
【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

ベッドパンウォッ
シャー保守

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4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

本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
納入業者である大島器械株
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）

14,300,000 - - - -

放射性同位元素及び
放射性医薬品

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4年3月31日

公益社団法人日本アイソ
トープ協会
東京都文京区駒込二丁
目28番地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）

所要見込額
131,283,064

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4年3月29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
229,047,543

- - -
単価
契約

脳神経外科プランニン
グシステムサブスクリ
プション利用

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4年3月29日
日新器械株式会社
徳島市応神町応神産業
団地12-1

本件は既存システムと併用
が必要なプランニングシス
テムの利用契約であり、既
存システムとの接続及び設
定が必要であるため、当該
システムの納入業者である
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）

5,175,600 - - - -

（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。）

随　意　契　約　一　覧　表
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臨床検査請負（カルバ
マゼピン　外93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4年3月29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
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 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
24,964,142

- - -
単価
契約

臨床検査請負（Wt1
mRNA定量（血液、骨
髄）　外41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4年3月29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 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 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・エル徳島営業所と随意
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
18,641,756

- - -
単価
契約
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臨床検査請負（結核
菌特異的IFN-γ　外
184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4年3月29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
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 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
89,180,834

- - -
単価
契約

生化学検査システム
保守

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4年3月28日
株式会社大一器械
徳島市川内町平石若宮
340番地

本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）

7,967,696 - - - -

PACSソフトウエア
バージョンアップ

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4年3月23日
株式会社大一器械
徳島市川内町平石若宮
340番地

本件は既存の統合画像診
断管理システムの構成の一
部であるソフトウエアのバー
ジョンアップであり、既存シ
ステムへのインストール、調
整及び設定等が必要である
ため、当該システムの納入
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）

6,600,000 - - - -

線量当量測定

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4年3月22日
株式会社千代田テクノル
東京都文京区湯島1丁目
7番12号

平成24年12月12日に開催さ
れた放射線安全管理委員
会において線量計，報告書
並びに報告データの統一及
びソフトウェア等の一本化
が決定された。また，契約
切替時のデータの引継・着
用方法等の齟齬による現場
での混乱を防止するため昨
年度までの受託業者業者で
ある㈱千代田テクノルに継
続して本業務を委託するた
め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
13,793,890

- - - -

X線血管装置修理（F
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4年3月16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

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
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）

14,905,000 - - - -
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ナビゲーションシステ
ムStealth Station S8
保守

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4年3月15日
日新器械株式会社
徳島市応神町応神産業
団地12-1

本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）

6,270,000 - - - -

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4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

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
（政府調達に関する協定そ
の他の国際約束にかかる
物品等又は特定役務の調
達手続きに関する国立大学
法人徳島大学の調達手続
規則第１４条第1項第２号）

73,924,111 - - - -

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4年3月11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
52,215,295

- - -
単価
契約

パルス方式キセノン
紫外線（UV）照射ロ
ボット

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4年3月11日

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

新型コロナウイルス感染症
患者の受入数の増加及びコ
ロナ対応病床が複数箇所に
なっている。新型コロナウイ
ルス感染症患者の受入に
ついては、病室等の清掃、
除菌を十分に行う必要があ
るため、病室等の除菌を短
時間で実施でき、可動式に
より院内の各所で使用でき
る本機器を導入するもので
ある。迅速に病室等の受け
入れ体制を整え、また院内
クラスターの発生を防ぐた
めには本機器の導入は急
務である。本機器を導入す
るにあたり市場調査を行っ
たところ株式会社よんやく徳
島営業部から年度内の納
入が可能であると情報を得
たことから、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2号）

21,349,900 - - - -
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脳神経外科ロボットナ
ビゲーションアプリ
ケーションソフトウエア

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4年3月10日
日新器械株式会社
徳島市応神町応神産業
団地12-1

本件は既存システムの機能
追加であり、既存システムと
の接続、調整及び設定等が
必要であるため、当該シス
テムの納入業者である日新
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）

13,457,015 - - - -

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4年3月9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
55,201,520

- - -
単価
契約

ScVal®の利用　一式

徳島大学学術
情報部図書情
報課長
岡田高志
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和4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

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）

6,966,791 - - - -

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4年3月2日
株式会社大一器械
徳島市川内町平石若宮
340番地

本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）

14,280,948 - - - -

データベース　CAS
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4年2月28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

CAS 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）

14,280,530 - - - -
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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
前島　一実
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和4年2月28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
29,234,700

- - - -

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4年2月24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）

令和4年度
8,802,728

令和3年度
8,802,728

令和2年度
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4年2月24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
488,792

(一部従量制の
ため概算額)

所要見込額
5,865,504

- - - -

脳神経外科ロボットナ
ビゲーションアプリ
ケーションハードウエ
ア

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4年2月22日
日新器械株式会社
徳島市応神町応神産業
団地12-1

本件は既存システムの機能
追加であり、既存システムと
の接続、調整及び設定等が
必要であるため、当該シス
テムの納入業者である日新
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）

14,872,000 - - - -
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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4年2月22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
17,194,100

- - - -

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4年2月21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

- - - -

みずほリース株式会社高
松支店
高松市番町1丁目6番8号
高松興銀ビル3階

シーメンスヘルスケア株
式会社四国営業所
高松市伏石町2086番地2
号

キャンパス情報基盤
システム
（再リース）

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4年2月16日
富士通リース株式会社
東京都千代田区神田練
堀町3番地

本システムは平成29年3月1
日～令和4年2月28日の5年
間リースに富士通リース株
式会社と契約を行ってい
た。令和2年11月19日に第7
回情報戦略会議において現
行のリース契約を1年間延
長して次期システムを令和5
年3月31日に変更すること
が決定された。現行システ
ムの延長契約なので富士
通リース株式会社以外では
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1号）

月額
8,985,394

所要見込額
107,824,728

- - - -

- - - -
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4年2月21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

所要見込額
7,694,148
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高精度放射線治療シ
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4年2月4日
日本電子応用株式会社
東京都江戸川区東小松
川4丁目36番5号

本件は既存設備の保守業
務であり、作業には専門的
技術を要するため、当該設
備の納入業者である日本電
子応用株式会社以外では
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）

320,036,200 - - - -

倫理審査申請システ
ム機能追加

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4年1月26日
株式会社ビッグバン
東京都千代田区岩本町2
丁目8番12号

本件は既存の徳島大学病
院倫理審査申請システムの
機能追加であるため、本シ
ステムの設計・開発・納入業
者であるビッグバン株式会
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）

5,577,000 - - - -

レーザー顕微鏡

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4年1月14日
株式会社キーエンス
大阪市東淀川区東中島
1-3-14

機種選定委員会にて研究
課題を も効果的にすすめ
る機種としてキーエンス社
製のレーザー顕微鏡（VK-
X3000/X3100　SP1853）が
選定された。
キーエンス社製のレーザー
顕微鏡は(株)キーエンスか
らのみ直接購入可能であり,
他の代理店を介在すること
が出来ない。よって(株)キー
エンス以外では提供不可で
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）

10,488,500 - - - -

重症患者生体情報シ
ステムモニタ保守

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3年12月23日
大島器械株式会社
徳島市応神町応神産業
団地4-30

本件は既存設備の保守業
務であり、作業には専門的
技術を要するため、当該設
備の納入業者である大島器
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）

32,200,000 - - - -

病院情報統合スト
レージシステム保守
等業務請負

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12月22日
株式会社大一器械
徳島市川内町平石若宮
340番地

本件はリース物品の保守業
務であり、複数メーカーの製
品で構成されている全ての
機器を円滑に稼働させるこ
とが求められるため、リース
物品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）

24,750,000 - - - -

統合画像診断管理シ
ステム保守等業務請
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12月22日
株式会社大一器械
徳島市川内町平石若宮
340番地

本件はリース物品の保守業
務であり、複数メーカーの製
品で構成されている全ての
機器を円滑に稼働させるこ
とが求められるため、リース
物品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）

350,170,374 - - - -
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医療関係者間コミュニ
ケーションアプリJoin

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3年12月21日
株式会社アルム
東京都渋谷区道玄坂一
丁目12番1号

本件は、開発・提供元であ
る株式会社アルムが直接販
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）

7,095,000 - - - -

外来診療支援システ
ムサーバのシステム
移行作業

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12月15日
日本電気株式会社徳島
支店
徳島市新町橋2-10-1

本件は既存の外来診療支
援システムの移行作業であ
り、更に既存の病院情報シ
ステムへの連携も必須であ
るため、外来診療システム
及び病院情報システムを熟
知した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）

14,960,000 - - - -

リアルタイムシュミ
レータ

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12月13日
Mywayプラス株式会社
神奈川県横浜市西区花
咲町6-145 横浜花咲ビル

機種選定委員会にて受託
研究の課題を も効果的に
すすめる機種として
TyphoonHIL社製のHIL404
が選定された。TyphoonHIL
社の日本における唯一の代
理店はMywayプラス株式会
社である。日本において
Mywayプラス株式会社以外
からTyphoonHIL社のHIL404
を購入することはできない。
よってMywayプラス株式会
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）

10,725,000 - - - -

レポート確認説明管
理機能追加

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3年12月3日
日本電気株式会社徳島
支店
徳島市新町橋2-10-1

本件は既存の病院情報シ
ステムのプラグラム変更及
び機能追加であるため、病
院情報システムを熟知した
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）

8,206,000 - - - -

中赤外量子カスケー
ドレーザー

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12月3日
株式会社日本レーザー
東京都新宿区西早稲田
2-14-1

機種選定委員会にて研究
課題を も効果的にすすめ
る機種として米国Daylight
Solutions社製の中赤外量
子カスケードレーザー
（TLS-SK-41060-HHG-UT）
が選定された。米国Daylight
Solutions社の日本における
唯一の代理店は株式会社
日本レーザーである。日本
において株式会社日本レー
ザー以外から米国Daylight
Solutions社の中赤外量子カ
スケードレーザー（TLS-SK-
41060-HHG-UT）を購入す
ることはできない。よって株
式会社日本レーザーと随意
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1号）

7,656,000 - - - -

X線循環器システム修
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3年12月2日
株式会社大一器械
徳島市川内町平石若宮
340番地

本件は既存設備の部品交
換であり、作業には専門的
技術を要するため、当該設
備の納入及び保守業務の
契約相手方である株式会社
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）

6,578,000 - - - -
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2022-2023年
SpringerLink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11月16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)

32,378,924 - - - -

2022年電子ジャーナ
ル（Nature）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11月16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)

13,540,103 - - - -

回転式収納装置バー
チカルカルーセル修
理（回転ラック制御部
品交換）

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3年10月27日
日新器械株式会社
徳島市応神町応神産業
団地12-1

本件は、既存装置の一部部
品交換のため既存装置の
動作確認が必要である。当
該作業については、品質管
理及び安全性確保の観点
から、当該装置の納入業者
であり、メーカーの代理店で
ある日新器械株式会社以
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）

12,573,000 - - - -

IMPELLA制御装置

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10月6日

日本アビオメット株式会
社
東京都中央区日本橋室
町2-2-1室町東三井ﾋﾞﾙ
ﾃﾞｨﾝｸﾞ12階

製造元の日本における販売
代理店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）

14,960,000 - - - -

脳画像解析プログラ
ム　RAPID

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10月4日
株式会社メディコスヒラタ
大阪市西区江戸堀3丁目
4番3号

製造元の日本における販売
代理店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）

13,612,500 - - - -

研究課題である無線・光相
互変換による超高周波数帯
大容量通信技術に関する研
究開発において、周波数逓
倍不要で低位相ノイズな超
高周波光電気信号を発生
可能な技術開発を行うにあ
たり、堅牢な装置構成で振
動や空気揺らぎの影響を抑
えるため、光コンポーネント
のボード実装を行い、マイク
ロ光コムにおける環境外乱
ロバスト性を向上する必要
がある。高精度な光コン
ポーネント実装を行うために
はチップ搭載部の加熱プ
ローブはチップベースの周
辺部に加重をかけ固定をす
るとともに銀ペーストの急速
加熱・冷却を可能とすること
が必要でありこのような機
能を満たすものはプレサイ
スゲージ社の光コム発生用
光コンポーネント実装機の
みであり、プレサイスゲージ
社の唯一の代理店である株
式会社東京インスツルメン
ツ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）

10,725,000 - - - -
光コム発生用コンポー
ネント実装機

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11月30日

株式会社東京インスツル
メンツ
東京都江戸川区西葛西6
丁目18番14号
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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3年9月24日
日本電気株式会社徳島
支店
徳島市新町橋2-10-1

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）

12,585,144 - - - -

フーリエ変換赤外分
光光度計特別附属品

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9月17日
日新器械(株)
徳島市応神町応神産業
団地１２番１

日本分光製ﾌｰﾘｴ変換分光
光度装置（FT-IR6600）を所
有しており、今回調達した物
品はこの装置の特別な附属
品である。科学研究費補助
金での購入であり研究課題
を実施するには必須の装置
となっている。この装置は日
本分光株式会社のみが製
造でき、また販売代理店とし
て日新器械株式会社が唯
一の代理店であり、他の代
理店を介在することが出来
ないことから、真にやむを得
ないものと判断し同社と随
意契約を行った案件であ
る。（国立大学法人徳島大
学会計規則第21条第1号）

6,050,000 - - - -

入院患者用病棟無線
ネットワークシステム
構築

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3年9月10日

NECフィールディング株式
会社四国支社徳島営業
所
徳島市徳島町二丁目19
番1号
あいおいニッセイ同和損
保徳島ビル

本件は、本院東病棟及び西
病棟の各階においてWi-Fi
利用を可能とするために無
線ネットワークシステムを構
築するものである。
構築にあたっては、既存の
医療機器および病院情報シ
ステムの稼働に影響を与え
ないように電波状況を十分
に確認し、必要に応じて調
整や設定変更等を行う必要
がある。
病院情報システムは、NEC
キャピタルソリューション
（株）、日本電気（株）との間
で保守を含むリース契約を
締結しており、無線ネット
ワークシステムを構築するう
えでの電波状況の確認や
設定変更等は日本電気
（株）以外では行えない。
なお、本件については、日
本電気（株）の100%子会社
であるNECフィールディング
（株）が日本電気（株）に代
わって業務を行うことから、
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）

9,845,000 - - - -

徳島大学病院診察衣
外４３品洗濯請負

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9月6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
34,006,038

- - -
単価
契約
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ファイヤーウォールセ
キュリティ強化ライセ
ンス

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9月1日

富士電機ＩＴソリューション
(株)
千代田区外神田６丁目１
５番１２号

現在稼働中のキャンパス情
報ネットワークシステムのセ
キュリティ強化のライセンス
であるため必要不可欠なも
のである。本ライセンスは令
和２年６月３０日に富士電機
ＩＴソリューション(株)契約締
結し導入をした。この度の契
約はライセンスの更新であ
るため他の代理店を介在す
ることが出来ないことから、
真にやむを得ないものと判
断し同社と随意契約を行っ
た案件である。（国立大学
法人徳島大学会計規則第
21条第1号）

5,478,000 - - - -

卓上走査型電子顕微
鏡（中古品）

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8月27日

ジャスコインタナショナル
株式会社
八王子市明神町1丁目11
番10号

今回の調達物品が展示品
（中古品）であることから一
点物であり、早急に契約を
しなければ、購入する機会
を失う。次に同じような状態
での物品が市場にでるかも
不明である。（徳島大学契
約事務取扱規則第35条（３）
に該当）
また展示品（中古品）である
ことから定価に比べても格
安であり約63.3%の割引（徳
島大学契約事務取扱規則
第35条（２）に該当）
他の代理店を介在すること
が出来ないことから、同社と
随意契約。（国立大学法人
会計規則第21条第3号）

12,799,600 - - - -

授業料免除システム
ＷＥＢオプション

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7月30日

ＳＣＳＫ株式会社
東京都江東区豊洲３－２
－２０

授業料免除システム
（SCSK(株)製）のオプション
機能である。授業料免除シ
ステムＷＥＢオプション
は,SCSK㈱からのみ直接購
入可能であり,他の代理店を
介在することが出来ない。
よってSCSK㈱以外では提
供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）

6,787,000 - - - -

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3年7月30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 - - - -

Outlook Aging広告記
事制作・掲載業務

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3年7月27日

ネイチャー・ジャパン株式
会社
港区虎ノ門4-3-1　城山ト
ラストタワー５F

生物資源産業学部にて
Nature誌への掲載が研究
所の紹介及び研究成果を
掲載することが 大限に効
果的であると選定された。ま
た予算が共同研究であり共
同研究先のサンクレール合
同会社からも承認されてい
る。
Outlook Aging広告記事制
作・掲載業務は、日本にお
ける唯一の出版社であるネ
イチャー・ジャパン株式会社
のみ業務を行うことが可能
であり、他の代理店を介在
することが出来ないことか
ら、同社と随意契約。（政府
調達に関する協定その他の
国際約束にかかる物品等
又は特定役務の調達手続
きに関する国立大学法人徳
島大学の調達手続規則第１
４条二号の規定を摘要）

31,165,394 - - - -
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小動物用MRI装置
(BioSpec70/20USR)
修理

徳島大学蔵本
事務部会計課
長
大西　一也
徳島市蔵本町
３丁目１８番地
の１５

令和3年7月20日
日新器械株式会社
徳島市応神町応神産業
団地１２番地１

本装置を一般競争(平成22
年7月28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）

8,662,500 - - - -

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3年7月7日

一般社団法人日本バイ
オデザイン学会
東京都千代田区麹町２－
１０－２プレミアムオフィス
麹町２０１

２０１９年度に，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
実装を見据えたデザイン思
考に基づく人材育成プログ
ラムの実施にあたり，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）
日本バイオデザイン学会と
契約を締結し、同プログラム
を実施した。バイオデザイン
人材育成プログラムのさら
なる発展的な取り組み行う
ためには，事業の一貫性が
不可欠である。よって，（一
社）日本バイオデザイン学
会以外では提供不可である
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）

5,500,000 - - - -

TAVI支援術前シミュ
レーションソフトウエア
3mensio

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3年6月28日
株式会社大一器械
徳島市川内町平石若宮
340

平成27年度に導入したハイ
ブリッド手術対応型X線血管
撮影システムの構成の一部
であるソフトウエアを更新す
るものであり、インストール
作業および既設機器の動作
確認等が必要であることか
ら、当該システムの納入業
者であり、メーカーの代理店
でもある株式会社大一器械
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）

7,260,000 - - - -

超伝導マグネット
（NM-0480SCMJJY
（シム機能除く）防振
台含む）

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6月21日

日本電子株式会社高松
支店
高松市寿町1-1-12パシ
フィックシティ高松５階

超伝導マグネットについて
は機種選定委員会を経て日
本電子株式会社製の製品
が選定された。選定された
製品については日本電子株
式会社高松支店との直接取
引のみでしか購入すること
ができないと判明したため
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）

9,900,000 - - - -

Nature Index
Infectious Disease広
告記事制作・掲載業
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3年6月15日

ネイチャー・ジャパン株式
会社
港区虎ノ門4-3-1　城山ト
ラストタワー５F

ポストLEDフォトニクス研究
所にてりNature誌への掲載
が研究所の紹介及び研究
成果を掲載することが 大
限に効果的であると選定さ
れた。
Nature Index Infectious
Disease広告記事制作・掲載
業務は、Nature Index
Infectious Diseaseの日本に
おける唯一の出版社である
ネイチャー・ジャパン株式会
社のみ業務を行うことが可
能であり、他の代理店を介
在することが出来ないこと
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）

6,157,360 - - - -
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IVR対応血管撮影装
置修理（Angio側X線
管交換）

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3年6月10日
シーメンスヘルスケア株
式会社四国営業所
高松市伏石町2086-2

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）

15,400,000 - - - -
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