
【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

遠隔診療業務支援シ
ステム

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3年3月31日
日本電気株式会社徳島
支店
徳島市徳島町2丁目19-1

本システムの導入目的はコ
ロナ禍ににおける病院情報
システムを外部から安全に
利用するための高度なセ
キュリティ対策を講じた仮想
デスクトップ環境を構築する
ことであり、本院既設の病
院情報システムとの連携は
不可欠である。
病院情報システムは日本電
気株式会社、NECキャピタ
ルソリューション株式会社で
リース契約を締結しており、
電子カルテをはじめ診療業
務の中核をなし、業務を停
止することなく円滑に稼働
することが必須であること、
新型コロナウイルス感染症
拡大状況に鑑みて可能な限
り早期に導入する必要がる
ことから、病院情報システム
を熟知した導入業者である
日本電気株式会社以外で
は、本システム構築は不可
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条第1号）

72,599,000 - - - -

放射線医薬品合成シ
ステム保守

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3年3月31日
株式会社大一器械
徳島市川内町平石若宮
340番地

放射線医薬品合成システム
の保守に関しては、本シス
テムに精通し、一時障害対
応の体制を整えていること
が必須であり、本システム
の納入業者である株式会社
大一器械以外では対応が
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）

12,210,000 - - - -

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
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3年3月30日

日本赤十字中四国ブロッ
ク血液センター
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毎
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）

所要見込額
233,194,455

- - - -

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3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
463,641

(一部従量制の
ため概算額)

所要見込額
5,563,692

- - - -

随　意　契　約　一　覧　表
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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3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

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
- - - -

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3年3月30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

5,933,190
- - - -

経鼻的持続陽圧呼吸
療法装置　外の賃貸
借

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3年3月29日

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丁目9-
5-1

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㈱　外）の取扱
を熟知していること、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
26,757,500

- - -
単価
契約

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3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 -

超音波診断装置保守

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3年3月22日
株式会社大一器械
徳島市川内町平石若宮
340番地

超音波診断装置の保守に
関しては、本装置に精通し、
一時障害対応の体制を整え
ていることが必須であり、本
装置の納入業者である株式
会社大一器械以外では対
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）

11,632,324 - - - -

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3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 - - - -
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臨床検査請負（カルバ
マゼピン　外88項目）

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3年3月19日
株式会社LSIメディエンス
東京都千代田区神田一
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
26,229,472

- - -
単価
契約

臨床検査請負（Wt1
mRNA定量（血液、骨
髄）　外37項目）

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3年3月19日

株式会社ビー・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、株式会社ビー・エ
ム・エルと随意契約を締結
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
17,567,462

- - -
単価
契約
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臨床検査請負（結核
菌特異的IFN-γ　外
183項目）

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3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
82,506,727

- - -
単価
契約

医療用消耗品（i･pres
core用PPサーマルラ
ベル　外1品）

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3年3月19日
株式会社ムトウ四国徳島
支店
徳島市南田宮4丁目8-7

一般競争入札に付したが、
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、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
6,447,815

- - -
単価
契約

徳島大学データセンタ
ラック借用

徳島大学常三
島事務部長
高原　哲也
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和3年3月19日

西日本電信電話株式会
社徳島支店
徳島市大工町ニ丁目5番
地１

データセンタにおいて仮想
化基盤設備を収納するラッ
クである。仮想化基盤設備
はキャンパス情報ネットワー
クシステムと接続している。
キャンパス情報ネットワーク
は西日本電信電話株式会
社のデータセンタに設置し
ていることから仮想化基盤
設備を設置するデータセン
タも同様に設置する必要が
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1号）

月額
382,800

- - - -

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3年3月8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 - - - -

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
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3年3月4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

交流電場腫瘍治療システム
（オプチューンNovoTTF-
100Aシステム）はイスラエル
国ノボキュア社製であり、日
本国内においては総代理店
であるノボキュア株式会社
が直接販売している。また、
賃貸借についても代理店を
通すことなく直接貸与してい
ることから、ノボキュア株式
会社以外では賃貸借が不
可である。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
17,318,400

- - -
単価
契約
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がん遺伝子検査請負

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3年3月1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

米国ミリアド・ジェネティクス
社が提供する検査であり、
米国ミリアド・ジェネティクス
社と株式会社エスアールエ
ルは独占的業務委託契約
を締結していることから、日
本国内においては、株式会
社エスアールエル以外では
検査を実施できない。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）

BRCA1/2遺伝
子検査

1件あたり
198,000

myChoice診断
システム

1件あたり
313,500

所要見込額
18,529,500

- - -
単価
契約

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
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3年2月26日

高松帝酸株式会社徳島
営業所
板野郡松茂町笹木野八
北開拓188-3

本院において、在宅療法の
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㈱製　外）の取扱
を熟知していること、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
49,190,900

- - - -

超音波骨折治療器
外　賃貸借

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3年2月25日
帝人ヘルスケア株式会社
東京都千代田区霞が関3
丁目2番1号

本院において、在宅療法の
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
外）の取扱を熟知しているこ
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、帝人ヘル
スケア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
48,980,800

- - - -

ナノ粒子イメージング
アナライザー

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3年2月25日

メイワフォーシス株式会
社
東京都新宿区新宿1-14-
2

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）

7,942,000 - - - -
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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3年2月24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）

13,757,740 - - - -

がんゲノム検査請負

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3年2月18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

米国ファウンデーション・メ
ディシン社で製造する
FoundationOne CDｘがんゲ
ノムプロジャイルを用いた検
査であり、日本国内におい
ては中外製薬株式会社の
みが実施している。中外製
薬株式会社は本検査の提
供について、株式会社エス
アールエルと業務提携契約
を締結していることから、日
本国内においては、株式会
社エスアールエル以外では
検査を実施できない。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）

1件あたり
462,000

所要見込額
20,790,000

- - - -

Optical Multi-Format
Transmitter

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3年2月15日

光貿易株式会社
東京都文京区湯島3-13-
8湯島不二ビル301

本件物品は独国ID
Photonics GmbH社の製品
であり，日本国内において
は総代理店である光貿易
(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，本件物品を納入で
きる業者は光貿易(株)のみ
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，随
意契約を締結するものであ
る。

6,597,800 - - - -

HM12S型ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ
&FDG合成ｼｽﾃﾑ&多
目的ﾎﾟｼﾞﾄﾛﾝ標識化合
物自動合成ｼｽﾃﾑ保
守

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3年2月5日

住友加速器サービス株
式会社
東京都品川区大崎1-17-
6

本設備の保守点検について
は、包括的に機械の構造及
び特性を熟知している本設
備の設置業者である住友重
機械工業株式会社からアフ
ターサービス業務を業務移
管された住友加速器サービ
ス株式会社以外では履行で
きない。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）

38,500,000 - - - -
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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
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和3年1月28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
16,811,300

- - - -

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

シーメンスヘルスケア株
式会社四国営業所
香川県高松市伏石町
2086番地2号

2021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2年11月24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)

28,485,513 - - - -

附属図書館本館西書
庫書架更新及び床補
修工事に伴う図書移
転作業及び保管

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2年10月27日
徳島通運株式会社
徳島市東沖洲２丁目６０

本件は，附属図書館本館の
図書等を，書架更新作業の
間一時的に学外へ運搬し保
管するものであり，国立大
学法人徳島大学契約事務
取扱規則第36条1号に該当
するため，複数社による競
争見積徴取の結果，徳島通
運(株)と随意契約を締結す
ることとした。（国立大学法
人徳島大学契約事務取扱
規則第36条1号）

5,335,000 - - - -

- - - -
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
垣添　裕之
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和2年12月3日

リース契約満了に伴い、引
き続き本システムの利用を
希望するものである。再リー
ス契約にあたっては、現再
リース契約書第２２条第２項
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
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外来診療支援システ
ム保守等業務

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和2年9月30日
日本電気株式会社徳島
支店
徳島市徳島町2丁目19-1

本院の外来診療支援システ
ムは、外来診療業務の中核
をなしており、円滑な稼働が
求められることから、保守に
関しては本システムに精通
し、一時障害対応の体制を
整えていることが必須であ
り、本システムの納入業者
である日本電気株式会社以
外では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）

12,540,000 - - - -

マルチスライスCT装
置修理

徳島大学病院
経理調達課長
垣添　裕之
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和2年9月17日

シーメンスヘルスケア株
式会社四国営業所
香川県高松市伏石町2-
86-2

当該作業については、専門
的技術を要するため、製造
から保守まで一貫して行っ
ている機器設置メーカーの
シーメンスヘルスケア株式
会社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条第1号）

5,700,000 - - - -

マグネトロンスパッタ
装置

徳島大学常三
島事務部長
高原　哲也
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和2年8月31日
ケーズテック合同会社
茨城県稲敷郡阿見町中
央二丁目１６－２４

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）

14,960,000 - - - -

監査契約

徳島大学常三
島事務部長
高原　哲也
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和2年8月7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 - - - -

徳島大学と日亜化学
工業株式会社及びテ
クニオン－イスラエル
工科大学（Technion）
との契約支援業務

徳島大学常三
島事務部長
高原　哲也
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和2年7月29日

東京都千代田区大手町
一丁目１番２号大手門タ
ワー
西村あさひ法律事務所
弁護士　齋　藤　　　崇

本件業務遂行にあたって
は、イスラエルの情勢、法
律について非常に専門的か
つ高度な知識を要すること
が予想される。また、本学内
規則や先行する共同研究
契約との切り分けなど、関
連する事項が多岐に渡るこ
とに加え、３者共同研究の
開始を2021年1月に予定し
ているという時間的な制約
から、これまでに依頼経験
のある弁護士との契約が望
ましいことから、同弁護士と
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）

所要見込額
10,571,550

- - - -
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Ｘ線血管装置修理（Ｌ
側Ｘ線管装置交換）

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和2年7月17日

キャノンメディカルシステ
ムズ株式会社徳島支店
徳島市東船場町2丁目21
番地2

本装置は、「医薬品、医療
機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法
律（旧薬事法）」の承認を受
けた装置であるため、部品
交換に際しても同一仕様の
Ｘ線管球でなければならな
い。また、上記の作業につ
いては、専門的技術を要す
るため、製造から保守まで
一貫して行っている機械設
置メーカーのキャノンメディ
カルシステムズ株式会社以
外では不可能である。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２
１条第１号）

14,905,000 - - - -

高感度冷却型2次元
InGaAs検出器

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7月16 日

テレダイン・ジャパン株式
会社
東京都豊島区東池袋3-
4-3池袋ｲｰｽﾄ13F

本件物品は米国ﾃﾚﾀﾞｲﾝ・ﾌﾟ
ﾘﾝｽﾄﾝｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ社の製品
であり，日本国内において
は総代理店であるﾃﾚﾀﾞｲﾝ・
ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社が顧客へ
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，本件物品を納入で
きる業者はﾃﾚﾀﾞｲﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
株式会社のみであるため，
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，随意契約を締
結するものである。

7,194,000 - - - -

小動物用PET装置
（INVEON MM
GANTRY-STD CT
CAMERA）修理

徳島大学蔵本
事務部長
木虎　章
徳島市蔵本町
３丁目１８番地
の１５

令和2年6月30日
大島器械株式会社
徳島市応神町応神産業
団地４－３０

本装置を一般競争(平成21
年12月18日)により同社から
購入しており，本契約は同
装置の修理であるため，継
続的に点検，整備業務に従
事している同社と随意契約
を行った。（徳島大学会計規
則第21条第1号）

11,456,500 - - - -
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手術室モニタ保守

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和2年4月20日
日新器械株式会社
徳島市応神町応神産業
団地12番1

手術室モニタ保守業務につ
いては、当該装置に精通
し、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、メー
カー代理店でもある日新器
械株式会社以外では対応
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）

47,333,000 - - - -

- - - -

令和2年度補正予算「国立
大学病院における新型感染
症対策高度医療人材養成
事業」により、新型コロナウ
イルス重症患者の呼吸維持
のために使用する体外式膜
型人工肺（以下、「ECMO」と
いう。)を導入したものであ
り、本補正予算に係る医療
機器整備に関しては、文部
科学省高等教育局国立大
学法人支援課から令和2年
5月11日付け事務連絡にお
いて、調達に当たっては政
府調達に係る適用除外とし
て扱っても差し支えない旨、
及び各大学の判断により緊
急の必要性がある場合は
随意契約を行うことも妨げ
ず、その場合であっても大
学の規定に従い契約手続き
を行う旨、文書が発出され
ている。
また、国内での新型コロナ
ウイルス感染拡大状況を鑑
み、各医療機関においても
ECMO導入が進められてい
ること、及びECMO用部材供
給そのものが遅延している
こと等によってECMOは入手
が大変困難となっている。
通常の契約手続きによる
と、6カ月以上の期間が必要
であり、国内市場において
ECMO製品の入手がますま
す困難となる恐れがある。
本件は、公共の安全、人の
生命の保護に係るスピード
感を持った対応が必要であ
り、政府調達の適用除外と
するとともに、随意契約によ
り契約手続を行ったもので
ある。
この度、ECMOの導入にあ
たり、市場調査を行ったとこ
ろ、泉工医科工業（株）製の
機器を主とした構成である
「メラ遠心ポンプ血液システ
ム」について、（株）カワニシ
徳島営業所から速やかな納
入が可能であるとの情報を
得た。
よって、国立大学法人徳島
大学会計規則第21条第2号
の規定を適用し、同社と随
意契約を締結した。

メラ遠心ポンプ血液シ
ステム

徳島大学病院
事務部長
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

令和2年6月5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

20,850,000
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