
【別紙２】

物品等又は役務の名
称及び数量

契約担当者の
役職，氏名
及び所在地

契約締結日
契約の相手方商号又は

名称及び住所

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条文及
び理由
（理由は具体的に記載す
ること。）

契約金額
予定
価格

落札
率

再就
職の
役員
数

備考

生体情報モニタリング
システム保守（西・東
病棟）

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和2年3月31日
大島器械株式会社
徳島市応神町応神産業
団地4-30

生体情報モニタリングシス
テム保守（西・東病棟）一式
の保守点検は、当該装置に
精通している業者でなけれ
ば不可能であり、当該装置
の納入業者で、メーカー代
理店でもある大島器械株式
会社以外では障害対応に
即座に対応できないため、
同社と随意契約を締結する
こととした。（国立大学法人
徳島大学会計規則第21条1
号）

14,519,450 - - - -

医師主導治験に係る
治験薬関連・総括報
告書作成支援業務請
負

徳島大学蔵本
事務部会計課
長
宮下　元伸
徳島市蔵本町
３丁目１８番地
の１５

令和2年3月30日
イーピーエス株式会社
東京都新宿区下宮比町２
番２３号

本業務は平成29年度～平
成31年度に受託研究の研
究業務の一部として外部委
託されたものであり､令和2
年度も引き続き実施するも
のである。過年度の経過や
データを継続して把握及び
管理する必要があるため、
同社と随意契約（徳島大学
会計規則第21条第1号）

6,789,062 - - - -

人事給与統合システ
ム保守

徳島大学常三
島事務部会計
課長
秦　充弘
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和2年3月30日

株式会社ワークスアプリ
ケーションズ
東京都港区赤坂1丁目12
番32号

システムの障害等に対応で
きるのは、本システムの開
発及び導入を行った株式会
社ワークスアプリケーション
ズ以外では不可能であるこ
とから、同社と随意契約。
（国立大学法人会計規則第
21条第1号）

8,802,728 - - - -

人事給与統合システ
ムクラウド運用サービ
ス

徳島大学常三
島事務部会計
課長
秦　充弘
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和2年3月30日

株式会社ワークスヒュー
マンインテリジェンス
東京都港区赤坂1丁目12
番32号

本システムが安定稼働する
ためのクラウド環境整備，シ
ステム及びデータの移設，
移設後のクラウドサーバー
管理運用を行うことは，本シ
ステムの開発及び導入，保
守を行っている(株)ワークス
ヒューマンインテリジェンス
（旧ワークスアプリケーショ
ンズ）以外では不可能であ
ることから、同社と随意契約
を締結することとした。（国
立大学法人徳島大学会計
規則第21条1号）

月額
467,649

(一部従量制の
ため概算額)

所要見込額
5,611,788

- - - -

随　意　契　約　一　覧　表
（予定価格及び落札率の欄の「－」は，他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しないもの。
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照射人全血液－LR
「日赤」200ml由来　外
23品

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和2年3月27日

日本赤十字社中四国ブ
ロック血液センター
広島県広島市中区千田
町2丁目5番5号

血液製剤については、一般
の医薬品とは異なり、昭和
39年8月21日の閣議決定に
より調達すべき相手方が日
本赤十字社または地域ごと
の地方公共団体の血液セン
ター等に特定されている。
よって、日本赤十字社中四
国ブロック血液センターと随
意契約を締結することとし
た。（国立大学法人徳島大
学会計規則第21条第1号）

241,413,163 - - - -

X線循環器診断システ
ム保守　一式

徳島大学病院
事務部
経理調達課長
樋口優
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和2年3月27日
株式会社大一器械
徳島市川内町平石若宮３
４０番地

X線循環器診断システム一
式の保守点検については、
当該装置に精通し一次障害
対応の体制を整えているこ
とが必須である。当該装置
の納入業者であり、メーカー
代理店でもある株式会社大
一器械以外は、一次障害対
応が不可能であることから、
同社と随意契約を締結する
こととした。（国立大学法人
徳島大学会計規則第21条
第1号）

11,164,800 - - - -

一般乗用旅客自動車
運送請負

徳島大学常三
島事務部会計
課長
秦　充弘
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和2年3月27日

徳島ハイタク集金事業株
式会社
徳島市助任本町1丁目4
番地

タクシーの利用について、チ
ケットを用いてタクシーを利
用すること並びに複数の会
社のタクシーを同一チケット
で利用できることが求めら
れるため、主として徳島市
内で営業するタクシー会社
がより多く加盟している徳島
ハイタク集金株式会社と契
約する必要があるため、同
社と随意契約。（国立大学
法人会計規則第21条第1
号）

所要見込額
7,176,480

- - - -

本院において、在宅療法を
実施に必要な治療器を賃貸
借するにあたり、当該機器
（米国Bioventus、LLC社製、
帝人ファーマ㈱製、日本特
殊陶業㈱製、マシモジャパ
ン㈱製、スター・プロダクト㈱
製、コニカミノルタ㈱製、ダイ
キン工業㈱製、㈱旭製作所
製、エスケイシリンダー㈱
製、帝人在宅医療㈱製、
ユーエーシー㈱製及びレス
メド㈱製）取扱に熟知してい
ること、機器の保守管理等
の緊急対応が可能である業
者でなければならない。
また、患者の病状・状況に
応じて医師が機器を選定
し、患者は同機器を長期に
わたり継続して使用し、病状
の変化等特別な場合を除き
途中で機器を変更すること
ができない。
加えて、在宅療養のため、
機器の点検等で業者が直
接患者の自宅を訪問するこ
ともあり、患者のＱＯＬの確
保からも業者を変更するこ
とは好ましくない。
以上より、本院の要求要件
を満たせるのは、帝人在宅
医療株式会社が唯一の業
者である。よって、同社と随
意契約を締結することとし
た。（国立大学法人徳島大
学会計規則第21条第1号）

超音波骨折治療器 外
賃貸借

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和2年3月27日
帝人在宅医療株式会社
東京都千代田区霞が関3
丁目2番1号

所要見込額
48,484,480円

- - --
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交流電場腫瘍治療シ
ステムの賃貸借　外

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和2年3月26日

ノボキュア株式会社
東京都千代田区丸の内
一丁目9番1号
グラントウキョウノースタ
ワー36階

本院において、在宅療法を
実施するにあたり、治療器
を賃借する必要がある。
治療器はノボキュア(株)の
製品であり、日本国内にお
いては総代理店であるノボ
キュア(株)が顧客へ直接販
売し、独占的に提供してい
るため、他の代理店は存在
しない。
よって、本院の要求要件を
満たせるのはノボキュア(株)
が唯一の業者であるため、
同社とと随意契約を締結す
ることとした。（国立大学法
人徳島大学会計規則第21
条第1号）

所要見込額
17,318,400

- - - -

財務会計システム保
守

徳島大学常三
島事務部会計
課長
秦　充弘
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和2年3月26日
株式会社ニッセイコム
大阪市北区中之島3丁目
2番4号

システムの障害等に対応で
きるのは、本システムの開
発及び導入を行った株式会
社ニッセイコム以外では不
可能であることから、同社と
随意契約。（国立大学法人
会計規則第21条第1号）

8,571,420 - - - -

放射性同位元素及び
放射性医薬品

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和2年3月25日

公益社団法人日本アイソ
トープ協会
東京都文京区本駒込2丁
目28番45号

放射性同位元素及び放射
性医薬品については、公益
社団法人日本アイソトープ
協会が日本国内における唯
一の販売機関である。
よって、公益社団法人日本
アイソトープ協会と随意契
約を締結することとした。
（国立大学法人徳島大学会
計規則第21条第1号）

137,560,940 - - - -

超音波診断装置保守

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和2年3月24日
株式会社大一器械
徳島市川内町平石若宮３
４０番地

　超音波診断装置一式の保
守点検については、当該装
置に精通し、一時障害対応
の体制を整えていることが
必須である。
　株式会社大一器械は、当
該装置の納入業者であり、
メーカー代理店でもある為、
装置に熟知しており、一時
障害対応の体制を整えてい
る。しかし、他の企業では当
該装置の取り扱いを熟知し
ていないため即時修理の実
施は困難であり、一時障害
対応の体制整備が不十分
である。
　よって、同社と随意契約を
締結することとした。（国立
大学法人徳島大学会計規
則第21条第1号）

13,681,893 - - - -
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インスリン経皮的持続
注入法における機器
外　賃貸借

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和2年3月23日

株式会社カワニシ徳島営
業所
徳島市北田宮2丁目15-
45井川ビル

本院において、在宅療法を
実施に必要な治療器を賃貸
借するにあたり、当該機器
（日本メドトロニック㈱製及
び大研医器㈱製）取扱に熟
知していること、機器の保守
管理等の緊急対応が可能
である業者でなければなら
ない。
また、患者の病状・状況に
応じて医師が機器を選定
し、患者は同機器を長期に
わたり継続して使用し、病状
の変化等特別な場合を除き
途中で機器を変更すること
ができない。
加えて、在宅療養のため、
機器の点検等で業者が直
接患者の自宅を訪問するこ
ともあり、患者のＱＯＬの確
保からも業者を変更するこ
とは好ましくない。
以上より、本院の要求要件
を満たせるのは、株式会社
カワニシ徳島営業所が唯一
の業者である。よって、同社
と随意契約を締結することと
した。（国立大学法人徳島
大学会計規則第21条第1
号）

所要見込額
14,296,260

- - - -

本院において、在宅療法を
実施に必要な治療器を賃貸
借するにあたり、当該機器
（フクダ電子㈱，㈱メトラン，
㈱大東バルブ製作所，伊藤
忠工業ガス㈱，ダイキン工
業㈱，豪州ResMed社，フィ
リップス・レスピロニクス合
同会社）取扱に熟知してい
ること、機器の保守管理等
の緊急対応が可能である業
者でなければならない。
また、患者の病状・状況に
応じて医師が機器を選定
し、患者は同機器を長期に
わたり継続して使用し、病状
の変化等特別な場合を除き
途中で機器を変更すること
ができない。
加えて、在宅療養のため、
機器の点検等で業者が直
接患者の自宅を訪問するこ
ともあり、患者のＱＯＬの確
保からも業者を変更するこ
とは好ましくない。
以上より、本院の要求要件
を満たせるのは、フクダライ
フテック四国株式会社が唯
一の業者である。よって、同
社と随意契約を締結するこ
ととした。（国立大学法人徳
島大学会計規則第21条第1
号）

所要見込額
24,382,480

- - - -

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

経鼻的持続陽圧呼吸
療法装置　外　賃貸
借

フクダライフテック四国株
式会社　徳島営業所
徳島市南矢三町3-9-5-1

令和2年3月24日
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Scopus®の利用　一
式

徳島大学学術
情報部長
林田宏三
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和2年3月23日
エルゼビア・ビー・ブイ
オランダ王国アムステル
ダム市ラーダーヴェヒ29

Scopus®はエルゼビア・
ビー・ブイ社の製品で，世界
的にエルゼビア・ビー・ブイ
社のみが直接販売し，他業
者との競争を許さないた
め，同社と随意契約（国立
大学法人徳島大学会計規
則第21条第1号）

28,828,353 - - - -

データベース
SciFinder
n(Academic)の利用
一式

徳島大学学術
情報部長
林田宏三
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和2年3月23日

一般社団法人化学情報
協会
東京都文京区本駒込6-
25-4

SciFinder n(academic)は，
ケミカル・アブストラクツ・
サービス（ＣＡＳ）の製品で，
日本国内においては，一般
社団法人化学情報協会の
みが直接販売し，他業者と
の競争を許さないため，同
社と随意契約（国立大学法
人徳島大学会計規則第21
条第1号）

13,003,530 - - - -

在宅酸素療法用吸着
型酸素濃縮装置　外
の賃貸借

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和2年3月23日

高松帝酸株式会社徳島
営業所
徳島県板野郡松茂町笹
木野八北開拓188-3

本院において、在宅療法を
実施に必要な治療器を賃貸
借するにあたり、当該機器
（大陽日酸㈱，チェスト㈱，
エア・ウォーター・メディカル
㈱，ダイキン工業㈱，フィッ
シャーアンドパイケルヘルス
ケア㈱，米国レスピロニクス
社，㈱ジェイ・エム・エス，米
国ケアフュージョン社，米国
コヴィディエン社，英国ユナ
イテッドハイエックインダスト
リーズ社，仏国エアリキッド
社，フィリップス・レスピロニ
クス合同会社製）取扱に熟
知していること、機器の保守
管理等の緊急対応が可能
である業者でなければなら
ない。
　また、患者の病状・状況に
応じて医師が機器を選定
し、患者は同機器を長期に
わたり継続して使用し、病状
の変化等特別な場合を除き
途中で機器を変更すること
ができない。
　加えて、在宅療養のため、
機器の点検等で業者が直
接患者の自宅を訪問するこ
ともあり、患者のＱＯＬの確
保からも業者を変更するこ
とは好ましくない。
　以上より、本院の要求要
件を満たせるのは、高松帝
酸株式会社徳島営業所の
みであり、同社と随意契約
を締結することとした。（国
立大学法人徳島大学会計
規則第21条第1号）

所要見込額
53,878,550

- - - -
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臨床検査請負（カルバ
マゼピン　外　９０項
目）

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和2年3月19日
株式会社ＬＳＩメディエンス
東京都千代田区内神田
一丁目13番4号

検査結果を利用して病気の
診断および治療を行う場
合、検査方法や使用試薬の
変更により検査結果が変わ
ることは臨床上望ましくな
い。
検査結果は病気の診断、重
症度の判定、治療効果の判
定、治癒の判定、さらに予
後の判定に用いられること
から、データの継続性は最
も重要である。したがって，
検査方法や使用試薬の変
更により検査結果
が変わり経時的変化がフォ
ローできないと治療でのトラ
ブルとなり、患者にとっても
デメリットが増加する。
外部委託検査の契約にお
いても、検査データの継続
性は最も重要で考慮すべき
事項である。
よって、株式会社ＬＳＩメディ
エンスとの随意契約を締結
することとした。（国立大学
法人徳島大学会計規則第
21条第1号）

所要見込額
26,609,184

- - - -

臨床検査請負（ＦＴＡ
－ＡＢＳ－ＩｇＧ　外　３
８項目）

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和2年3月19日

株式会社ビ－・エム・エル
徳島営業所
徳島市川内町平石流通
団地17番

検査結果を利用して病気の
診断および治療を行う場
合、検査方法や使用試薬の
変更により検査結果が変わ
ることは臨床上望ましくな
い。
検査結果は病気の診断、重
症度の判定、治療効果の判
定、治癒の判
定、さらに予後の判定に用
いられることから、データの
継続性は最も
重要である。したがって，検
査方法や使用試薬の変更
により検査結果
が変わり経時的変化がフォ
ローできないと治療でのトラ
ブルとなり、
患者にとってもデメリットが
増加する。
外部委託検査の契約にお
いても、検査データの継続
性は最も重要で
考慮すべき事項である。
よって、株式会社ビ－・エ
ム・エル徳島営業所との随
意契約を締結することとし
た。（国立大学法人徳島大
学会計規則第21条第1号）

所要見込額
12,821,065

- - - -
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臨床検査請負（結核
菌特異的ＩＦＮ－γ
外　１７６項目）

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和2年3月19日
株式会社エスアールエル
東京都新宿区西新宿二
丁目1番1号

検査結果を利用して病気の
診断および治療を行う場
合、検査方法や使用試薬の
変更により検査結果が変わ
ることは臨床上望ましくな
い。
検査結果は病気の診断、重
症度の判定、治療効果の判
定、治癒の判定、さらに予
後の判定に用いられること
から、データの継続性は最
も重要である。したがって，
検査方法や使用試薬の変
更により検査結果
が変わり経時的変化がフォ
ローできないと治療でのトラ
ブルとなり、患者にとっても
デメリットが増加する。
外部委託検査の契約にお
いても、検査データの継続
性は最も重要で考慮すべき
事項である。
よって、株式会社エスアー
ルエルとの随意契約を締結
することとした。（国立大学
法人徳島大学会計規則第
21条第1号）

所要見込額
87,047,716

- - - -

ScienceDirect®の利
用　一式

徳島大学学術
情報部長
林田宏三
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和2年3月19日
エルゼビア・ビー・ブイ
オランダ王国アムステル
ダム市ラーダーヴェヒ29

ScienceDirect®はエルゼビ
ア・ビー・ブイ社の製品で，
世界的にエルゼビア・ビー・
ブイ社のみが直接販売し，
他業者との競争を許さない
ため，同社と随意契約（国
立大学法人徳島大学会計
規則第21条第1号）

73,466,845 - - - -

ScVal®の利用　一式

徳島大学学術
情報部図書情
報課長
森谷めぐみ
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和2年3月19日
エルゼビア・ビー・ブイ
オランダ王国アムステル
ダム市ラーダーヴェヒ29

SciVal®はエルゼビア・ビー・
ブイ社の製品で，世界的に
エルゼビア・ビー・ブイ社の
みが直接販売し，他業者と
の競争を許さないため，同
社と随意契約（国立大学法
人徳島大学会計規則第21
条第1号）

6,731,201 - - - -

徳島大学病院におけ
る労働者派遣業務(医
事課)

徳島大学病院
経理調達課長
樋口　優
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和2年3月9日

株式会社エスディーセン
ター
徳島市徳島町城内6番地
19

競争に付したが入札者が無
かったため，参考見積書を
提出した業者のうち，最も安
価な額で提示のあった者と
随意契約を締結することとし
た。（国立大学法人徳島大
学会計規則第21条第5号）

時間内単価
1,815

時間外単価
2,268

- - - -

徳島大学仮想化基盤
設備保守業務

徳島大学常三
島事務部会計
課長
秦　充弘
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和2年3月9日

NECフィールデング株式
会社四国支社徳島営業
所
徳島市徳島町2丁目19-1

故障・障害発生時に迅速な
復旧対応が可能であるのは
当該設備を導入・構築した
日本電気(株)のみである
が、サーバのある仮想化基
盤に関しては同社の社内体
制上、納入6年目以降は同
社の保守委託先であるNEC
フィールディング(株)による
対応になることから、同社と
随意契約。（国立大学法人
会計規則第21条第1号）

6,117,658 - - - -

徳島大学有線ネット
ワーク設備保守業務

徳島大学常三
島事務部会計
課長
秦　充弘
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和2年2月28日
日本電気株式会社徳島
支店
徳島市徳島町2丁目19-1

故障・障害発生時に迅速な
復旧対応が可能であるのは
当該設備を導入・構築した
日本電気(株)のみであるこ
とから、同社と随意契約。
（国立大学法人会計規則第
21条第1号）

7,590,000 - - - -
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徳島大学（蔵本）病院
等ＥＳＣＯ事業設備維
持管理業務

徳島大学施設
マネジメント部
部長
沼本　國孝
徳島市新蔵町
２丁目２４番地

令和2年2月14日
高砂丸誠エンジニアリン
グサービス株式会社

本契約は、平成26年3月より
当該業者と契約しており、
契約満了に伴い契約を更新
するものである。現ＥＳＣＯ
事業のシステムを熟知し維
持管理運用業務を効率的
に行えるのは当該業者のみ
であるため，随意契約とす
る。（国立大学法人徳島大
学会計規則第21条１号）

57,268,145 - - - -

ガンマカメラシステム
再リース

徳島大学病院
経理調達課長
樋口　優
徳島市蔵本町2
丁目50-1

令和2年2月7日

みずほリース株式会社高
松支店
香川県高松市番町１丁目
６番８号

リース契約期間満了に伴
い，引き続き本システムの
利用を希望するものである
が，再リース契約にあたっ
ては，リース契約書に基づ
き，みずほリース株式会社
高松支店及びシーメンスヘ
ルスケア株式会社四国営業
所を相手方として契約を締
結する必要があることから，
同社と随意契約を締結する
こととした。（国立大学法人
徳島大学会計規則第21条1
号）

月額
641,179円

所要見込額
7,694,148円

- - - -

Ｕｐ　Ｔｏ　Ｄａｔｅ　Ａｎｙ
ｗｈｅｒｅ　Ｓｉｔｅ　Ｌｉｃｅｎｓ
ｅ　一式

徳島大学病院
事務部長
岡田 俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和2年1月29日

ＵｐＴｏＤａｔｅ　Ｉｎｃ
２３０　Ｔｈｉｒｄ　Ａｖｅ，Ｗａｌｔ
ｈａｍ，ＭＡ　０２４５１　ＵＳ
Ａ

同サービスは，臨床医が患
者ケアの現場で正しい判断
を下すための情報源として
大きな役割を果たしており，
患者の入院期間短縮，死亡
率低下等，医療の質の向上
にも大きく寄与している。臨
床医の情報源として活用す
るため同社のサービスを契
約（Up To Date Anywhere
Site License契約となる）す
る必要がある。なお，米国
ToDate 社のサービスにつ
いては，同社の日本事務所
である株式会社ウォルター
ズ・クルワー・ヘルス・ジャパ
ンを通してのみ契約可能で
ある。よって，同社と随意契
約を締結することとした。
（国立大学法人徳島大学会
計規則第21条1号）

14,003,951 - - - -

 電子ジャーナル
(American Chemical
Society)の利用　一
式

徳島大学学術
情報部図書情
報課長
森谷めぐみ
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和元年10月28日

株式会社紀伊國屋書店
岡山営業所
岡山市北区中山下2丁目
2番1号　エスパス岡山9
階

競争に付し、再度の入札
をしても落札者がなかっ
たため、随意契約を締結
する。（国立大学法人徳
島大学会計規則第21条第5
号）

8,467,436 - - - -

2020年SpringerNature
社電子ジャーナルの
利用　一式

徳島大学学術
情報部長
林田宏三
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和元年10月25日

Springer Nature
Customer Service Center
GmbH
Tiergartenstrasse 15-17,
69121 Heidelberg,
Germany

SpringerNature社電子
ジャーナルの商品
SpringerLink，Nature
Journals，Academic
JournalsはSpringer Nature
Customer Service Center
GmbHのみが直接販売して
おり，他の代理店は取り
扱っていない。(国立大学法
人徳島大学会計規則第21
条第1号)

28,189,082 - - - -

サイプリス（ＨＭ－
１２Ｓ）の運転及び
日常保守管理業務
一式

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和元年10月16日

住重加速器サービス株
式会社
東京都品川区大崎１－
１７－６

ＰＥＴ検査に使用する薬
剤を合成するため高度な
知識と技術を要する専門
家が要求される。機器の
運転及び日常点検管理業
務をメーカーである住友
重機械工業株式会社から
委任されており，機器の
操作及び構造等を熟知し
ていることから，同社と
随意契約を締結すること
とした。（国立大学法人
徳島大学会計規則第21条1
号）

37,224,000 - - - -
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ヴォトリエント錠
200ｍｇ　外　１３
品

株式会社よんやく徳島
営業部
板野郡北島町鯛浜字中
須4番地2

アムビゾーム点滴静
注用５０ｍｇ　外
３品

株式会社アスティス
徳島市川内町平石夷野
224番地30

イクスタンジ錠４０
ｍｇ　外　２２品

四国アルフレッサ株式
会社徳島営業部
徳島市川内町平石夷野
224番地29

カンサイダス点滴静
注用７０ｍｇ　外
２品

株式会社幸燿徳島営業
部
徳島市川内町加賀須野
463番地23

一酸化窒素吸入療法
装置賃貸借

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和元年9月27日

中・四国エア・ウォー
ター株式会社岡山支店

岡山県岡山市北長瀬本
町１０番２５号

　現在、保険適用となっ
ている一酸化窒素吸入療
法装置は米国マリンク
ロットマニュファクチュ
アリングエルエルシー社
製装置のみであり、エ
ア・ウォーター(株)は日
本国内唯一の代理店であ
る。そして中国四国地区
においては，中・四国エ
ア・ウォーター(株)が販
売している。
　さらに、緊急対応が可
能であり、機器、及び薬
にわたるトータルサポー
トが可能でなければなら
ない。
　以上の理由より、同社
と随意契約。（国立大学
法人徳島大学会計規則第
２１条第１号）

所要見込額
45,750,096

- - -
単価
契約

徳島大学バイオデザ
イン人材育成プログラ
ム

徳島大学常三
島事務部会計
課長
秦　充弘
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和元年9月13日

一般社団法人バイオデ
ザイン協会
東京都千代田区麹町２－
１０－２

ポストLEDフォトニクス研究
所医光融合研究部門にお
いて，社会実装を目指した
研究に資するため，米国ス
タンフォード大学で2001年に
スタートした人材育成プログ
ラムである「バイオデザイ
ン」に取り組むこととし，日本
で唯一バイオデザインプロ
グラムを提供できる（一社）
ジャパンバイオデザイン協
会と随意契約を契約随意契
約を締結することとした。
（国立大学法人徳島大学会
計規則第21条1号）

7,200,000 - - - -

徳島大学病院におけ
る労働者派遣業務
（事務室・外来等メ
ディカルクラーク）

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和元年9月2日

株式会社エスディーセ
ンター
徳島市徳島町城内6番地
19

競争に付し、再度の入札
をしても落札者がなかっ
たため、随意契約を締結
する。（国立大学法人徳
島大学会計規則第21条第5
号）

時間内単価
1,782

時間外単価
2,226

所要見込額
12,027,936

- - -
単価
契約

徳島大学病院診察衣
外32品洗濯請負

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和元年9月2日
東邦セールス株式会社
徳島市応神町吉成字只
津37番地19

競争に付し、再度の入札
をしても落札者がなかっ
たため、随意契約を締結
する。（国立大学法人徳
島大学会計規則第21条第5
号）

所要見込額
25,792,570

- - -
単価
契約

徳島大学病院洗濯業
務請負

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和元年9月2日
東邦セールス株式会社
徳島市応神町吉成字只
津37番19

競争に付し、再度の入札
をしても落札者がなかっ
たため、随意契約を締結
する。（国立大学法人徳
島大学会計規則第21条第5
号）

61,776,000 - - - -

競争に付し、再度の入札
をしても落札者がなかっ
たため、随意契約を締結
する。（国立大学法人徳
島大学会計規則第21条第5
号、国立大学法人徳島大
学契約事務取扱規則第36
条第4号）

所要見込額
307,746,484

円

単価
契約

- - -令和元年9月30日

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1
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徳島大学病院ベッド
等洗浄業務請負

徳島大学病院
事務部長
岡田俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和元年9月2日
東邦セールス株式会社
徳島市応神町吉成字只
津37番地19

競争に付し、再度の入札
をしても落札者がなかっ
たため、随意契約を締結
する。（国立大学法人徳
島大学会計規則第21条第5
号）

11,093,760 - - - -

徳島大学病院ベッド
メーキング業務請負

徳島大学病院
事務部長
岡田俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和元年9月2日
東邦セールス株式会社
徳島市応神町吉成字只
津37番地19

競争に付し、再度の入札
をしても落札者がなかっ
たため、随意契約を締結
する。（国立大学法人徳
島大学会計規則第21条第5
号）

所要見込額
33,463,213

- - -
単価
契約

徳島大学病院寝具賃
貸借

徳島大学病院
事務部長
岡田 俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和元年9月2日
東邦セールス株式会社
徳島市応神町吉成字只
津37番地19

競争に付し、再度の入札
をしても落札者がなかっ
たため、随意契約を締結
する。（国立大学法人徳
島大学会計規則第21条第5
号）

所要見込額
71,961,868

- - -
単価
契約

光電子増倍管

徳島大学常三
島事務部会計
課長
秦　充弘
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和元年8月19日

浜松ホトニクス株式会
社
浜松市東区市野町１１
２６番地の１

製造元である同社が直接
販売を行っており、他に
取扱可能な代理店等がな
いため、同社と随意契約
を締結する。（国立大学
法人徳島大学会計規則第
21条第1号）

9,185,400 - - - -

監査契約

徳島大学常三
島事務部会計
課長
秦　充弘
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和元年7月10日

有限責任あずさ監査法
人
東京都新宿区津久戸町1
番2号

国立大学法人法第35条に
おいて準用する独立行政
法人通則法第40条の規定
に基づき、文部科学大臣
より選任されているた
め、同法人と随意契約を
締結する。（国立大学法
人徳島大学会計規則第21
条第1号）

12,045,000 - - - -

徳島大学データセン
タラック借用

徳島大学常三
島事務部会計
課長
秦　充弘
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和元年6月28日

西日本電信電話株式会
社徳島支店
徳島市西大工町二丁目5
番地1

本学が現在利用している
データセンタが令和3年度
末をもって閉鎖を予定し
ていることから，更新時
期を迎えた徳島大学キャ
ンパス情報ネットワーク
システムは西日本電信電
話（株）徳島支店の運営
するデータセンタ（以下
「NTTデータセンタ」とい
う。）に設置することと
なり，同システムと接続
する仮想化基盤設備（政
府調達 平成25年10月31日
日本電気（株）徳島支
店）についてもNTTデータ
センタに移設する必要が
生じた。本件契約は，NTT
データセンタにおいて仮
想化基盤設備を収容する
ラックの賃貸借契約であ
り，国立大学法人徳島大
学会計規則第２１条第１
号の規定を適用し，西日
本電信電話（株）徳島支
店と随意契約を締結する
こととした。

7,569,720 - - - -
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交流電場腫瘍治療シ
ステムの賃貸借　外

徳島大学病院
事務部長
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和元年6月27日

ノボキュア株式会社
東京都千代田区丸の内
一丁目9番1号
グラントウキョウノー
スタワー36階

本学病院（以下「本院」
という。）において，在
宅療法を実施するにあた
り，治療器を賃借する必
要がある。
　治療器はノボキュア
(株)の製品であり，日本
国内においては総代理店
であるノボキュア(株)が
顧客へ直接販売し，独占
的に提供しているため、
他の代理店は存在しな
い。
よって，本院の要求要件
を満たせるのはノボキュ
ア(株)が唯一の業者であ
るため、国立大学法人徳
島大学会計規則第２１条
第１号の規定を適用し，
ノボキュア(株)と随意契
約を締結するものであ
る。

所要見込額
12,752,640

- - - -
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