
【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

医師主導治験に係る
データマネジメント・統
計解析業務請負

徳島大学蔵本
事務部長
米﨑　正則
徳島市蔵本町
３丁目１８番地
の１５

平成31年3月29日

公益財団法人
神戸医療産業都市推進
機構
兵庫県神戸市中央区港
島南町２丁目２番

本業務は平成29年度及び
平成30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､平成
31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、同財団と随意契約（徳
島大学会計規則第21条第1
号）

19,730,362 - - - -

医師主導治験に係る
症例登録センター・治
験薬関連・モニタリン
グ・総括報告書作成
支援業務請負

徳島大学蔵本
事務部長
米﨑　正則
徳島市蔵本町
３丁目１８番地
の１５

平成31年3月29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年度及び
平成30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､平成
31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）

47,343,960 - - - -

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
原田直樹
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

平成31年3月29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

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
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
454,199

(一部従量制の
ため概算額)

所要見込額
5,450,388

- - - -

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
原田直樹
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

平成31年3月29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）

8,446,464 - - - -

教務事務システム
「DreamCampus」賃貸
借及び保守業務

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

平成31年3月28日
NECキャピタルソリュー
ション株式会社四国支店
高松市中野町29番2号

教務事務システムの借受及
び借受後に安定稼働するた
めの保守業務を行うことは、
教務事務システムを含む情
報化推進センターコン
ピュータシステムのリース契
約の相手方であるNECキャ
ピタルソリューション株式会
社以外では不可能であるこ
とから、同社と随意契約。
（国立大学法人徳島大学会
計規則第21条第1号）

5,562,000 - - - -

徳島大学病院臨床検
査請負（EBウイルス
抗VCA-IgA　外　166
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1

平成31年3月27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。 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）

所要見込額
72,727,093

単価
契約

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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徳島大学病院臨床検
査請負（カルバマセピ
ン　外　87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1

平成31年3月27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。 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）

所要見込額
24,458,818

単価
契約

徳島大学病院臨床検
査請負（FTA-ABS-
IgG　外　38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1

平成31年3月27日

株式会社　ビー・エム・エ
ル
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。 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）

所要見込額
23,643,519

単価
契約

歯科用チェアユニット

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

平成31年3月27日
株式会社モリタ
吹田市垂水町3丁目33番
18号

一般競争入札を行った結
果，再度の入札をしても落
札者が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5号）

11,870,280

徳島大学有線ネット
ワーク設備保守業務

徳島大学常三
島事務部長
石井　学
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

平成31年3月27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
当該システムを導入・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）

11,733,228 - - - -

- -

この賃貸借については，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，豪州RESMED Limited社
製，帝人在宅医療㈱製，
ユーエーシー㈱製及びレス
メド㈱製の機器の取扱いを
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する。
よって，昨年度から同機種
を継続して使用している患
者が複数いるため，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
に伺うこともあり，患者のＱ
ＯＬの確保からも業者を変
更することは好ましくない。
以上のことについて，本院
の要求要件を満たせるのは
帝人在宅医療(株)が唯一の
業者であるため同社と随意
契約（国立大学法人徳島大
学会計規則第21条第1号）

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番地の1

平成31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
37,707,552

単価
契約

-
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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1

平成31年3月25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

機器の取扱いを熟知してい
ること，機器の保守管理等
の緊急対応が可能であるこ
と。また，患者さんの病状・
状況に応じて業者を決定
し，途中で機器を変更する
ことができないことから，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
42,922,440

- - -
単価
契約

補綴物技工業務委託

徳島大学病院
経理調達課長
川野　茂
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

平成31年3月25日
和田精密歯研株式会社
大阪市淀川区東三国1-
12-15

一般競争入札を行った結
果，再度の入札をしても落
札者が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5号）

所要見込額
5,414,320

- - -
単価
契約

大学連携eラーニング
教育基盤システム運
用・保守

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

平成31年3月25日

キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社文教営
業本部
東京都港区三田３－１１
－２８

当該システムが安定稼働す
るように運用・保守を行うこ
とは，供給元であるキヤノン
マーケティングジャパン株式
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1号）

5,472,360 - - - -

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
原田直樹
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

平成31年3月25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
6,376,360

- - - -

財務会計システム保
守

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

平成31年3月25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）

8,416,081 - - - -

徳島大学病院におけ
る労働者派遣業務
（病棟派遣業務）

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

平成31年3月22日
株式会社ニチイ学館
東京都千代田区神田駿
河台2丁目9番地

一般競争入札を行ったが、
入札者がないため参考見積
書を提出した同社と随意契
約（国立大学法人徳島大学
会計規則第21条第5号）

時間内単価
1,663

時間外単価
2,079

所要見込額
45,799,020

- - -
単価
契約

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

平成31年3月20日

日本赤十字社中四国ブ
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
十字社又は地域毎の地方
公共団体の血液センター等
に特定されている。徳島県
においては日本赤十字社中
四国ブロック血液センターに
特定されるため随意契約
（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
230,122,822

- - -
単価
契約
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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
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

平成31年3月20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

機器の取扱いを熟知してい
ること，機器の保守管理等
の緊急対応が可能であるこ
と。また，患者さんの病状・
状況に応じて業者を決定
し，途中で機器を変更する
ことができないことから，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
20,039,940

- - -
単価
契約

徳島大学蔵本・南常
三島団地他建物清掃
等業務

徳島大学施設
マネジメント部
長
池田　幸雄
徳島市新蔵町
２丁目２４番地

平成31年3月19日
株式会社ティビィケイ
徳島市国府町花園５９－
３

本業務について政府調達
（特定業務）により平成30年
12月17日に官報公告したが
不落となった。大学及び衛
生的環境を維持する上で必
須の業務であることから、緊
急を要し、随意契約とする。
（国立大学法人徳島大学会
計規則第21条2号）

63,720,000 - - - -

ScVal®の利用　一式

徳島大学学術
情報部図書情
報課長
北條充敏
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

平成31年3月14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）

6,472,309 - - - -

データベース
SciFinder(Academic)
の利用　一式

徳島大学学術
情報部長
米納寿孝
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

平成31年3月13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(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）

12,290,670 - - - -

職員定期健康診断ウ
イルス検査業務請負

徳島大学病院
経理調達課長
川野　茂
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

平成31年3月12日
医療法人平成博愛会
徳島市勝占町惣田9

ウイルス検査を行うに当た
り、一般定期健康診断と異
なる業者に委託した場合、
採血及び血液検査を別日
程で行わなければならな
い。また、採血回数の増加
による事故のリスクや診療
業務への支障を来すことな
どを考慮し、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）

所用見込額
7,484,400

- - -
単価
契約

ScienceDirect®の利
用　一式

徳島大学学術
情報部長
米納寿孝
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

平成31年3月6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）

71,913,411 - - - -

Scopus®の利用　一
式

徳島大学学術
情報部図書情
報課長
北條充敏
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

平成31年3月4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）

5,194,157 - - - -
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アイソトープ取扱管理
システム更新

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

平成31年2月1日
日新器械株式会社
徳島市応神町応神産業
団地１２番１

本システムは平成20年度に
同社から納入されたもので
あり、以来定期的にシステ
ムの点検や整備を同社に委
託している。本システムの
更新は専門的な知識を有す
る作業員に作業を委託する
必要があるため、納入以来
当機器の状態を把握してい
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）

6,016,680 - - - -

FREP制御光コムシス
テム

徳島大学常三
島事務部長
石井　学
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

平成31年2月1日
ネオアーク株式会社
大阪市中央区久太郎町
2-3-8

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）

14,920,200 - - - -

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
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

平成31年1月30日

住友重機械工業株式会
社
東京都品川区大崎2丁目
1番1号

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
保守一式の保守点検につ
いては，包括的に機械の構
造及び特性を熟知している
機械設置業者である住友重
機械工業株式会社以外で
はできない。よって，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，随意契約しようとする
ものである。

37,800,000 - - - -

高速制御光コムシス
テム

徳島大学常三
島事務部長
石井　学
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

平成31年1月30日
ネオアーク株式会社
大阪市中央区久太郎町２
－３－８ハイム船場２０１

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）

14,968,800 - - - -

この治療器の賃貸借につ
いては，日本メドトロ
ニック㈱製及び大研医器
㈱製の機器の取扱に熟知
していることと機器の保
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
する。よって，昨年度か
ら同機種を継続して使用
している患者が複数いる
ため，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に伺
うこともあり，患者のＱ
ＯＬ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）

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

平成31年1月25日

徳島大学病院
経理調達課長
川野　茂
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

インスリン経皮的持
続注入法における機
器　外　賃貸借

所要見込額
9,884,160

- - -
単価
契約
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2019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
米納寿孝
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

平成30年12月21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
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)

25,997,181 - - - -

小型蛍光寿命測定装
置

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

平成30年12月14日
浜松ホトニクス株式会社
静岡県浜松市東区市野
町１１２６番地の１

本物品は浜松ホトニクス
（株）製であり、同社との直
接取引でのみ購入が可能
であるため，同社と随意契
約（徳島大学会計規則第21
条第1号）

5,994,000 - - - -

量子収率測定装置

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

平成30年11月19日
浜松ホトニクス株式会社
浜松市東区市野町1126
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）

9,602,280 - - - -

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
岡田　俊
徳島市蔵本町2
丁目50番地1

平成30年9月25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
る。本システムは平成27年2
月27日付で日本電気株式
会社と割賦契約を締結して
おり、日本電気株式会社以
外では本システムに精通し
ておらず、障害対応が不可
能であるため、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1号）

12,356,323 - - - -

WBプローブ

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

平成30年9月7日

日本電子株式会社高松
支店
高松市寿町1丁目1番12
号

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）

5,000,000 - - - -

GeneTechNIPT検査
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

平成30年8月10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

本検査（GeneTechNIPT検
査請負）は母体血を用いた
出生前遺伝学的検査方法
であり、日本国内において、
GeneTech株式会社のみが
実施している。本検査は、
GeneTech株式会社が日本
国内販売権について株式会
社LSIメディエンスと販売代
理店独占契約を締結してお
り、国内で唯一の代理店と
なるため、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）

所要見込額
93,366,000

- - - -

遠隔操作型内視鏡下
手術装置（ダヴィンチ）
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

平成30年8月8日

インテュイティブサージカ
ル合同会社
東京都港区赤坂一丁目
12番32号ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

製造メーカーの国内販売代
理店である当該企業でなけ
れば機械構造及び特性を
熟知した適切な保守点検が
できないことから、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）

76,842,000 - - - -
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監査契約

徳島大学常三
島事務部長
石井　学
徳島市南常三
島町2丁目１番
地

平成30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）

11,826,000 - - - -

徳島大学（病院）旧外
来診療棟とりこわしそ
の他工事に伴う特別
管理産業廃棄物処理
業務
一式

徳島大学施設
マネジメント部
施設企画課長
早川　正志
徳島市新蔵町
２丁目２４番地

平成30年5月14日

中間貯蔵・環境安全事業
株式会社
福岡県北九州市若松区
響町一丁目６２番２４

環境省が定めたポリ塩化ビ
フェニル廃棄物処理計画に
基づき，中間貯蔵・環境安
全事業株式会社北九州
PCB処理事業所以外では
処理不可であることから、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）

7,620,480 - - - -
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