装置等の状態を熟
知している業者でなければならない。
国内における代理店について調査した結果，株式会社アステムは
大分県内における上記メーカーの代理店であり，現在，当該装置
等の届出や定期点検，修理等を行っているため，システムの状態
を熟知している唯一の業者である。

8件 136,202,803小　　　　　　　計

平成２６年度に締結した随意契約の状況
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9 経営管理課

公益社団法人日本ｱｲｿﾄｰﾌﾟ協会
専務理事 柴田　德思
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152品目 平成27年3月24日 65,878,272 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

10 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27年3月12日 336,733,666 随意契約
血液については，県内の取り引きは左記日本赤十字社 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

11
経営管理

課

ユニアデックス株式会社九州支店
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26年4月4日 30,315,323 随意契約

本件は，病院情報管理システムによる診療を中断・停止することな
く，高速かつ安定して運用するできるよう導入されたネットワークシ
ステムを常時監視し，障害発生時等には巡らされたネットワークを
的確に把握できることが絶対条件であり、当該システムの保守点
検を行うことができ，かつ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。

12
経営管理

課

ユニアデックス株式会社九州支店
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
ム関係機器保守

平成26年4月4日 23,411,410 随意契約

本件は，病院情報管理システムによる診療を中断・停止することな
く，高速かつ安定して運用するできるよう導入されたネットワークシ
ステムを常時監視し，障害発生時等には巡らされたネットワークを
的確に把握できることが絶対条件であり、当該システムの保守点
検を行うことができ，かつ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。

単価契約
DGS-3200-24/GE　外7件

13
経営管理

課

弁護士法人　舘野法律事務所
弁護士　舘野　完
東京都渋谷区澁谷2-16-8南雲ビル
2・4階

大分大学医学部附属病院医
業未収金管理回収業務

平成26年5月29日 8,553,653 随意契約 企画公募にかかる審査結果に基づく随意契約 成功報酬による支払

14
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　柴田　德思
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27年3月30日 8,067,600 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。

15
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
大分県大分市光吉９２７－１

消化器内視鏡包括保守契約 平成27年3月30日 10,163,340 随意契約

本件は本院内視鏡診療部において使用しているオリンパス社製の
内視鏡等を診療上支障のないよう，常時正常で安全な状態を維持
するために必要な包括保守契約を締結しようとするものであるが，
保守点検事項は，複雑かつ多岐に亘っているため，当該機器に関
する専門的知識及び専門的技術を有している業者でなければなら
ない。
上記業者はオリンパス社の特約店であり，対象となるすべての機
器に関する専門的知識及び専門的技術を有している。また，内視
鏡診療部における内視鏡等の納入業者であり，かつ，平成１７年
度より包括保守契約を請負い，内視鏡診療部で使用している内視
鏡等を熟知している唯一の業者である。

月額　846,936
（3月のみ月額　847,044）

7件 483,123,264小　　　　　　　計

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

調達予定総額

2/6ページ



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

16 経営管理課
住重加速器サービス㈱
代表取締役社長　足達　芳嗣
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26年5月30日 58,320,000 随意契約

本件は，サイクロトロンシステムの運転及び日常保守管理を行うも
のである。本装置の運転及び日常保守を行うに当たっては，装置
の設計或は運転・調整に対する十分な知識と経験が必要であり，
さらに医療現場ならではのきめ細やかなシステムオペレーションを
行い，医師，看護師，薬剤師等と連携を図ることも重要である。
住重加速器サービス株式会社は，サイクロトロンの運転維持を専
門業務とする会社として設立されている。
従って本業務を行えるのは，住重加速器サービス株式会社のみで
ある。

平成31年5月まで

17 経営管理課

東芝メディカルシステムズ(株)
代表取締役社長　綱川　智
栃木県大田原市下石上1385番地

放射線治療システム（第２リ
ニアック）保守点検

平成26年5月30日 72,414,000 随意契約

放射線治療システム（第２リニアック）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，治療装置のアフターサービス体制を整え連
携しているのは，東芝製品の大分県下にて唯一の代理店である
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。

平成31年5月まで

18 経営管理課

東芝メディカルシステムズ(株)
代表取締役社長　綱川　智
栃木県大田原市下石上1385番地

多分割絞り装置 MLC-40A
修理

平成26年6月13日 5,486,400 随意契約

経年劣化によりウォームギア及びシャフトの摩耗不良のため，部
品の交換及び精度調整を行うものである。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。また，当該装置の保守契約を東芝メディ
カルシステムズ㈱大分支店と締結しているため，競争の余地がな
い。

19 経営管理課

東芝メディカルシステムズ(株)
代表取締役社長　綱川　智
栃木県大田原市下石上1385番地

放射線治療システム（第１リ
ニアック）保守点検

平成26年6月30日 130,701,600 随意契約

本件，放射線治療システム（第１リニアック）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，治療装置のアフターサービス体制を
整え連携しているのは，東芝製品の大分県下にて唯一の代理店
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。

平成31年6月まで

20 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

救命救急棟X線CT装置外保
守点検

平成26年8月29日 12,452,400 随意契約

東芝メディカルシステムズ㈱製　Ｘ線ＣＴ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，当該装置の保守点検については，設置時
から販売元である(株)アステムに東芝メディカルシステムズ(株)か
ら依頼され，保守の窓口として大分県下で唯一指定されている。

平成27年8月まで

21 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

救命救急棟IVR/CT装置外保
守点検

平成26年8月29日 18,681,840 随意契約

東芝メディカルシステムズ㈱製 ＩＶＲ／ＣＴ装置外を安全に，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，当該装置の保守点検については，設
置時から販売元である(株)アステムに東芝メディカルシステムズ
(株)から依頼され，保守の窓口として大分県下で唯一指定されて
いる。

平成27年8月まで

6件 298,056,240小　　　　　　　計

月額 972,000円
時間外6,609.6円
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22 経営管理課
㈱バイオメディカル
代表取締役　伊東寛治
大分市今市2621-2

ＰＥＴ-ＣＴ装置Ｘ線管交換 平成26年10月3日 29,138,400 随意契約

本件は，ＰＥＴ棟に設置している，ＰＥＴ－ＣＴ装置(独国シーメンス｢
Biograph mCT-S(40)3R｣)の，Ｘ線管の，消耗劣化のため，交換を
行うものである。本装置の製造元である独国シーメンス社が販売
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。

23 経営管理課

インテュイティブサージカル
合同会社
職務執行者　上條誠二
東京都港区赤坂1丁目12番32号

遠隔操作型内視鏡下手術装
置保守

平成26年10月30日 7,776,000 随意契約

米国ｲﾝﾃｭｲﾃｨﾌﾞｻｰｼﾞｶﾙ社製　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日本国内で整えているの
はメーカーである，インテュイティブサージカル合同会社のみであ
る。

平成27年10月まで

24 経営管理課
㈱バイオメディカル
代表取締役　伊東寛治
大分市今市2621-2

一般撮影デジタルシステム保
守　一式

平成27年3月30日 91,076,400 随意契約

富士フイルムメディカル社製　一般撮影デジタルシステムを安全
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
該装置の保守を行うことができるのは，メーカーから保守委託関
係の一切の権限を委任されている，株式会社バイオメディカルの
みである。

平成32年3月まで

25 経営管理課
㈱バイオメディカル
代表取締役　伊東寛治
大分市今市2621-2

救命救急棟手術室ハイブリッ
ド血管造影装置外保守

平成27年3月30日 20,898,000 随意契約

シーメンス社製 ハイブリッド血管造影装置外を安全に，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，当該装置の保守点検については，設置時
からシーメンス・ジャパン(株)が(株)バイオメディカルを，保守の窓
口として大分県下で唯一指定している。

平成32年3月まで

26 施設企画課

日本環境安全事業株式会社
北九州事業所長　氏本　泰弘
福岡県北九州市若松区響町一丁目
６２番２４

大分大学ポリ塩化ビフェニル
廃棄物（特別管理産業廃棄
物）処理委託業務

平成26年6月30日 73,573,920 随意契約

本業務は，法令に基づき，本学で保管している高濃度ポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の処理を行う業務であるが，平成２６年６月１２日
現在，本業務を行うことが出来る業者が当該業者のみであるた
め。

平成２６年度限り

5件 222,462,720

26件 1,139,845,027

小　　　　　　　計

合　　　　　　　計
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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

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番地
の２

植込み型補助人工心臓
EVAHEART　一式

平成27年3月18日 19,310,616 随意契約
医療行為に使用するための物であり，至急に調達を行なわなけれ
ば診療に支障をきたすため。

1件 19,310,616

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　一式
(旦野原キャンパス)

平成26年4月1日 105,867,464 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打診を
したが、見積り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　一式
(挾間キャンパス)

平成26年7月26日 211,921,504 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 317,788,968

合　　　　　　　計

合　　　　　　　計
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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

キングテック(株)大分支店
支店長 衛藤 浩一
大分県大分市三川新町2 丁目
3-37

コピー用紙　一式 平成26年4月30日 7,450,272 随意契約

４回入札を執行したが不落に終わったため、再度公告を行った。
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随
意契約とした。
（入札参加者　当初：１者　再度：１者）

単価契約

2 経理課

九州計測器(株)大分営業所
所長 宮前 義明
大分県大分市城崎町2 丁目
2-19 城崎法務ビル401

３次元プリンタシステム　一式 平成26年7月28日 10,368,000 随意契約
７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）

3 施設企画課

株式会社竹内工務店
代表取締役　篠田　浩利
大分県大分市舞鶴町１丁目１２番１
９号

（挾間）武道場天井改修工事 平成26年4月21日 5,238,000 随意契約
２度入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　３者）

２６年度限りの契約

4 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

（附特）管理特別室棟改修そ
の他電気設備工事

平成26年5月26日 29,538,000 随意契約
不調に終わったため再度公告を行ったが，再公告においても２度
入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　再公告：７者）

２６年度限りの契約

5 施設企画課

有限会社ビルト工業
代表取締役　藤本　康之
大分県大分市大字鶴崎１８１２番地
２

（附幼）３才児保育室棟他改
修工事

平成26年7月15日 8,802,000 随意契約
２度入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　６者）

２６年度限りの契約

6 施設企画課

株式会社森田建設
代表取締役　森田　修
大分県宇佐市大字長洲５５４番地の
５

（医病）ＰＥＴ検査棟増築その
他工事

平成26年10月3日 23,328,000 随意契約
不調に終わったため再度公告を行ったが，再公告においても２度
入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　再公告：２者）

２６年度限りの契約

7 施設企画課
堤建設工業株式会社
代表取締役　堤　勲四郎
大分県大分市西新地１丁目１－４９

（附特）給食室棟増築その他
工事

平成26年11月25日 16,871,760 随意契約
不落に終わったため再度公告を行ったが，再公告においても不調
に終わったため。
（入札参加者　当初：１者，再公告：０者）

２６年度限りの契約

8 施設企画課
株式会社野田産業
代表取締役　野田　忠博
大分県国東市安岐町塩屋２９１－３

（経）管理研究室棟東側外構
整備工事

平成26年9月18日 5,508,000 随意契約
２度入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　２者）

２６年度限りの契約

9 施設企画課
株式会社一原産業
代表取締役　一原　哲
大分県大分市萩原４丁目１１番９号

（旦野原）学生会館トイレ改
修工事

平成26年11月18日 9,936,000 随意契約
２度入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　３者）

２６年度限りの契約

9件 117,040,032合　　　　　　　計

調達予定総額
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