競争入札契約に係る内容の公表（物品役務等 政府調達に係るものを除く）
物品役務等の名称及び数量

契約権限者の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

施設企画課長 岡野 公嘉
長崎大学(文教町２）自家発電設備保全業務 施設部施設企画課
長崎市文教町1-14
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
診療材料物流管理システム運営業務 一式 病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
超広角蛍光眼底造影及び光干渉断層撮影
病院経営管理課
複合機 一式
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
検体前処理分注装置 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
洗濯補助業務 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
防音シールドルーム 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
総合案内派遣業務
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
全自動蛍光抗体法分析装置 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
持参薬確認業務
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
全自動臨床検査システム 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
全自動化学発光免疫測定装置 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
第二調達班長 山口 一郎
ナノ液体クロマトグラフ質量分析装置賃貸借
財務部調達課
一式
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
動物実験施設設備管理及び警報監視業務
財務部調達課
一式
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
高速・高解像度バーチャルスライドスキャナ
財務部調達課
システム 一式
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
イメージング機能付マルチモードプレート
財務部調達課
リーダーシステム 一式
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
医師主導治験の実施にかかる外部委託業
財務部調達課
務 一式
長崎市文教町1-14

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

三菱電機プラントエンジニアリング
平成29年4月14日 (株)九州本部長崎支店
長崎市丸尾町4番4号

（別紙様式1）
一般競争入札・指名
競争入札の別（総合
評価の実施）

予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

一般競争入札

-

17,928,000

-

備

考

平成29年4月10日

大黒(株)
和歌山県和歌山市手平3-8-43

一般競争入札

-

80,271,002

-

契約期間：H29.5.1-H30.2.28

平成29年4月28日

日立キャピタル(株)
東京都港区西新橋一丁目3番1号

一般競争入札

-

41,627,520

-

契約期間：H29.6.1-H34.5.31

平成29年5月10日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

10,740,600

-

平成29年5月29日

シンコー(株)
大村市東三城町6番地1

一般競争入札

-

18,867,600

-

平成29年5月26日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

11,988,000

-

平成29年5月10日

マンパワーグループ(株)長崎支店
長崎市万才町7番1号

一般競争入札

-

6,526,980

-

平成29年6月1日

正晃(株)長崎営業所
諫早市多良見町化屋1781-1

一般競争入札

-

13,500,000

－

平成29年6月5日

(株)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

-

5,034,960

－

平成29年6月13日

正晃(株)長崎営業所
諫早市多良見町化屋1781-1

一般競争入札

-

14,688,000

－

平成29年6月23日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

14,245,200

－

平成29年6月12日

オリックス・レンテック(株)
東京都品川区北品川5丁目5番15号

一般競争入札

-

月額 958,608

-

契約期間：H29.7.1～H30.3.31
予定総額 8,627,472円

平成29年6月16日

(株)ふよう長崎
長崎市興善町2番24号

一般競争入札

-

27,756,000

-

契約期間：H29.7.1～H32.6.30

平成29年6月22日

(株)ニコンインステック 長崎営業所
長崎市浜口町4ｰ11

一般競争入札

-

15,087,600

-

平成29年6月22日

(株)J one
長崎市虹が丘町7番6号

一般競争入札

-

10,908,000

-

平成29年7月10日

(株)メディサイエンスプランニング
東京都港区赤坂一丁目11番44号

一般競争入札

-

39,161,880

-

契約期間：H29.6.1-H30.3.31

単価契約
契約期間：H29.6.1～H30.3.31

契約期間：H29.7.1-H30.3.31

契約期間：H29.7.12～H32.3.31

競争入札契約に係る内容の公表（物品役務等 政府調達に係るものを除く）
物品役務等の名称及び数量

契約権限者の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

第一調達班長 細田 雄三
財務部調達課
長崎市文教町1-14
第一調達班長 細田 雄三
高精度ガス吸着測定システム 一式
財務部調達課
長崎市文教町1-14
第一調達班長 細田 雄三
主体的学習促進支援システム用ソフトウェア
財務部調達課
一式
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
臨床検査用フローサイトメーター 一式
財務部調達課
長崎市文教町1-14
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
電気手術器 4式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
ウォッシャブル電動ベッド 60式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
医薬品 インライタ錠1mg 50T ファイザー
病院経営管理課
KK 外21点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
医薬品 イメンドカプセル80mg 30C 小野
病院経営管理課
薬品工業KK 外37点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
医薬品 トリーメク配合錠 B30錠 ヴィーブ
病院経営管理課
ヘルスケアKK 外36点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
医薬品 エクジェイド懸濁用錠125mg 20T
病院経営管理課
ノバルティスファーマKK 外9点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
医薬品 ブイフェンド錠50mg 50T ファイ
病院経営管理課
ザーKK 外12点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
医薬品 グリベック錠100mg 120T ノバル
病院経営管理課
ティスファーマKK 外21点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
医薬品 ポマリストカプセル4mg 7C セル
病院経営管理課
ジーンKK 外6点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
医薬品 アフィニトール錠5mg 30T ノバル
病院経営管理課
ティスファーマKK 外13点
長崎市坂本1-7-1
施設企画課長 岡野 公嘉
長崎大学（坂本２他）昇降機設備保全業務
施設部施設企画課
（契約変更Ⅳ）
長崎市文教町1-14
事務用ファイアウォール 一式

非感染性産業廃棄物収集運搬・処分業務

第二調達班長

山口 一郎

契約を締結した日

平成29年7月7日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所
富士通(株)長崎支店
長崎市西坂町2番3号

マイクロトラック・ベル(株)大阪営業所
平成29年7月13日 大阪府大阪市住之江区南江東8丁目
2番52号
平成29年8月31日

アシストマイクロ(株)
東京都中野区本町3丁目31番11号

芙蓉総合リース(株)福岡支店
平成29年8月25日 福岡県福岡市中央区天神2丁目8番
49号

（別紙様式1）
一般競争入札・指名
競争入札の別（総合
評価の実施）

予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

一般競争入札

-

6,588,000

-

一般競争入札

-

6,897,150

-

一般競争入札

-

12,888,720

-

一般競争入札

-

10,368,000

-

平成29年8月28日

JA三井リース(株)
東京都中央区銀座八丁目13番1号

一般競争入札

-

12,130,560

-

平成29年9月8日

(株)安中集栄堂
長崎市桜町8番1号

一般競争入札

-

15,616,800

-

平成29年9月28日

(株)宮崎温仙堂商店長崎支店
長崎市大浦町1番2号

一般競争入札

-

116,067,004

-

平成29年9月28日

藤村薬品株式会社
長崎市田中町2022番地

一般競争入札

-

247,998,401

-

平成29年9月28日

東七(株)長崎支店
長崎市昭和3丁目2番15号

一般競争入札

-

221,444,252

-

平成29年9月28日

富田薬品(株)長崎支店
長崎市光町3番8号

一般競争入札

-

48,900,159

-

平成29年9月28日

(株)アトル佐賀長崎営業部
長崎市浪の平町4番23号

一般競争入札

-

57,144,802

-

平成29年9月28日

(株)翔薬長崎営業部
長崎市弥生町8番18号

一般競争入札

-

118,596,281

-

平成29年9月28日

九州東邦(株)長崎営業所
長崎市田中町582番3

一般競争入札

-

43,740,226

-

平成29年9月28日

アルフレッサ(株)長崎大村支店
大村市富の原2-322

一般競争入札

-

68,139,348

-

一般競争入札
（変更契約）

-

-90,720

-

平成29年9月1日

三菱電機ビルテクノサービス（株）長
崎支店
長崎市万才町3番5号
（収集運搬）
(株)日本医療環境サービス
福岡県粕屋郡粕屋町長者原東四丁
目8番20号

備

考

契約期間：H29.9.1～H32.3.31

単価契約：契約金額は単価に基づ

競争入札契約に係る内容の公表（物品役務等 政府調達に係るものを除く）
物品役務等の名称及び数量
非感染性産業廃棄物収集運搬・処分業務
一式

契約権限者の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地
財務部調達課
長崎市文教町1-14

第二調達班長 山口 一郎
財務部調達課
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
ＲＩ排気用フィルタ取替業務 一式
財務部調達課
長崎市文教町1-14
第一調達班長 細田 雄三
電話回線サービス 一式
財務部調達課
長崎市文教町1-14
学術情報管理課長 近藤 廣任
Journals@Ovidサイトライセンスの利用 一
学術情報部学術情報管理課
式
長崎市文教町1-14
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
手術部清潔区域清掃等日常業務 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
医薬品 スピンラザ髄注12mg 12mg5ml/瓶 病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
陰圧創傷治療システム
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
吸着式酸素濃縮装置（5L以上）外
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
第一調達班長 細田 雄三
薄膜試料作製装置 一式
財務部調達課
長崎市文教町1-14
第一調達班長 細田 雄三
分析ツール(InCites Benchmarking、Weｂ of
財務部調達課
Science Profiles) 一式
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
医師主導治験における治験薬保管、各治験
財務部調達課
実施医療機関への治験薬配送業務 一式
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
遺伝子解析システム 一式
財務部調達課
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
オールインワン蛍光顕微鏡システム 一式 財務部調達課
長崎市文教町1-14
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
診療材料物流管理システム運営業務
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
放射線管理区域内管理業務請負 一式

契約を締結した日
平成29年9月5日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所
（処分）
(株)新菱
福岡県北九州市八幡西区黒崎三丁
目9番24号
㈱西菱環境開発

（別紙様式1）
一般競争入札・指名
競争入札の別（総合
評価の実施）

予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

一般競争入札

-

13,065,049

-

備

考

き積算したH29.10.1～H31.9.30まで
の予定総額

平成29年9月29日

㈱千代田テクノル福岡営業所
福岡県福岡市博多区祇園町1番28号

一般競争入札

-

7,128,000

-

契約金額はH29.10.1～H31.9.30まで
の総額

平成29年10月26日

(株)千代田テクノル福岡営業所
福岡県福岡市博多区祇園町1番28号

一般競争入札

-

7,128,000

-

契約期間：
H29.11.15～H29.11.21

一般競争入札

-

8,820,024

-

単価契約：契約金額は単価に基づ
き積算したH29.10.6～H30.9.30まで
の予定総額
契約期間：
H30.1.1～H30.12.31

(株)ＱＴnet
平成29年10月6日 福岡県福岡市中央区天神一丁目12
番20号
平成29年11月30日

丸善雄松堂(株)長崎営業所
長崎市坂本1丁目8番33号

一般競争入札

－

5,963,123

－

平成29年11月20日

(株)ウィング
長崎市家野町4-14

一般競争入札

－

31,570,560

－

平成29年11月29日

富田薬品(株)長崎支店
長崎市光町3-8

一般競争入札

－

平成29年11月30日

山下医科器械(株)長崎支社
長崎市浜口町12-19

一般競争入札

－

13,099,741

－

平成29年11月30日

アイティーアイ(株)長崎支店
長崎市田中町596-1

一般競争入札

－

8,591,400

－

一般競争入札

-

10,735,200

-

一般競争入札

-

5,053,500

-

契約期間：
H29.12.1～H30.11.30

一般競争入札

-

9,867,333

-

契約期間：
H29.11.27～H32.3.3１

日本電子㈱福岡支店
平成29年11月6日 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁
目1番1号
平成29年11月29日

ユサコ(株)
東京都港区東麻布2丁目17番12号

三菱倉庫㈱神戸支店
平成29年11月27日 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁
目7番4号

9,227,218.68

－

平成29年12月15日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

8,866,800

-

平成29年12月5日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

14,973,660

-

平成30年1月30日

(株)大黒
和歌山県和歌山市手平3-8-43

一般競争入札

-

115,317,657

-

競争入札契約に係る内容の公表（物品役務等 政府調達に係るものを除く）
物品役務等の名称及び数量

契約権限者の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

施設企画課長 岡野 公嘉
長崎大学(文教町２他）ガスエンジンヒートポ
施設部施設企画課
ンプ式空気調和機保全業務
長崎市文教町1-14
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
超音波診断装置 二式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
歯科系補助業務請負 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
セントラルモニタシステム 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
総合案内派遣業務 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
ベッドセンター業務 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
長崎大学病院警備業務請負 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
第二調達班長 山口 一郎
細胞イメージングシステム 一式
財務部調達課
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
放射線モニタリングシステム 一式
財務部調達課
長崎市文教町1-14
施設企画課長 岡野 公嘉
長崎大学（坂本２）施設設備等保全業務 一
施設部施設企画課
式
長崎市文教町1-14
施設企画課長 岡野 公嘉
長崎大学（文教町２他）施設設備等保全業
施設部施設企画課
務 一式
長崎市文教町1-14
施設企画課長 岡野 公嘉
長崎大学（坂本２他）電話交換業務 一式 施設部施設企画課
長崎市文教町1-14
施設企画課長 岡野 公嘉
長崎大学（坂本２他）昇降機設備保全業務
施設部施設企画課
一式
長崎市文教町1-14
施設企画課長 岡野 公嘉
長崎大学（坂本２）排水槽等保全業務 一式 施設部施設企画課
長崎市文教町1-14
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
液体酸素 純度99.5％以上 173,496kg
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
卓上電子顕微鏡システム 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1

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

（別紙様式1）
一般競争入札・指名
競争入札の別（総合
評価の実施）

予定価格（円） 契約金額（円）

平成30年2月1日

西部ガスリビング(株)長崎営業所
長崎市御船蔵町１番１号

一般競争入札

-

15,660,000

平成30年2月6日

山下医科器械(株)長崎支社
長崎市浜口町12番19号

一般競争入札

-

11,395,728

平成30年2月9日

(株)ジョブパレ
福岡県福岡市博多区千代2丁目2-30
ダイヨシビル201号

一般競争入札

-

5,616,000

平成30年2月20日

(株)キシヤ長崎営業所
長崎市西山4丁目468-1

一般競争入札

-

8,067,600

一般競争入札

-

1,366.20

マンパワーグループ(株)長崎支店
平成30年2月22日 長崎市万才町7番1号住友生命長崎
ビル3階
平成30年2月28日

(株)シンコー
大村市東三城町6番地1

一般競争入札

-

23,587,200

平成30年2月28日

(株)ガードサービス長崎
長崎市京泊2丁目9番41号

一般競争入札

-

31,147,200

平成30年2月5日

正晃(株)長崎営業所
諫早市多良見町化屋1781-1

一般競争入札

-

12,808,800

平成30年2月28日

(株)千代田テクノル福岡営業所
福岡市博多区祇園町1番28号

一般競争入札

-

5,443,200

平成30年3月8日

(株)ふよう長崎
長崎市興善町２番２４号

一般競争入札

-

605,493,360

平成30年3月14日

太平ビルサービス(株)長崎支店
長崎市栄町1番25号長崎ＭＳビル

一般競争入札

-

264,600,000

平成30年3月16日

エヌ・ティファシリティーズ(株)
長崎市川平町1142番地9

一般競争入札

-

18,312,480

一般競争入札

-

203,245,200

三菱電機ビルテクノサービス(株)長
平成30年3月23日 崎支店
長崎市万才町3番5号
平成30年3月23日

(株)ウィング
長崎市家野町4番14号

一般競争入札

-

14,742,000

平成30年3月16日

福岡酸素(株)長崎支社
長崎市光町2番31号

一般競争入札

-

8,994,032

一般競争入札

-

(株)日立ハイテクノロジーズ九州支店
平成30年3月20日 福岡県福岡市博多区上川端町12番
20号

6,750,000

落札率
（％）

備

考

単価契約、H30.4.1-H31.3.31

競争入札契約に係る内容の公表（物品役務等 政府調達に係るものを除く）
物品役務等の名称及び数量

契約権限者の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

経営管理課課長補佐
ナノピアＤダイマーCPｾｯﾄ*4 積水メディカル
病院経営管理課
外13点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
ｴｸﾙｰｼｽ試薬 FT4Ⅱ 200ﾃｽﾄ ロシュ・ダイ
病院経営管理課
アグノスティックス 外2点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
不用レントゲンフィルム売払い
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
麻酔器23台 保守
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
再生医療等製品 テムセルHS注 10.8mL1
病院経営管理課
袋 16袋
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
血液疾患染色体検査（分染法） 1,095件 病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
歯科材料物流管理業務請負 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
医薬品 インライタ錠1mg 50T ファイザーＫ
病院経営管理課
Ｋ 外25点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
医薬品 イメンドカプセル80mg 30C 小野
病院経営管理課
薬品工業KK 外43点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
医薬品 トリーメク配合錠 B30錠 ヴィーブ
病院経営管理課
ヘルスケアKK 外38点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
医薬品 セルセプトカプセル250 100C 中
病院経営管理課
外製薬KK 外12点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
医薬品 ブイフェンド錠50mg 50T ファイ
病院経営管理課
ザーKK 外12点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
医薬品 グリベック錠100mg 120T ノバル
病院経営管理課
ティスファーマKK 外15点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
医薬品 ポマリストカプセル4mg 7C セル
病院経営管理課
ジーンKK 外6点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
医薬品 デシコビ配合錠HT B30錠 鳥居薬
病院経営管理課
品KK 外8点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
患者送迎用シャトル便運行業務 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1

契約を締結した日

梅嶋敬三

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

（別紙様式1）
一般競争入札・指名
競争入札の別（総合
評価の実施）

予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備

考

平成30年3月15日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

115,665,084

単価契約、H30.4.1-H31.3.31

平成30年3月15日

正晃(株)長崎営業所
諫早市多良見町化屋1781-1

一般競争入札

-

21,826,800

単価契約、H30.4.1-H31.3.31

平成30年3月23日

アサヒプリテック(株)福岡営業所
福岡県古賀市糸ケ浦29番地

一般競争入札

-

9,504,000

平成30年3月28日

山下医科器械(株)長崎支社
長崎市浜口町12番19号

一般競争入札

-

6,390,900

平成30年3月28日

(株)アトル佐賀長崎営業部
長崎市浪の平町4番23号

一般競争入札

-

13,818,816

単価契約、H30.4.1-H30.9.30

平成30年3月22日

(株)ビー・エム・エル長崎営業所
諫早市津久葉町5-134

一般競争入札

-

13,954,680

単価契約、H30.4.1-H32.3.31

平成30年3月7日

(株)モリタ長崎営業所
長崎市目覚町18番9号ﾈｵﾎﾟﾘｽめざ
め201号

一般競争入札

-

6,337,440

平成30年3月27日

(株)宮崎温仙堂商店長崎支店
長崎市大浦町1番2号

一般競争入札

-

133,404,446

単価契約、H30.4.1-H30.9.30

平成30年3月27日

藤村薬品(株)
長崎市田中町2022番地

一般競争入札

-

276,972,907

単価契約、H30.4.1-H30.9.30

平成30年3月27日

東七(株)長崎支店
長崎市昭和3丁目2番15号

一般競争入札

-

221,552,882

単価契約、H30.4.1-H30.9.30

平成30年3月27日

富田薬品(株)長崎支店
長崎市光町3番8号

一般競争入札

-

57,707,402

単価契約、H30.4.1-H30.9.30

平成30年3月27日

(株)アトル佐賀長崎営業部
長崎市浪の平町4番23号

一般競争入札

-

55,266,725

単価契約、H30.4.1-H30.9.30

平成30年3月27日

(株)翔薬長崎営業部
長崎市弥生町8番18号

一般競争入札

-

79,715,205

単価契約、H30.4.1-H30.9.30

平成30年3月27日

九州東邦(株)長崎営業所
長崎市田中町582番3

一般競争入札

-

42,147,700

単価契約、H30.4.1-H30.9.30

平成30年3月27日

アルフレッサ(株)長崎大村支店
大村市富の原2-322

一般競争入札

-

41,729,994

単価契約、H30.4.1-H30.9.30

平成30年2月27日

元船光タクシー(株)
長崎市城栄町41番78号

一般競争入札

-

14,395,999

梅嶋敬三
梅嶋敬三
梅嶋敬三
梅嶋敬三
梅嶋敬三
梅嶋敬三
梅嶋敬三
梅嶋敬三
梅嶋敬三
梅嶋敬三
梅嶋敬三
梅嶋敬三
梅嶋敬三
梅嶋敬三
梅嶋敬三

単価契約

競争入札契約に係る内容の公表（物品役務等 政府調達に係るものを除く）
物品役務等の名称及び数量

診療報酬請求業務等請負 一式
長崎大学病院放射線機器保守等業務
搬送業務 一式

契約権限者の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1

経営管理課課長補佐 梅嶋敬三
寝具設備類・病衣の賃貸借及びベッドメーキ
病院経営管理課
ング業務
長崎市坂本1-7-1
経営管理課課長補佐
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
第二調達班長 山口
医師主導治験における治験薬割付業務およ
財務部調達課
び症例登録センター業務 一式
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口
全自動タンパク質検出装置システム 一式 財務部調達課
長崎市文教町1-14
第一調達班長 細田
自律型魚探システム 一式
財務部調達課
長崎市文教町1-14
第一調達班長 細田
長崎大学水産学部附属練習船長崎丸 売
財務部調達課
払
長崎市文教町1-14

予定価格（円） 契約金額（円）

一般競争入札

-

128,297,520

一般競争入札

-

327,888,000

落札率
（％）

備

考

太平ビルサービス(株)長崎支店
長崎市栄町1番25号 長崎MSビル

一般競争入札

-

45,341,856

平成30年3月9日

一般財団法人輔仁会
長崎市坂本1丁目7番1号
ワタキューセイモア(株)九州支社
佐賀県小城市小城町227-2

一般競争入札

-

150,301,398

平成30年3月6日

日本ステリ(株)営業本部営業部中国
九州事業所
福岡県久留米市宮ノ陣3-5-22

一般競争入札

-

131,544,000

平成29年11月10日

イーピーエス(株)
東京都新宿区下宮比町2番23号

一般競争入札

-

11,329,416

平成29年12月12日

正晃(株)長崎営業所
諫早市多良見町化屋1781-1

一般競争入札

-

7,452,000

平成30年3月1日

日本海洋(株)
東京都足立区東和5-13-4

一般競争入札

-

11,880,000

平成30年3月1日

山下商店(有)
愛媛県松山市南久米町635番地2

一般競争入札

-

54,001,080

平成30年3月5日

ヒューマン・メタボローム・テクノロ
ジースﾞ(株)
東京都中央区新川2-9-6シュテルン
中央ビル5階

一般競争入札

-

24,999,750

平成30年3月7日

(株)千代田テクノル福岡営業所
福岡県福岡市博多区祇園町1番28号

一般競争入札

-

8,748,000

平成30年3月15日

三和通信長崎(株)
長崎市文教町7番22号

一般競争入札

-

13,230,000

平成30年3月28日

オリックス・レンテック(株)
東京都品川区北品川5丁目5番15号

一般競争入札

-

8,899,632

延長期間：H30.4.1～H31.3.31

平成30年3月29日

(有)環境産業
長崎市上戸石町2077番地1

一般競争入札

-

9,942,696

契約期間：H30.4.1～H32.3.31

平成30年3月30日

林兼石油(株)長崎支店
長崎市旭町6番1号

一般競争入札

-

9,301,500

単価契約：契約金額は単価に基づ
き積算したH30.4.1～H31.3.31までの
予定総額

一郎
雄三
雄三

第二調達班長 山口 一郎
財務部調達課
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
講義収録システム 一式
財務部調達課
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
ナノ液体クロマトグラフ質量分析装置賃貸借
財務部調達課
一式 変更契約
長崎市文教町1-14
第一調達班長 細田 雄三
実験廃液処理施設運転保守管理等業務
財務部調達課
一式
長崎市文教町1-14
第一調達班長 細田 雄三
免税軽油
財務部調達課
長崎市文教町1-14
※その他の契約につきましては、直接契約担当課にお尋ねください。
β線水モニタ 一式

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合
評価の実施）

平成30年3月19日

一郎

第二調達班長 山口 一郎
財務部調達課
長崎市文教町1-14

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

(株)ニチイ学館
平成30年3月29日 東京都千代田区神田駿河台2丁目9
番地
エム・シー・ヘルスケア(株)
平成30年3月29日 東京都港区港南二丁目16番1号品川
イーストワンタワー12階

梅嶋敬三

医療器具等洗浄・滅菌業務 一式

培養上清のメタボローム解析委託業務

契約を締結した日

（別紙様式1）

単価契約、H30.4.1-H32.3.31

契約期間：H29.11.10～H32.3.31

単価契約：契約金額は単価に基づ
き積算したH30.3.5～H31.9.30までの
予定総額

随意契約に係る内容の公表（物品役務等 政府調達に係るものを除く）
物品役務等の名称及び数量

契約権限者の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

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

（別紙様式2）
随意契約によることとした会
再就職の
落札率
計規則の根拠条文及び理由 予定価格（円） 契約金額（円）
役員の数
（％）
（企画競争又は公募）
（人）

備

考

FPD搭載CｱｰﾑX線透視撮影装置 経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
「Cvision Safire」 X線管球交換修 病院経営管理課
理 一式
長崎市坂本1-7-1

平成29年4月7日

島津メディカルシステムズ(株)
長崎市千歳町6-32

会計規則第13条第3項第1
号。当該物品を納入できる相
手方は他に存在せず、競争
を許さないことから。

-

7,029,720

-

-

第二調達班長 山口 一郎
医師主導治験の治験準備及び治
財務部調達課
験実施に係る外部委託業務 一式
長崎市文教町1-14

(株)ファイブリングス
平成29年5月29日 大阪市北区東天満2丁目9－4
千代田ビル東館

会計規則第13条第3項第1号
本業者以外に契約を履行で
きる業者がいないため。

-

51,840,000

-

-

契約期間：
H29.5.29～H32.3.31

第二調達班長 山口 一郎
検体検査委託「Ｎａ 以下２６項目」 財務部調達課
長崎市文教町1-14

(株)エスアールエル
平成29年5月19日 東京都新宿区西新宿二丁目1
番1号

会計規則第13条第3項第1号
本業者以外に契約を履行で
きる業者がいないため。

-

12,923,442

-

-

単価契約：契約金額は単価に基
づき積算したH29.5.25～H29.8.31
までの予定総額

平成29年5月24日
(株)テクノ・スズタ
平成29年6月9日変
長崎市平和町24番14号
更

会計規則第13条第3項第1号
本業者以外に契約を履行で
きる業者がいないため。

-

5,263,164

-

-

契約期間：
H29.5.24～H29.6.30

会計規則第13条第3項第1号
(企画競争）

-

10,000,000

-

-

Architecture49 Inc.
会計規則第13条第3項第1号
平成29年7月14日 Winnipeg,Manitoba,Canada,R3T 本業者以外に契約を履行で
6B8
きる業者がいないため。

-

158,585 USﾄﾞﾙ

-

-

次世代シーケンサー修理 一
式

第二調達班長 山口 一郎
財務部調達課
長崎市文教町1-14

国立大学法人長崎大学に係る 調達課長 土橋 一徳
財務部調達課
監査契約 一式
長崎市文教町1-14
長崎大学高度安全実験施設基本
計画書講評業務 一式

第二調達班長 山口 一郎
財務部調達課
長崎市文教町1-14

平成29年6月30日

有限責任監査法人 トーマツ
東京都港区港南二丁目15番3
号
品川インターシティ

経営管理課長補佐 梅嶋敬三
長崎大学病院立位式ホールボディ
病院経営管理課
カウンタ移設作業 一式
長崎市坂本1-7-1

平成29年7月4日

(株)キシヤ
長崎市西山4丁目468番1号

長崎大学第13号第3項第1
号。当該物品を納入できる相
手方は他に存在せず、競争
を許さないことから。

-

5,794,200

-

-

重症管理システム 保守

経営管理課長補佐 梅嶋敬三
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1

平成29年7月26日

(株)キシヤ
長崎市西山4丁目468番1号

長崎大学第13号第3項第1
号。当該物品を納入できる相
手方は他に存在せず、競争
を許さないことから。

-

35,640,000

-

-

磁気共鳴断層撮影装置 保守

経営管理課長補佐 梅嶋敬三
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1

GEヘルスケア・ジャパン(株)長
崎営業所
平成29年8月21日
諫早市永昌東町18-11中古賀
マンション1F

長崎大学第13号第3項第1
号。当該物品を納入できる相
手方は他に存在せず、競争
を許さないことから。

-

32,617,080

-

-

シーメンスヘルスケア(株)九州
営業所
平成29年8月22日
福岡県福岡市博多区博多駅前
1-21-28博多駅前スクエア7F

長崎大学第13号第3項第1
号。当該物品を納入できる相
手方は他に存在せず、競争
を許さないことから。

-

7,560,000

-

-

経営管理課長補佐 梅嶋敬三
バイプレーン頭腹部血管撮影装置
病院経営管理課
保守
長崎市坂本１－７－１

契約期間：
H29.7.14～H29.8.12

随意契約に係る内容の公表（物品役務等 政府調達に係るものを除く）
物品役務等の名称及び数量

契約権限者の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

第二調達班長 山口 一郎
レトロウイルスベクターを用いた遺
財務部調達課
伝子導入細胞の製造請負等 一式
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
RI廃棄物集荷・廃棄業務 一式 財務部調達課
長崎市文教町1-14

契約を締結した日

平成29年9月8日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所
タカラバイオ(株)
滋賀県草津市野路東七丁目4
番38号

（別紙様式2）
随意契約によることとした会
再就職の
落札率
計規則の根拠条文及び理由 予定価格（円） 契約金額（円）
役員の数
（％）
（企画競争又は公募）
（人）
会計規則第13条第3項第1号
本業者以外に契約を履行で
きる業者がいないため。

公益社団法人日本アイソトープ
協会
会計規則第13条第3項第1号
平成29年10月10日 東京都文京区本駒込二丁目28 本業者以外に本契約を履行
番45号
できる業者がないため。
長崎大学契約事務取扱規程
第31条第7号。競争に付して
も入札者がないとき又は再度
の入札をしても落札者がない
とき。
アマノマネジメントサービス(株) 長崎大学第13条第3項第1
福岡支店
号。当該物品を納入できる相
平成29年12月13日
福岡市博多区住吉1-2-25ビジ 手方は他に存在せず、競争
ネスセンタービル5F
を許さないことから。

医療福祉業務等請負 一式

経営管理課長補佐 梅嶋敬三
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1

(株)ニチイ学館
平成29年11月8日 東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地

駐車場管理システム保守

経営管理課長補佐 梅嶋敬三
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1

高機能細胞治療薬（E-MNC)の試
験の委託業務 一式

第二調達班長 山口 一郎
財務部調達課
長崎市文教町1-14

平成29年12月1日

第一調達班長 細田 雄三
長崎大学文教おもやい保育園の運
財務部調達課
営業務委託 一式
長崎市文教町1-14

平成30年1月16日

セルアクシア(株)
会計規則第13条第3項第1号
東京都中央区日本橋蛎殻町1本業者以外に本契約を履行
12-7
できる業者がないため。
（有）ウェル
長崎市大黒町8番6号マツバヤ 会計規則第13条第3項第1号
ビル3F
企画競争
(株)エスアールエル・メディサー
チ
会計規則第13条第3項第1号
東京都新宿区西新宿六丁目5 本業者以外に本契約を履行
番1号
できる業者がないため。

備

考

-

62,964,000

-

-

契約期間：
H29.10.1～H32.3.31

-

8,080,948

-

-

単価契約：契約金額は単価に基
づき積算したH29.11.27～
H29.12.8までの予定総額

-

9,752,400

-

-

入札辞退による随契

-

6,933,600

-

-

-

8,091,360

-

-

契約期間：
H29.12.1～H30.3.31

-

42,183,590

-

-

単価契約：契約金額は単価に基
づき積算したH30.4.1～H31.3.31
迄の予定総額

-

15,168,664

-

-

単価契約：契約金額は単価に基
づき積算したH30.2.13～H32.3.31
迄の予定総額

単価契約、H30.4.1-H31.3.31

第二調達班長 山口 一郎
医師主導治験における臨床検査値
財務部調達課
の測定業務 一式
長崎市文教町1-14

平成30年2月7日

経営管理課長補佐 梅嶋敬三
人全血液-LR「日赤」血液200mLに
病院経営管理課
由来する血液量 1袋 外42点
長崎市坂本1-7-1

平成30年3月28日

日本赤十字社九州ブロック血
液センター
福岡県久留米市宮ノ陣3丁目4
番12号

長崎大学会計規則第13条第
3項第1号。当該物品を納入
できる相手方は他に存在せ
ず、競争を許さないことから。

-

486,256,013

-

-

デジタルX線TVシステム ZEXIRA 経営管理課長補佐 梅嶋敬三
DREX-ZX80 FPD(フラットパネル） 病院経営管理課
交換修理 一式
長崎市坂本1-7-1

平成30年3月7日

キャノンメディカルシステムズ
(株)長崎サービスセンター
長崎市興善町2番24号

長崎大学会計規則第13条第
3項第1号。当該物品を納入
できる相手方は他に存在せ
ず、競争を許さないことから。

-

6,228,360

-

-

放射性医薬品 Ga-67 クエン酸ガ 経営管理課長補佐 梅嶋敬三
リウム-Ga67注射液 37MBq 外
病院経営管理課
119点
長崎市坂本1-7-1

公益社団法人日本アイソトープ
協会
平成30年3月28日
東京都文京区本駒込二丁目28
番45号

長崎大学会計規則第13条第
3項第1号。当該物品を納入
できる相手方は他に存在せ
ず、競争を許さないことから。

-

155,148,912

-

-

単価契約、H30.4.1-H31.3.31

随意契約に係る内容の公表（物品役務等 政府調達に係るものを除く）

（別紙様式2）
随意契約によることとした会
再就職の
落札率
計規則の根拠条文及び理由 予定価格（円） 契約金額（円）
役員の数
（％）
（企画競争又は公募）
（人）

契約権限者の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

放射線源 Ir-192 イリジウム192
線源 V2タイプ 370GBｑ 外3点

経営管理課長補佐 梅嶋敬三
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1

公益社団法人日本アイソトープ
協会
平成30年3月28日
東京都文京区本駒込二丁目28
番45号

長崎大学会計規則第13条第
3項第1号。当該物品を納入
できる相手方は他に存在せ
ず、競争を許さないことから。

全身用CT撮影装置「SOMATOM
Sensation Open ICT」検出器交換
修理

経営管理課長補佐 梅嶋敬三
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1

平成30年2月23日

シーメンスヘルスケア(株)九州
営業所
福岡県福岡市博多区博多駅前
1-21-28

持参薬確認業務請負 一式

経営管理課長補佐 梅嶋敬三
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1

(株)ニチイ学館
平成30年3月27日 東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地

長崎大学会計規則第13条第
3項第1号。当該物品を納入
できる相手方は他に存在せ
ず、競争を許さないことから。
長崎大学契約事務取扱規程
第31条第7号。競争に付して
も入札者がないとき又は再度
の入札をしても落札者がない
とき。

物品役務等の名称及び数量

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

-

13,163,796

-

-

-

6,199,200

-

-

-

6,920,640

-

-

備

考

単価契約、H30.4.1-H31.3.31

第一調達班長 細田 雄三
発明に関する情報収集・調査請負
財務部調達課
業務 一式
長崎市文教町1-14

平成30年3月22日

テックマネッジ(株)
東京都新宿区西新宿7-7-26

会計規則第13条第3項第1号
本業者以外に契約を履行で
きる業者がいないため。

-

9,720,000

-

-

契約期間：
H30.4.1～H31.3.31

第一調達班長 細田 雄三
情報通信基盤システム保守 一式 財務部調達課
長崎市文教町1-14

平成30年3月23日

(株)九州日立システムズ西九
州支店
久留米市中央町37-20久留米
中央町ビル2階

会計規則第13条第3項第1号
管理プログラムの著作権を
有する唯一の業者であるた
め。

-

14,493,816

-

-

契約期間：
H30.4.1～H31.3.31

小動物実験用PET/SPECT/CT保
守 一式

第二調達班長 山口 一郎
財務部調達課
長崎市文教町1-14

平成30年3月27日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

会計規則第13条第3項第1号
本業者以外に契約を履行で
きる業者がいないため。

-

21,600,000

-

-

契約期間：
H30.4.1～H31.3.31

学務情報システム保守 一式

第一調達班長 細田 雄三
財務部調達課
長崎市文教町1-14

九州NSソリューションズ(株)
平成30年3月28日 大分県大分市大字西ノ洲1番
地

会計規則第13条第3項第1号
管理プログラムの知的所有
権を有する唯一の業者であ
るため。

-

6,156,000

-

-

契約期間：
H30.4.1～H31.3.31

会計規則第13条第3項第1号
本業者以外に契約を履行で
きる業者がいないため。

-

13,608,000

-

-

契約期間：
H30.4.1～H35.3.31

会計規則第13条第3項第1号
本業者以外に契約を履行で
きる業者がいないため。

-

8,701,560

-

-

契約期間：
H30.4.1～H31.3.31

エルゼビア・ビー・ブイ
会計規則第13条第3項第1号
平成30年3月30日 オランダ王国アムステルダム市 本業者以外に契約を履行で
ラーダーヴェヒ29
きる業者がいないため。

-

6,182,904

-

-

契約期間：
H30.4.1～H31.3.31

共焦点レーザー顕微鏡LSM780及 第二調達班長 山口 一郎
び超解像レーザー顕微鏡ELYRA保 財務部調達課
守業務 一式
長崎市文教町1-14

人事・給与システム保守 一式

第一調達班長 細田 雄三
財務部調達課
長崎市文教町1-14

第一調達班長 細田 雄三
SciVal®（Benchmarking+Overview)
財務部調達課
の利用
長崎市文教町1-14
※その他の契約につきましては、直接契約担当課にお尋ねください。

平成30年3月30日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

(株)インフォセンス
平成30年3月30日 福岡県福岡市博多区冷泉町2
番1号

