
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  Sales.
Syed A. Hasan.
Tiergartenstrasse15-17, 69121
Heidelberg, Germany

2017年版外国雑誌
SpringerLink
電子ジャーナル 1式

平成28年12月7日 7,966,976 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
ディレクター　エイドリアン・ルーゼン
オランダ王国アムステルダム市
ラーダーヴェヒ29

2017年版外国雑誌
SciVerse®ScienceDirect®
電子ジャーナル 1式

平成29年3月23日 45,599,367 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　平野　岳登志
福岡市博多区博多駅南一丁目3番
11号
KDX 博多南ビル6F

2017年版外国雑誌
American Journal of
Ophthalmology  1部 外81部

平成29年3月23日 10,096,290 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
丸善雄松堂株式会社 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

2017年版外国雑誌
Ameirican Journal of
Physiology  1部 外178部

平成29年3月23日 23,281,240 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雄松
堂(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

株式会社 九州神陵文庫　大分営業
所
所長　曽根　公照
大分市東野台1丁目17-6

2017年版外国雑誌
Asian Business &
Management  1部 外13部

平成29年3月23日 9,823,521 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) 九州
神陵文庫大分営業所に予約を行った。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
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29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28年9月5日 7,995,096 随意契約 試験問題を秘密にする必要があるため。

7 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　山田　尚宏
福岡市中央区天神一丁目12番14号

平成28事業年度会計監査業
務　一式

平成28年7月26日 8,456,400
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。

8 施設企画課

株式会社日立ビルシステム九州支
社
支社長　　伊藤　　学
福岡県福岡市博多区上呉服町１０
番１０号

大分大学（旦野原）昇降機部
品交換

平成28年10月28日 6,156,000 随意契約
定期的な部品交換を行う必要がある昇降機について，昇降機の
事故発生時の原因やかし担保責任の明確化の観点から，製造業
者である日立ビルシステムが部品交換を行うことが望ましいため。

9 経営管理課

ユニアデックス株式会社九州支店
支店長　松井隆二
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28年4月1日 15,804,741 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，障害発生時等には早急に対応できる体制をと
れる専門業者でなければならず，かつ院内に複雑に張り巡らされ
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る。
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。

9件 135,179,631

平成２８年度に締結した随意契約の状況

小　　　　　　　計
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10 経営管理課

ユニアデックス株式会社九州支店
支店長　松井隆二
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28年4月1日 13,210,400 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，障害発生時等には早急に対応できる体制をと
れる専門業者でなければならず，かつ院内に複雑に張り巡らされ
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る。
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

11 経営管理課
シミックホールディングス株式会社
代表取締役　中村和男
東京都港区芝浦1丁目1番1号

健康成人を対象としたＣＮＴ
－０１の薬物動態試験医師
主導治験実施支援業務

平成28年4月1日 14,765,220 随意契約

医師主導治験は，専門性が高く，業務の密度，及び精緻さが要求
される業務であり，委託するには，治験業務，同研究事業に精通
している相手方でなければならない。
シミックホールディングス株式会社（以下，「同社」という。）は平成
２５年度から名古屋大学をはじめ，大阪大学，京都大学，東京大
学等と医師主導治験業務を契約しており，十分な実績がある。
また，平成２７年度に本学と「健康成人を対象としたCNT-01の薬
物動態試験医師主導治験スタートアップ支援業務」を契約してお
り，前年度からの事業の継続性，統一性からも同社以外では対応
が不可能である。

12 経営管理課

株式会社東芝ライフサイエンス事業
統括部
デジタルヘルス事業開発部長 宮
本浩二
東京都港区芝浦一丁目1番1号

リストバンド型生体センサ
300個

平成28年4月21日 7,192,800 随意契約

大分県・大分大学・東芝・臼杵市の４者は「認知症研究推進に向
けた連携協定」を締結しており，東芝のリストバンド型生体センサ
を使用し，大分大学がデータ収集・発症機構の解明を行うことと
なっているため，同センサを購入する。
協定の趣旨から，契約の相手方は協定を締結している東芝ヘル
スケア社から事業を受け継いだ東芝ライフサイエンス事業統括部
のみである。

13 経営管理課
日本電気株式会社大分支店
支店長　玉川　孝一
大分県大分市東春日町１７番１９号

平成28年度ＤＰＣ様式調査改
定に伴うシステムソフトウェア
対応（持参薬、必要度）

平成28年10月24日 5,896,800 随意契約

本件の導入にあたっては，本院の病院情報管理システムに精通し
ていることが絶対条件であることから，本院病院情報管理システ
ムの賃貸借契約の相手方であり，また各対応モジュールを既に開
発済みの日本電気株式会社以外では対応が不可能である。

14 経営管理課
日本電気株式会社大分支店
支店長　玉川　孝一
大分県大分市東春日町１７番１９号

BUNGO2016端末追加（2017
年2月開始分）

平成28年12月26日 21,483,198 随意契約

本件は平成２８年１月に導入された病院情報管理システムの端末
の追加である。本件端末を同システム上で円滑に稼働させるため
には，本院の病院情報管理システムの開発者であり，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。

リース契約
364,122/月額

15 経営管理課

株式会社エイチシーエル・ジャパン
代表取締役社長　ニーランジャン・
バッタチャルジー
東京都千代田区内幸町1-1-7
NBF日比谷ビル19階

認知症リスク因子探索のた
めのデータ解析及び予防プ
ログラムの構築　一式

平成28年12月27日 12,000,000 随意契約

今回の研究でデータ取集のため使用しているリストバンド型セン
サーは，市販されているものとは異なり，本研究のためにＴＤＫ株
式会社と本学とで共同開発したものである。
このセンサーで収集したデータそのものでは，情報量が膨大すぎ
ることにより，必要とする情報を判断することが不可能である。セ
ンサーから収集された，肺活量，会話時間，睡眠時間，食事時間
から必要なデータを抽出して算出するには，独自のアルゴリズム
を持ち，臨床データ及びセンサーからのデータと画像データを組
み合わせて解析する技術を持っている株式会社エイチシーエル・
ジャパンしかいない。
また，予防プログラムの構築においても，上記で算出したデータを
活用した解析ツールによるプログラムの構築となるため，データを
算出し解析できる株式会社エイチシーエル・ジャパンに特定され
る。

6件 74,548,418小　　　　　　　計

調達予定総額

調達予定総額
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16 経営管理課
日本電気株式会社大分支店
支店長　玉川　孝一
大分県大分市東春日町１７番１９号

BUNGO2016端末追加（2017
年5月開始分）

平成29年3月24日 24,283,280 随意契約

本件は平成２８年１月に導入された病院情報管理システムの端末
の追加である。本件端末を同システム上で円滑に稼働させるため
には，本院の病院情報管理システムの開発者であり，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。

リース契約
433,630/月額

17 経営管理課

株式会社エイチシーエル・ジャパン
代表取締役社長　ニーランジャン・
バッタチャルジー
東京都千代田区内幸町1-1-7
NBF日比谷ビル19階

認知症リスク因子探索のた
めのデータ解析及び予防プ
ログラムの構築（Phase２）
一式

平成29年3月27日 15,000,000 随意契約

平成２８年度から継続しているリストバンド型センサーから抽出し
た運動量，会話時間，睡眠時間，食事時間等のビックデータの解
析を発展させることで，確実な認知症発症のリスク因子を明らかに
する研究で，データ取集のため使用しているリストバンド型セン
サーは，市販されているものとは異なり，本研究のためにＴＤＫ株
式会社と本学とで共同開発したものである。このため，必要なデー
タを抽出して算出できるのは，独自のアルゴリズムを持ち，臨床
データ及びセンサーからのデータと画像データを組み合わせて解
析する技術を持っている，株式会社エイチシーエル・ジャパンしか
いない。
さらに、これまでのデータ解析を担ってきた実績もあり、現時点で
得られた結果を活用して解析を進められるのは株式会社エイチ
シーエル・ジャパンのみである。
また、予防プログラムの開発においても、臨床データ及びセンサー
からのデータと画像データを組み合わせて解析する技術を持って
いる株式会社エイチシーエル・ジャパンに特定される。

18 経営管理課

ユニアデックス株式会社九州支店
支店長　松井隆二
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29年3月28日 15,643,800 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，障害発生時等には早急に対応できる体制をと
れる専門業者でなければならず，かつ院内に複雑に張り巡らされ
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る。
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。

19 経営管理課

ユニアデックス株式会社九州支店
支店長　松井隆二
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29年3月28日 14,881,294 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，障害発生時等には早急に対応できる体制をと
れる専門業者でなければならず，かつ院内に複雑に張り巡らされ
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る。
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

20 経営管理課
山下医科器械株式会社大分支店
支社長　中村　幸治
大分県大分市光吉927－1

消化器内視鏡包括保守契約 平成29年3月24日 11,382,012 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。

21 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　山下　孝
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29年3月22日 7,419,600 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

単価契約

6件 88,609,986小　　　　　　　計

調達予定総額

調達予定総額

調達予定総額
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22 経営管理課
株式会社アステム
代表取締役　吉村　恭彰
大分県大分市西大道二丁目3番8号

ICUカウンター内透析用制御
ユニット　一式

平成28年6月14日 8,640,000 随意契約

本件は，平成２７年６月１７日に契約した「逆浸透精製水製造シス
テム」（以下「同システム」という。）からICUの透析装置に供給する
RO水をコントロールする制御システムの調達である。
同システムと信号のやりとりを行い給排水，及び電磁弁の開閉等
の制御，操作を行わなければならないことから，本件調達が可能
なのは，同システムに精通した株式会社アステムのみである。

23 経営管理課
株式会社アステム
代表取締役　吉村　恭彰
大分県大分市西大道二丁目3番8号

救命救急棟ＩＶＲ/CT装置外
保守点検

平成28年8月31日 152,076,960 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。

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

血管造影撮影装置 INFX-
CB040A/J1型　CP交換

平成28年10月27日 5,400,000 随意契約

本件は，第１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)製血管造影撮影装置のフラットパネル制御ユニット消耗劣化
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
(株)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 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　滝沢一浩
東京都港区赤坂1丁目12番32号
アーク森ビル

遠隔操作型内視鏡下手術装
置保守

平成28年10月31日 13,478,400 随意契約

米国インテュイティブサージカル社製 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。

26 経営管理課
㈱バイオメディカル
代表取締役　伊東寛治
大分県大分市今市2621番地の２

ハイブリッド血管撮影装置修
理

平成28年12月20日 5,076,000 随意契約

本件は，第１１手術室に設置しているシーメンスヘルスケア㈱製血
管造影撮影装置のフラットパネル制御ユニット消耗劣化のため，
交換を行うものである。
本件装置の製造元であるシーメンスヘルスケア㈱が販売業者(株)
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。

27 経営管理課
㈱バイオメディカル
代表取締役　伊東寛治
大分県大分市今市2621番地の２

第三血管造影室X線管球外
交換

平成29年1月25日 19,278,000 随意契約

本件は，第三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，部品交
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(株)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。

28 経営管理課
㈱バイオメディカル
代表取締役　伊東寛治
大分県大分市今市2621番地の２

第１X線ＣＴ装置外保守点検 平成29年3月30日 154,990,800 随意契約

本件は，平成２８年３月に設置した東芝メディカルシステムズ㈱製
Ｘ線ＣＴ装置が１年間の無償の保守サービス期間が終るため，平
成29年4月から保守契約を締結するものである。
本装置を安全に，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)バイオメディカル
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。
よって，契約の相手方が特定される，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号の規定により随意契約を締結
しようとするものである。

7件 358,940,160小　　　　　　　計
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29 経営管理課

山下医科器械株式会社大分支店
支社長　久保　隆宏
大分県大分市光吉927－1

デジタルＸ線テレビシステム
保守

平成29年3月30日 18,900,000 随意契約

本件は，平成２８年３月に設置した島津メディカルシステムズ社製
デジタルＸ線テレビシステムが１年間の無償の保守サービス期間
が終るため，平成29年4月から保守契約を締結するものである。
本院の診療に支障なく使用するために，迅速な対応を必要とする
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。
当該装置の修理を行うことができるのは，メーカーから修理・点検
委託関係の一切の権限を委任されている，山下医科器械株式会
社のみである。
よって，調達の相手方が特定される為，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号の規定により随意契約を締
結しようとするものである。

30 経営管理課
㈱バイオメディカル
代表取締役　伊東寛治
大分県大分市今市2621番地の２

ＰＥＴ－ＣＴ装置外保守 平成29年3月30日 316,440,000 随意契約

本件は，シーメンス・ジャパン㈱製 ＰＥＴ－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，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。
よって，調達の相手方が特定される為，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号の規定により随意契約を締
結しようとするものである。

31 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 山下　孝
東京都文京区本駒込二丁目28番45
号

医薬品　クエン酸ガリウム-
Ga67注射液 Ga-67 37MBq
外158品目

平成29年3月27日 58,472,064 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

32 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 入田　和男
福岡県久留米市宮ノ陣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29年3月27日 291,089,764 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

4件 684,901,828

32件 1,342,180,023

小　　　　　　　計

合　　　　　　　計

調達予定総額調達予定総額

調達予定総額
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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
株式会社アステム
代表取締役 吉村　恭彰
大分県大分市西大道二丁目3番8号

植込み型補助人工心臓
HeartMateⅡ

平成29年2月7日 19,157,040 随意契約
２月１０日に手術を実施することが決定したのが１月３１日であり，
至急に調達をおこなわなければ診療に支障をきたすため。

1件 19,157,040

1件 19,157,040

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　藤野　久信
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28年4月1日 96,443,102 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　藤野　久信
大分市金池町2-3-4

電気契約　一式
(挾間キャンパス)

平成28年7月26日 280,480,900 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件 376,924,002

2件 376,924,002

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 施設企画課

扶桑工業株式会社
代表取締役　川野　計三
大分県大分市高城本町５番３１号

（旦野原）本部管理棟改修機
械設備工事

平成28年9月15日 12,096,000 随意契約
入札を執行したが不落に終わり，協議がまとまらず再度公告を
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）

2 施設企画課
株式会社藤建設
代表取締役　江藤　文生
大分県大分市東浜１丁目７番２１号

（教）文化資料倉庫改修その
他工事

平成28年10月19日 18,900,000 随意契約
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

有限会社一生工務店
代表取締役　石川　一生
大分県大分市大字寒田８７３番地４

（工）電子工学研究棟トイレ
改修工事

平成28年12月12日 5,389,200 随意契約
入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　２者）

3件 36,385,200

3件 36,385,200合　　　　　　　計

小　　　　　　　計

合　　　　　　　計

小　　　　　　　計

合　　　　　　　計

小　　　　　　　計
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