別紙４（随意契約：物品役務）

随意契約における情報の公表（物品役務）
物品役務等の
名称及び数量

契約責任者の氏名及び所在地

国立大学法人熊本大学
X線循環器診断システム再
契約責任者 理事 西川 泉
リース及び年間保守 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

国立大学法人熊本大学
Up To Date Anywhere ライ
契約責任者 理事 西川 泉
センス
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

国立大学法人熊本大学
磁気共鳴画像診断装置等
契約責任者 理事 西川 泉
保守業務 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

会計監査業務

国立大学法人熊本大学
契約責任者 理事 西川 泉
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

放射性廃棄物の廃棄

国立大学法人熊本大学
契約責任者 理事 西川 泉
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

契約を締結した日

平成29年5月2日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

東芝医用ファイナンス株式会社
東京都中央区日本橋2丁目14番10号

随意契約によることとした
会計規則の根拠条文及び理由
(企画競争又は公募）

予定価格（円）

今回、期間満了に伴い再リースを行うもの
であり、本業者は、Ｘ線循環器診断装置
（Infinix Celeve-i INFX-8000V）のメーカー
である東芝メディカルシステムズ株式会社
のリース部門における系列会社であり、保
守付きリースを行うことが出来る。
以上、本件に対応できる業者は、本業者
以外になく、契約の性質又は目的が競争
を許さないことから、国立大学法人熊本大
学契約事務取扱規則第４３条第１号に該
当するため本業者を選定する。

-

445,500
(月額)

-

-

5,935,720

-

-

86,184,000

-

-

10,044,000

-

-

予定調達総額
6,649,797円

-

米国UP TO DATE社が直接販売しか行っ
ておらず、業者間での競争を許さないこ
と、また、契約の性質上、特定の取引価格
Up To Date Inc.
平成29年5月25日
によらなければ契約することが不可能で
230 Third Ave,Waltham,MA 02451 USA
あると認められるため、契約事務取扱規
則第４３条第１号の規定により、随意契約
とする。
シーメンスヘルスケア株式会社は、独国
シーメンス社の保守・修理に関する専門教
育を受ける権利、技術資料の提供を受け
る権利を日本国内で唯一有しており、専門
教育を受けた技術者を多数有している。ま
た、本装置の部品の供給については、国
シーメンスヘルスケア株式会社 九州営業所
内において独国シーメンス社と代理店契
平成29年6月28日 福岡市博多区博多駅前1－21－28博多駅前スクエ
約を締結しているシーメンスヘルスケア株
ア7F
式会社が唯一行っている。
以上、本件に対応できる業者は、本業者
以外になく、契約の性質又は目的が競争
を許さないことから、契約事務取扱規則第
４３条第１号の規定により、随意契約とす
る。
国立大学法人熊本大学契約事務取扱規
則第４３条第１号
有限責任監査法人 トーマツ
国立大学法人法第35条において準用する
平成29年6月30日 東京都港区港南二丁目15番3号 品川インターシ 独立行政法人通則法第39条による、財務
ティ
諸表、事業報告書（会計に関する部分に
限る。）及び決算報告書についての監査
のため。
放射性同位元素によって汚染された物の
廃棄については、公益社団法人日本アイ
ソトープ協会（以下｢日本アイソトープ協
会｣という。）が、「放射性同位元素等によ
る放射線障害の防止に関する法律」に基
づき「放射性同位元素等の廃棄の業」の
公益社団法人日本アイソトープ協会
許可を受け、放射性同位元素を使用する
平成29年9月21日
東京都文京区本駒込2丁目28－45
全国の事業所を対象として放射性廃棄物
の廃棄の受託を業として行っている国内
で唯一の機関である。
よって、国立大学法人熊本大学契約事務
取扱規則第４３条第１号に基づき、日本ア
イソトープ協会を契約の相手方として選定
する。

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員の数

備

単価契約

考

物品役務等の
名称及び数量

契約責任者の氏名及び所在地

国立大学法人熊本大学
IVR-CT撮影装置保守点検
契約責任者 理事 西川 泉
一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

LWW Fixed 50 Collection
（電子ジャーナル）の利用
一式

国立大学法人熊本大学
契約責任者 理事 西川 泉
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

2018年版外国雑誌
American Journal of
国立大学法人熊本大学
Physiology : Consolidated 契約責任者 理事 西川 泉
(8タイトルセット）/ EJ 他65 熊本市中央区黒髪2丁目39番1号
点

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計規則の根拠条文及び理由
(企画競争又は公募）

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員の数

備

考

シーメンスヘルスケア株式会社は、シーメ
ンス社の保守・修理に関する専門教育を
受ける権利、技術資料の提供を受ける権
利を日本国内で唯一有しており、専門教
育を受けた技術者を多数有している。ま
シーメンスヘルスケア株式会社 九州営業所
た、本装置の部品の供給については、国
平成29年9月25日 福岡市博多区博多駅前1－21－28博多駅前スクエ 内において独国シーメンス社と代理店契
ア7F
約を締結しているシーメンスヘルスケア株
式会社が唯一行っている。以上の理由に
より、契約の性質又は目的が競争を許さ
ないことから、国立大学法人熊本大学契
約事務取扱第４３条第１号に該当するた
め、随意契約とする。

―

6,480,000

―

平成29年11月22日に一般競争入札を行っ
たが、再度の入札に付しても落札者がい
ないため、国立大学法人熊本大学契約事
務取扱規則第45条に該当することから随
意契約を行う。

―

7,310,000

―

複数年契約
H30.1.1-H30.12.31

-

17,686,484

-

複数年契約
H30.1.1-H3１.2.8

丸善雄松堂株式会社熊本営業所
平成29年11月28日
熊本市中央区辛島町8番23号

平成29年12月26日

丸善雄松堂株式会社熊本営業所
熊本市中央区辛島町8番23号

本学発注の外国雑誌（電子ジャーナルを
含む）は、世界各国の出版社及び学会等
から発行されている人文科学、社会科学、
自然科学のあらゆる部門にわたるもので
あり、その種類は、多岐かつ広汎であっ
て、そのほとんどが長年にわたって継続購
入されているものである。このような外国
雑誌の購入契約について、年度毎に競争
に付し、大幅に業者の変更をきたした場合
は、国内業者と外国業者間における輸入
手続変更の不徹底等にともなう未着雑誌
や重複納入の増加、欠号補充の混乱、さ
らには利用更新手続きのもつれによる電
子ジャーナルへのアクセス障害等の原因
となる場合が多く、学術研究に支障をきた
す恐れがある。学術研究上外国雑誌の占
める比重が年々増大していることからも、
これら不測の事態は、極力防止しなけれ
ばならない。昨今では、外国雑誌の購入
についても競争原理の導入の方向にあ
る。本学においても、外国雑誌の取引に通
じ安定供給の実績がある業者であれば、
競争原理の導入も可能と判断した。しか
し、外国雑誌の原価は、外国雑誌の予約
時期である10月には決定していないため、
契約金額が確定せず、競争入札を行うこ
とができない。よって、競争入札に準じた
見積合わせを実施し、契約予定業者と係
数を決定することとした。本契約は、平成
29年9月28日に実施した見積合わせの結
果に基づいた予約予定業者と、外国雑誌
の原価、為替レート及び係数等により予定
価格を作成し、見積書を徴して契約を締結
するものである。
根拠条文：随意契約 適用規則 契約事
務取扱規則第43条第1号
複数年契約 適用規則 契約事務取扱規
則第10条第3号

物品役務等の
名称及び数量

2018年版外国雑誌
Attention, Perception, &
Psychophysics 他117点

超電導磁石式全身用ＭＲ
装置保守点検業務 一式

契約責任者の氏名及び所在地

国立大学法人熊本大学
契約責任者 理事 西川 泉
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

国立大学法人熊本大学
契約責任者 理事 西川 泉
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

契約を締結した日

平成29年12月26日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

株式会社紀伊國屋書店九州営業部
福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号

随意契約によることとした
会計規則の根拠条文及び理由
(企画競争又は公募）

予定価格（円）

本学発注の外国雑誌（電子ジャーナルを
含む）は、世界各国の出版社及び学会等
から発行されている人文科学、社会科学、
自然科学のあらゆる部門にわたるもので
あり、その種類は、多岐かつ広汎であっ
て、そのほとんどが長年にわたって継続購
入されているものである。このような外国
雑誌の購入契約について、年度毎に競争
に付し、大幅に業者の変更をきたした場合
は、国内業者と外国業者間における輸入
手続変更の不徹底等にともなう未着雑誌
や重複納入の増加、欠号補充の混乱、さ
らには利用更新手続きのもつれによる電
子ジャーナルへのアクセス障害等の原因
となる場合が多く、学術研究に支障をきた
す恐れがある。学術研究上外国雑誌の占
める比重が年々増大していることからも、
これら不測の事態は、極力防止しなけれ
ばならない。昨今では、外国雑誌の購入
についても競争原理の導入の方向にあ
る。本学においても、外国雑誌の取引に通
じ安定供給の実績がある業者であれば、
競争原理の導入も可能と判断した。しか
し、外国雑誌の原価は、外国雑誌の予約
時期である10月には決定していないため、
契約金額が確定せず、競争入札を行うこ
とができない。よって、競争入札に準じた
見積合わせを実施し、契約予定業者と係
数を決定することとした。本契約は、平成
29年9月28日に実施した見積合わせの結
果に基づいた予約予定業者と、外国雑誌
の原価、為替レート及び係数等により予定
価格を作成し、見積書を徴して契約を締結
するものである。
根拠条文：随意契約 適用規則 契約事
務取扱規則第43条第1号
複数年契約 適用規則 契約事務取扱規
則第10条第3号

-

13,789,688

-

-

72,621,654

-

本件の対象となる超電導磁石式全身用Ｍ
Ｒ装置は、キヤノンメディカルシステムズ
株式会社製（旧 東芝メディカルシステム
ズ株式会社製）であり、高度な専門技術と
知識並びに専用ツール等を必要とし、医
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 熊本サー 薬品医療機器法に基づく品質及び安全性
ビスセンタ
の確保の観点からキヤノンメディカルシス
平成30年2月28日 熊本市中央区新市街１１番１８号
テムズ株式会社が保守まで一貫して行っ
熊本第一生命ビルディング８階
ている。
以上の理由により、契約の性質又は目
的が競争を許さないことから、国立大学法
人熊
本大学会計規則第４３条第１号に該当す
るため、上記業者を選定する。

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員の数

備

考

複数年契約
H30.1.1-H3１.2.8

-

複数年契約H30.3.1
～H35.2.28

物品役務等の
名称及び数量

契約責任者の氏名及び所在地

看護支援システム改修（医 国立大学法人熊本大学
師向け勤務管理システム 契約責任者 理事 西川 泉
機能追加）一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

全身用ﾏﾙﾁｽﾗｲｽｽﾍﾟｸﾄﾗﾙ 国立大学法人熊本大学
CT装置（IQon Spectral
契約責任者 理事 西川 泉
CT）保守点検業務 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

放射線画像管理システム
（ＩＤＳ７）保守業務 一式

国立大学法人熊本大学
契約責任者 理事 西川 泉
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

契約を締結した日

平成30年1月4日

平成30年3月15日

平成30年3月20日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

日本アイ・ビー・エム株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町１９番２１号

随意契約によることとした
会計規則の根拠条文及び理由
(企画競争又は公募）
本システムは、病院情報管理システムと
して日本アイ・ビー・エム株式会社が開
発、リースしているソフトウェアの１つであ
り、そのソフトウェアの著作権を保有してい
ることから、日本アイ・ビー・エム以外の業
者によるシステム改修は不可能である。
以上の理由により、契約の性質又は目
的が競争を許さないことから、国立大学法
人熊本大学契約事務取扱規則第４３条第
１号に該当するため、日本アイ・ビー・エム
株式会社を随意契約の相手方として選定
する。

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員の数

備

考

-

14,904,000

-

-

株式会社フィリップス・ジャパン
ヘルスシステムズ営業本部
東京都港区港南２－１３－３７
フィリップスビル

本装置は特殊な医療機器であり、走査
ガントリー・撮影テーブル部・画像処理用
コンピュータのハード及びソフト等、その保
守点検・管理において専門的な教育を受
けた技術者が必要である。
株式会社フィリップス・ジャパンは、本装
置の製造元であるフィリップス社と日本に
おける唯一の代理店契約を結んでおり保
守点検調整及び保守管理に十分な実績と
経験を有している技術者を多数擁してい
る。
以上、本装置の総合的な保守点検を確
実に実行できるのは上記業者以外になく、
競争を許さないことから、本学契約事務取
扱規則第４３条第１項に該当するためこれ
を選定する。

-

136,750,000

-

-

複数年契約H30.4.1
～H35.3.31

株式会社フィリップス・ジャパン
ヘルスシステムズ営業本部
東京都港区港南２－１３－３７
フィリップスビル

本システムは、ＭＲＩと連携しており、ＭＲ
Ｉの複数のシーケンスを撮影し画像診断を
行う際に、１回の撮影シーケンスから画像
受信したデータをコンピュータ解析により
複数のシーケンスに分割するなどの解析
を行うシステムであり、ＭＲＩの稼働には、
必要不可欠なものである。
ＭＲＩによる検査は、中央放射線部にお
ける検査の重要な検査を担うものであり、
これらに係るシステムが故障等により附属
病院の診療に与える影響は、非常に大き
く、可能な限り故障等によるダウンタイム
を減らし、安定に稼働する必要がある。
株式会社フィリップス・ジャパンは、本装
置の製造元であるフィリップス社と日本に
おける唯一の代理店契約を結んでおり、
保守管理に十分な実績と経験を有してい
る技術者を多数擁している。
以上、本システムの保守業務を確実に
履行できるのは上記業者以外になく、競
争を許さないことから、本学契約事務取扱
規則第４３条第１項に該当するためこれを
選定する。

-

12,762,000

-

-

複数年契約H30.4.1
～H33.6.30

物品役務等の
名称及び数量

契約責任者の氏名及び所在地

国立大学法人熊本大学
肺内パーカッション人工呼
契約責任者 理事 西川 泉
吸器賃貸借 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

国立大学法人熊本大学
高エネルギー放射線治療
契約責任者 理事 西川 泉
システム保守点検 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

照射赤血球液-LR「日赤」
血液200mLに由来する赤
血球1袋 以下22点

国立大学法人熊本大学
契約責任者 理事 西川 泉
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

放射性医薬品 クエン酸ガ 国立大学法人熊本大学
リウム-Ga67注射液 以下 契約責任者 理事 西川 泉
70点
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

契約を締結した日

平成30年3月27日

随意契約によることとした
会計規則の根拠条文及び理由
(企画競争又は公募）

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員の数

備

米国パーカッショネア・コーポレーション
製 人工呼吸器IPV インパルセーター型
ホームケアは、パーカッショネア・ジャパン
株式会社が日本における販売総代理店で
ある。
また、九州メディカルサービス株式会社
熊本営業所は、パーカッショネア・ジャパン
株式会社が扱う本装置の熊本県下唯一
の販売代理店である。本装置は医療機器
であり、緊急時に対応ができる必要がある
ため県内の業者に限定する。
以上の理由により、契約の性質又は目
的が競争を許さないことから、国立大学法
人熊本大学契約事務取扱規則第４３条第
１号に該当するため、上記業者を選定す
る。

-

（一式あたり月額）
69,120

-

-

単価契約
予定調達総額
8,333,000円

本装置は、特殊な医療機器であり、その
作業においては高度な専門技術を必要と
する。株式会社バリアンメディカルシステ
ムズは本装置の製造元である米国
VARIAN社と国内における販売代理店契
約を結び、唯一関連機器の保守業務を遂
行しており、本装置のメンテナンスが行え
る技術員を多数擁し、その点検・調整・修
理等に十分な実績と経験を有している。
よって、本件作業を行える業者は他にな
く、競争を許さないことから契約事務取扱
規則第４３条第１号に該当するため上記
業者を選定する。

-

96,884,640

-

-

日本赤十字九州ブロック血液センター
福岡県久留米市宮ノ陣3丁目4番12号

本院において、患者の診療に供される医
薬品のうち上記血液製剤は、可及的速や
かに 確保することが必要である。
また、一般の医薬品と異なり有効期限が
短く、貯蔵方法等にも制約を伴うため、そ
の都度調達せざるをえないが、血液製剤
は、厚生大臣協議厚生省発会第193号（昭
和55年12月16日）により、調達すべき相手
方が日本赤十字社又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お
り、九州地区では日本赤十字社九州ブ
ロック血液センター以外になく競争を許さ
ないため、約事務取扱規則第43条第1号
に該当するため、上記業者を選定するも
のである。

-

予定調達総額
323,518,482円

-

-

単価契約

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二丁目28番45号

本院において使用予定の放射性医薬品
の取扱業者を調査したところ、公益社団法
人日本アイソトープ協会が日本国内にお
ける唯一の販売業者であった。今回の調
達物品を供給できるのは上記業者以外に
なく競争を許さないことから、本学契約事
務取扱規則第43条第1号に該当するた
め、公益社団法人日本アイソトープ協会を
選定するものである。

－

予定調達総額
229,006,980円

-

-

単価契約

契約の相手方の商号又は名称及び住所

九州メディカルサービス株式会社 熊本営業所
熊本市南区馬渡１丁目４番１６号

平成30年3月28日 株式会社バリアンメディカルシステムズ
東京都中央区日本橋兜町５番１号

平成30年3月28日

平成30年3月29日

考

物品役務等の
名称及び数量

契約責任者の氏名及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

人工呼吸器（二相式気道 国立大学法人熊本大学
陽圧ユニット）オートセットＣ 契約責任者 理事 西川 泉
Ｓ標準セット 賃貸借 一式 熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

平成30年3月29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

国立大学法人熊本大学
契約責任者 理事 西川 泉
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

平成30年3月30日

日本電子株式会社福岡支店
福岡市博多区博多駅前2-1-1

ＪＥＭ-2100Ｐｌｕｓ 透過電
子顕微鏡保守業務 一式

持続的自動気道陽圧ユ
国立大学法人熊本大学
ニット標準セット 自動圧調
契約責任者 理事 西川 泉
整ＣＰＡＰ装置 賃貸借 一
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号
式

酸素濃縮器等の賃貸借
一式

国立大学法人熊本大学
契約責任者 理事 西川 泉
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

平成30年3月30日

平成30年3月30日

随意契約によることとした
会計規則の根拠条文及び理由
(企画競争又は公募）
豪州 ResMed 社製の人工呼吸器 オート
セットＣＳは、帝人ファーマ株式会社が日
本における唯一の代理店である。
また、帝人在宅医療株式会社は、帝人
ファーマ株式会社が扱う人工呼吸器（オー
トセットＣＳ）の唯一の販売・レンタル代理
店である。
以上の理由により契約の性質又は目的
が競争を許さないため、国立大学法人熊
本大学契約事務取扱規則第４３条第１号
により、上記の契約相手方として、帝人在
宅医療株式会社を選定するものである。
日本電子株式会社製 ＪＥＭ－２１００ＰＬ
ＵＳ透過電子顕微鏡保守契約 一式」の
契約においては、対象機器のメーカーで
ある日本電子株式会社より「直接履行証
明書」および「直接保守サービス証明書」
が提出されており、機器類等の設計情報
について、対外公表を行っていないため、
日本電子株式会社以外が移転作業を取り
扱うことができない。
よって、競争の余地がないため、契約事
務取扱規則第43条第1号の規定に基づき
契約の相手方として日本電子株式会社福
岡支店を選定することとする。

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員の数

備

考

-

予定調達総額
12,549,000円

-

-

単価契約

-

6,978,200

-

-

複数年契約
H30.4.1～H33.3.31

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

豪州ResMed社製の持続的自動気道陽
圧ユニット標準セット 自動圧調整CPAP
装置一式は、帝人ファーマ株式会社が日
本における唯一の代理店である。
また、帝人在宅医療株式会社は、帝人
ファーマ株式会社が扱う自動圧調整CPAP
装置の唯一の販売・レンタル代理店であ
る。
以上の理由により契約の性質又は目的
が競争を許さないため、国立大学法人熊
本大学契約事務取扱規則第４３条第１号
より上記の契約相手方として、帝人在宅
医療株式会社を選定するものである。

-

予定調達総額
11,957,000円

-

-

単価契約

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

本件賃貸借において、帝人ファーマ㈱製
及び日本特殊陶業㈱製の機器は、各患者
の症状にあった様々な処方に幅広く対応
できる酸素濃度及び酸素流量を備えてお
り、特に患者の状態を常に把握でき患者
の安全確保が充実し、携帯用酸素ボンベ
が長時間使用でき、患者がより快適な社
会生活を営む中で療養が可能となるもの
である。
帝人ファーマ㈱は、自社製品である酸素
濃縮装置、酸素ボンベ及び呼吸式同調器
の販売元であり、日本特殊陶業㈱製酸素
濃縮装置の国内唯一の販売代理店であ
る。
また、帝人在宅医療㈱は、帝人ファーマ
㈱の国内唯一のレンタル代理店である。
以上の理由により契約の性質又は目的
が競争を許さないため、契約事務取扱規
則第４３条第１号により、上記の契約相手
方として、帝人在宅医療株式会社を選定
するものである。

-

-

-

単価契約

予定調達総額
104,455,000円

物品役務等の
名称及び数量

契約責任者の氏名及び所在地

汎用人工呼吸器（二相式 国立大学法人熊本大学
気道陽圧ユニット）の賃貸 契約責任者 理事 西川 泉
借 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

熊本大学医学部附属病院
医療材料関連コンサルティ 国立大学法人熊本大学
ング業務及び医療材料等・ 契約責任者 理事 西川 泉
医薬品契約支援業務 一 熊本市中央区黒髪2丁目39番1号
式

熊本市民病院小児心臓外 国立大学法人熊本大学
科 手術室利用患者受入 契約責任者 理事 西川 泉
一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

契約を締結した日

平成30年3月30日

平成30年3月30日

平成30年3月30日

随意契約によることとした
会計規則の根拠条文及び理由
(企画競争又は公募）

予定価格（円）

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

豪州ResMed社製の汎用人工呼吸器
NIPネーザルシリーズは、帝人ファーマ株
式会社が日本における独占代理店であ
る。
また、帝人在宅医療株式会社は、帝人
ファーマ株式会社が扱うマスク式補助換
気用人工呼吸器（NIPネーザル）の唯一の
販売代理店である。
以上の理由により契約の性質又は目的
が競争を許さないため、国立大学法人熊
本大学契約事務取扱規則第４３条第１号
に該当するため帝人在宅医療株式会社を
選定するものである。

-

株式会社エム・アール・ピー
広島市南区稲荷町１－１ﾛｲﾔﾙﾀﾜｰ４階

（株）エム・アール・ピーのベンチマークシ
ステムから提供される情報は、約６５０（う
ち国立大学：約３０）もの医療機関登録数
に基づく非常に精度の高い市場価格情報
であり、この精度の高さは、価格交渉を行
う上で非常に有効である。
本院の高い医事請求率（平成２７年度９
８．１％）の達成や平成２６年度から平成２
９年度にかけての価格交渉の成果は、こ
れまで同社との協同によって蓄積されたノ
ウハウやデータ、一貫性・継続性のある
メーカー等との価格交渉によるものであ
り、今後、本院の経営改善のためには、引
き続き、これらのノウハウ等を活用する必
要がある。
なお、同社は、公益社団法人日本医業
経営コンサルタント協会が認定する個人
認定登録の医業経営コンサルタントを社
員として多数有し、医療材料等の物流動
向から、部門別の価格の偏差（バラツキ）
等の課題を抽出し、的確で実効性のある
改善計画の策定・実行を一貫して支援す
るための知識・経験及び技術を有してお
り、本業務の遂行に有用である。
よって、国立大学法人熊本大学契約事
務取扱規則第４３条第１号の規定に基づ
き、（株）エム・アール・ピーを契約相手方
として選定するものである。

-

熊本市
熊本市東区湖東１丁目１番６０号

平成２８年６月２０日付けで標記契約締
結時において当院は、熊本市民病院の体
制が整う期間の小児心臓外科の患者受
入を行う旨決定していたが、熊本市民病
院側の希望により単年度契約としていた。
熊本市病院事業所管理者より平成３０年
度の契約を希望する旨、文書にて依頼が
あり、平成３０年度も継続して患者受入を
行うものである。
以上の理由により契約の性質又は目的
が競争を許さないため、国立大学法人熊
本大学契約事務取扱規則第４３条第１項
に該当するため、上記の契約相手方とし
て、熊本市を選定するものである。

-

契約の相手方の商号又は名称及び住所

落札率

再就職の
役員の数

予定調達総額
11,906,000円

-

-

単価契約

予定調達総額
15,428,000円

-

-

単価契約

-

-

単価契約

契約金額（円）

51,046,000

備

考

随意契約によることとした
会計規則の根拠条文及び理由
(企画競争又は公募）

予定価格（円）

国立大学法人熊本大学
熊本市民病院小児循環器
契約責任者 理事 西川 泉
内科患者受入 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

平成30年3月30日

平成２８年８月３日付けで標記契約締結
時において当院は、熊本市民病院の体制
が整う期間の小児循環器内科の患者受
入を行う旨決定していたが、熊本市民病
院側の希望により単年度契約としていた。
熊本市病院事業所管理者より平成３０年
度の契約を希望する旨、文書にて依頼が
あり、平成３０年度も継続して患者受入を
行うものである。
以上の理由により契約の性質又は目的
が競争を許さないため、国立大学法人熊
本大学契約事務取扱規則第４３条第１項
に該当するため、上記の契約相手方とし
て、熊本市を選定するものである。

-

国立大学法人熊本大学
FPD搭載X線透視撮影シス
契約責任者 理事 西川 泉
テム保守点検 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

本装置は高度な医療機器で、検査テー
ブル、ＦＰＤ、画像処理用コンピュータの
ハード及びソフトなど、その点検・調整・修
理を行うためには、専門的な技能をもった
技術者が必要である。島津メディカルシス
テムズ株式会社は、本装置の製造元であ
る株式会社島津製作所が開発・製造した
島津メディカルシステムズ株式会社九州支店熊本
医療機器及び関連機器の販売とメンテナ
平成30年3月30日 営業所
ンスを行うグループ会社であり、日本で唯
熊本市南区平田２丁目２０－４５
一本装置の修理及び保守業務を行ってい
る。
よって、本件業務を行える業者は上記業
者以外にはなく、契約の性質又は目的が
競争を許さないことから、国立大学法人熊
本大学契約事務取扱規則第４３条第１号
に該当するため上記業者を選定する。

国立大学法人熊本大学
契約責任者 理事 西川 泉
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

本件賃貸借において必要とされる機器
は、米国マリンクロット マニュファクチュア
リング エルエルシー社製である。
エア・ウォーター株式会社は、本契約機
器の国内唯一の販売代理店である。
また、九州エア・ウォーター株式会社は、
エア・ウォーター株式会社の九州地区唯
一のレンタル代理店である。
以上の理由により契約の性質又は目的
が競争を許さないため、国立大学法人熊
本大学契約事務取扱規則第４３条第１号
により、上記の契約相手方として、九州エ
ア・ウォーター株式会社を選定するもので
ある。

物品役務等の
名称及び数量

一酸化窒素吸入装置 賃
貸借 一式

契約責任者の氏名及び所在地

契約を締結した日

平成30年3月30日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

熊本市
熊本市東区湖東１丁目１番６０号

九州エア・ウォーター株式会社
福岡市博多区博多駅東２丁目１３番３４号

落札率

再就職の
役員の数

10,548,000

-

-

単価契約

-

38,837,000

-

-

複数年契約
H30.4.1-H35.3.31

-

予定調達総額
8,483,000円

-

-

単価契約

契約金額（円）

備

考

物品役務等の
名称及び数量

自動腹膜灌流装置等 一
式

汎用人工呼吸器等 一式

契約責任者の氏名及び所在地

国立大学法人熊本大学
契約責任者 理事 西川 泉
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

国立大学法人熊本大学
契約責任者 理事 西川 泉
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

契約を締結した日

平成30年3月30日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

株式会社アステム 熊本営業部
熊本市中央区八王寺町３３－５７

フクダライフテク九州株式会社
平成30年3月30日 熊本営業所
熊本市中央区神水１－１５－３５

※予定価格及び落札率の欄の「－」は同種の他の契約の予定価格を類推させる等のおそれがあるため公表しないもの。

随意契約によることとした
会計規則の根拠条文及び理由
(企画競争又は公募）

予定価格（円）

本件賃貸借において必要とされる機器
は、米国バクスター社製と株式会社メテク
製である。
バクスター（株）は、自社製品である自動
腹膜灌流装置及び株式会社メテク製の紫
外線殺菌器の総販売元であり、日本国内
において米国バクスター社が製造する商
品を輸入する唯一の会社である。
また、(株)アステムは、バクスター(株)の
連続携行式腹膜透析関連製品における
熊本県内唯一の代理店である。
以上の理由により契約の性質又は目的
が競争を許さないため、事務取扱規則第
４３条第１号により、上記の契約相手方と
して、株式会社アステム 熊本営業部を選
定するものである。

-

豪州ResMed社製の人工呼吸器（クリー
ンエアVELIA）は、株式会社フクダ産業が
日本における独占代理店である。
フクダ電子株式会社は、株式会社フクダ
産業が扱う汎用人工呼吸器の唯一の販
売代理店であり、フクダライフテック九州株
式会社は、フクダ電子株式会社の九州唯
一の販売等の代理店である。
また、フクダライフテック九州株式会社
は、人工呼吸器とあわせた米国レスピロ
ニクス社製の排痰補助装置の一元管理体
制が整っている。
以上の理由により契約の性質又は目的
が競争を許さないため、本学事務取扱規
則第４３条第１号を適用し、上記の契約相
手方として、フクダライフテック九州株式会
社を選定するものである。

-

落札率

再就職の
役員の数

予定調達総額
5,237,000円

-

-

単価契約
複数年契約
H30.4.1～H32.3.31

予定調達総額
11,283,000円

-

-

単価契約
複数年契約
H30.4.1～H32.3.31

契約金額（円）

備

考

