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

X線循環器診断システム
国立大学法人熊本大学
Infinix Celeve-i INFX-8000V 契約責任者 理事 有松 正洋
修理 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

X線循環器診断システム
国立大学法人熊本大学
Infinix Celeve-i INFX-8000V 契約責任者 理事 有松 正洋
修理 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

放射線治療用シミュレータ
Acuity 修理 一式

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

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

キヤノンメディカルシステムズ株式会社
平成30年4月25日 熊本サービスセンタ
熊本県熊本市中央区新市街11番18号

キヤノンメディカルシステムズ株式会社
平成30年6月19日 熊本サービスセンタ
熊本県熊本市中央区新市街11番18号

平成30年7月30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

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、X線管球
の販売及び交換に際しても専門の技術を要し、キヤ
ノンメディカルシステムズ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
扱規則第４３条第１号に該当するため、本業者を選定
するものである。

-

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
仕様の部品でなければならない。また、本機器部品
の販売及び交換に際しても専門の技術を要し、キヤ
ノンメディカルシステムズ株式会社が製造から保守ま
で一貫して行っている。
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
扱規則第４３条第１号に該当するため、本業者を選定
するものである。

本装置は、特殊な医療機器であり修理には高度な
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、本件修理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。

落札率

再就職の
役員の数

15,838,470

-

-

-

10,580,220

-

-

-

7,198,200

-

-

契約金額（円）

備

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

「全身性強皮症に対する新
規低分子化合物の有効性 国立大学法人熊本大学
に関する研究」における前 契約責任者 理事 有松 正洋
臨床試験に関する業務 一 熊本市中央区黒髪2丁目39番1号
式

国立大学法人熊本大学
全身用X線CT診断装置
契約責任者 理事 有松 正洋
TSX-303A/BW 修理 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

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

株式会社LSIメディエンス
平成30年9月10日 東京都千代田区内神田一丁目１３番４
号

キヤノンメディカルシステムズ株式会社
平成30年10月5日 熊本サービスセンタ
熊本県熊本市中央区新市街11番18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）

本試験の前準備として「血漿中濃度測定法確立～
簡易バリデーション試験」を行う必要がある。血漿中
の合成化合物の濃度測定は、他の前臨床試験の成
績評価の根幹に関わる極めて重要な部分であり、本
試験においても同様である。正確な血漿中濃度デー
タを得るためには、「血漿中濃度測定法確立～簡易
バリデーション試験」を行った実験担当者が測定し、
測定に使用した装置を使用する必要があるなど、「血
漿中濃度測定法確立～簡易バリデーション試験」を
行った業者が継続して本試験を行うことが必須であ
る。上述のとおり、「血漿中濃度測定法確立～簡易バ
リデーション試験」は選定業者が実施しており、本試
験も同業者に依頼する必要がある。
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、本業者を選定
するものである。

-

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、X線管球
の販売及び交換に際しても専門の技術を要し、キヤ
ノンメディカルシステムズ株式会社が製造から保守ま
で一貫して行っている。
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
扱規則第４３条第１号に該当するため、本業者を選定
するものである。

国立大学法人熊本大学
電子顕微鏡移転作業 一式 契約責任者 理事 有松 正洋
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

日本エフイー・アイ株式会社
平成30年10月31日 東京都品川区東品川４－１２－２
品川シーサイドウエストタワー１F

本件「電子顕微鏡移転作業 一式」の契約において、
日本エフイー・アイ株式会社は対象機器メーカーであ
る蘭国FEI Electron Optics社の日本における総代理
店であることが「代理店証明書」により証明されてい
る。また、日本エフイー・アイ株式会社より「直接履行
証明書」が提出されており、対象機器のサービスは日
本エフイー・アイ株式会社が直接業務を履行している
ため、日本エフイー・アイ株式会社以外が移転業務を
行うことができない。
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号の規定に基づき日本エフイー・アイ株式
会社を随意契約の相手方とする。

American Chemical
国立大学法人熊本大学
Society(ACS)(電子ジャーナ 契約責任者 理事 有松 正洋
ル)の利用 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

株式会社紀伊國屋書店九州営業部
平成30年11月22日
福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号

平成30年11月21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。

落札率

再就職の
役員の数

46,206,720

-

-

-

21,999,600

-

-

-

7,560,000

-

-

-

6,364,291

-

-

契約金額（円）

備

考

複数年契約
2019.1.1-2019.12.31

物品役務等の
名称及び数量

看護支援システム改修（勤
務管理機能改修）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 有松 正洋
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

2019年版外国雑誌
American Mineralogist ( Incl. 国立大学法人熊本大学
Reviews in
契約責任者 理事 有松 正洋
mineralogy and
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号
geochemistry) 他35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）

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。
日本アイ・ビー・エム株式会社
平成30年12月20日
以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許
東京都中央区日本橋箱崎町１９番２１号
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。

平成30年12月25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30年10月3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

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員の数

-

10,368,000

-

-

-

6,068,230

-

-

備

考

複数年契約
2019.1.1-2020.2.7

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30年10月3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

-

倫理審査申請システム改修 国立大学法人熊本大学
業務（熊本大学の倫理審査 契約責任者 理事 有松 正洋
に対応した機能追加） 一式 熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

本改修業務は、本院で導入している倫理審査申請シ
ステム（株式会社ビッグバンが開発したシステム）へ
の機能追加を行うものである。
本倫理審査申請システムの著作権を株式会社ビッグ
株式会社ビッグバン
バンが保有していることから、他の業者によるシステ
平成31年1月4日 東京都千代田区岩本町２丁目８番１２号
ム改修は不可能である。
ＮＫビル９階
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号に基づき、株式会社ビッグ
バンを契約相手方として選定するものである。

X線循環器診断システム
国立大学法人熊本大学
Infinix Celeve-i INFX-8000V 契約責任者 理事 有松 正洋
X線管球交換業務 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

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、X線管球
の販売及び交換に際しても専門の技術を要し、キヤ
ノンメディカルシステムズ株式会社が製造から保守ま
で一貫して行っている。
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
扱規則第４３条第１号に該当するため、本業者を選定
するものである。

物品役務等の
名称及び数量

2019年版外国雑誌 AAPG
物品役務等の名称及び数
量 Bulletin 他119点

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 有松 正洋
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12月25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

キヤノンメディカルシステムズ株式会社
平成31年1月18日 熊本サービスセンタ
熊本県熊本市中央区新市街11番18号

落札率

再就職の
役員の数

21,837,663

-

-

-

6,771,600

-

-

-

16,918,470

-

-

契約金額（円）

備

考

複数年契約
2019.1.1-2020.2.7

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

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

国立大学法人熊本大学
財務会計システム更新に伴
契約責任者 理事 有松 正洋
う学費システム改修 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

本契約は、学務情報システムSOSEKIの一機能であ
る学費システムCampus Squareとして新日鉄住金ソ
リューションズ株式会社が開発、リースしているソフト
ウェアの１つの改修であり、そのソフトウェアの著作権
大分市大字西ノ洲1番地
を保有していることから、新日鉄住金ソリューションズ
新日鐵住金（株）大分製鐵所内
株式会社以外の業者によるシステム改修は不可能で
平成31年1月29日
新日鉄住金ソリューションズ株式会社九 ある。
州支社
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、新日鉄住金ソ
リューションズ株式会社を随意契約の相手方として選
定した。

公式ウェブサイト／ 教職員 国立大学法人熊本大学
サイトの運用支援及び保守 契約責任者 理事 有松 正洋
業務 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

株式会社CMSコミュニケーションズ
千葉県柏市大室１２５３－２２

熊本大学公式ウェブサイト／教職員サイトは、式会社
CMSコミュニケーションズが平成２９年度に独自の技
術を用いて構築したものである。
そのため、同サイトの運用支援及び保守業務につい
ても、別紙直接履行証明書のとおり、代理店を通すこ
となく直接履行しており、他の業者が競争に参加する
ことができない。
よって本件については、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、株式会社CMSコ
ミュニケーションズを随意契約の相手方とする。

-

5,922,000

-

-

株式会社エム・アール・ピー
広島市南区稲荷町１－１

（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３５）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の達成や平成２６年度以降
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。
また、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。

-

予定調達総額
16,548,000

-

-

熊本大学医学部附属病院
国立大学法人熊本大学
医療材料関連コンサルティ
契約責任者 理事 有松 正洋
ング業務及び医薬品契約支
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号
援業務 一式

平成31年3月8日

平成31年3月29日

備

12,420,000

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
一酸化窒素吸入装置 賃貸
契約責任者 理事 有松 正洋
借 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

熊本大学広報誌「熊大通
国立大学法人熊本大学
信」及び「WEBマガジン熊大 契約責任者 理事 有松 正洋
なう。」制作業務 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

放射性医薬品 クエン酸ガリ 国立大学法人熊本大学
ウム-Ga67注射液 以下67 契約責任者 理事 有松 正洋
点
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

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）

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・
九州エア・ウォーター株式会社
ウォーター株式会社の九州地区唯一のレンタル代理
平成31年3月29日 福岡市博多区博多駅東２丁目１３番３４
店である。
号
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。

平成31年3月29日

平成31年3月29日

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員の数

-

予定調達総額
9,303,168

-

-

-

-

-

-

株式会社 談
熊本市中央区妙体寺町3-15

企画競争

-

（熊大通信）
10,950,900円
（WEBﾏｶﾞｼﾞﾝ熊大
なう。） 1件
37,260円（4月～9
月）、37,950円（10
月～3月）

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

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
188,143,992

備

単価契約

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

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

照射赤血球液-LR「日赤」血 国立大学法人熊本大学
液200mLに由来する赤血球 契約責任者 理事 有松 正洋
1袋 以下24点
熊本市中央区黒髪2丁目39番1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
日本赤十字社九州ブロック血液センター えないが、厚生大臣協議厚生省発会第193号（昭和
平成31年3月29日
福岡県久留米市宮ノ陣3丁目4番12号
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しかないことから、業者間で
の競争を許さないため、契約事務取扱規則第43条第
1号により上記業者を選定する。

－

予定調達総額
306,049,325

－

－

国立大学法人熊本大学
AWSサーバー管理運用保守
契約責任者 理事 有松 正洋
業務 一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

本件におけるサーバは、株式会社ＣＭＳコミュニケー
ションズが平成２９年度に本学Webサイト／教職員サ
イトを構築した際に、クラウドサービス（Amazon Web
Service）上に独自の技術を用いて構築したものであ
る。
そのため、ＡＷＳサーバの管理運用保守業務につい
ても、別紙直接履行証明書のとおり、代理店を通すこ
となく直接履行しており、他の業者が競争に参加する
ことができない。
よって本件については、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、株式会社CMSコ
ミュニケーションズを随意契約の相手方とする。

－

6,877,416

－

－

本装置は人体の断面画像診断を行う特殊な医療機
器であり、高い水準で性能と安全を維持するために
は、極めて高度な技術力が必要である。よって、保守
点検・管理を行うにあたり専門的な教育を受けた技術
者が必要である。
キヤノンメディカルシステムズ株式会社は、本装置の
製造、販売、据付、保守を一貫して行う会社であり、
保守・修理に関し、本装置の製造販売部門（製造販
売会社）において必要な教育訓練を受けたサービス
エンジニアを配置しており、製造販売部門（製造販売
会社）の指示に基づく適切な保守・修理を行うことが
できる。
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、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。

-

67,932,446

-

-

全身用Ｘ線ＣＴ診断装置保
守点検業務 一式

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

平成31年3月29日

株式会社ＣＭＳコミュニケーションズ
千葉県柏市大室１２５３－２２

キヤノンメディカルシステムズ株式会社
平成31年3月29日 熊本サービスセンタ
熊本市中央区新市街１１番１８号

備

単価契約

考

物品役務等の
名称及び数量

超電導磁気共鳴診断装置
(Ingenia3.0T CX )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 有松 正洋
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

持続的自動気道陽圧ユニッ 国立大学法人熊本大学
ト標準セット自動圧調整ＣＰ 契約責任者 理事 有松 正洋
ＡＰ装置賃貸借一式
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

熊本市民病院小児心臓外
科 手術室利用患者受入
一式

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

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）

本装置は、強力な磁場の中に人体を置き、そこに電
波を照射し、磁気共鳴現象を起こし人体からの微弱
な信号（電波）を受信し、受信した信号がコンピュータ
解析により画像信号に変換され、人体内部の詳細な
画像診断を行う装置である。
磁場、電波、コンピュータを制御し装置の性能を維持
することは重要であり、性能維持及び精密な画像特
性が常に維持され円滑な業務の運営をするために
は、定期的な装置全体の保守点検・管理が必要であ
株式会社フィリップス・ジャパン
る。
ヘルスシステムズ営業本部
本装置は特殊な医療機器であり、超電導磁石、電
平成31年3月29日 東京都港区港南２－１３－３７ フィリップ
波制御、コンピュータ制御と解析のハード及びソフト
スビル
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
において唯一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号に該当す
るためこれを選定する。

平成31年3月29日

平成31年3月29日

帝人在宅医療株式会社
東京都千代田区霞ヶ関3丁目2番1号

熊本市
熊本市東区湖東１丁目１番６０号

本院賃貸借として必要な、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。

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３１年度の契約を
希望する旨、文書にて依頼があり、平成３１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。

予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

再就職の
役員の数

-

82,350,000

-

-

－

予定調達総額
10,277,000

－

－

－

28,160,000

－

－

備

単価契約

考

物品役務等の
名称及び数量

TOEIC-IPテスト受験料

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 有松 正洋
熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

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）

本契約は、本学入学生における英語力の確認及び
推移を分析し、英語教育の向上を目的とするもので
あり、また職員の英語力向上の成果をはかるもので
一般財団法人国際ビジネスコミュニケー
ある。別紙のとおりTOEIC-IPテストは、日本において
ション協会
平成31年3月29日
一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会
東京都千代田区永田町２－１４－２山王
のみが行っている。上記のとおり競争の余地がない
グランドビル
ため、契約事務取扱規則第43条第1号により契約の
相手方として一般財団法人国際ビジネスコミュニケー
ション協会を選定するものとする。

予定価格（円）

－

契約金額（円）

2,535

落札率

－

再就職の
役員の数

－

備

考

契約金額は、１人あ
たりの単価。支出予
定総額は、9,100,650
円。

