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

検体検査委託「尿中クレアチニン
以下14項目」

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

経理調達課課長（兼第二調達班
班長） 原 善達
管理運営部
長崎市文教町１－１４

令和3年5月11日

経営管理課課長補佐 吉田 笑子
総合病院情報システム端末類 54
病院経営管理課
台
長崎市坂本１－７－１

令和3年6月2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）

株式会社エスアールエル
会計規則第13条第3項第1号
東京都新宿区西新宿二丁目１ 本業者以外に契約を履行で
番１号
きる業者がいないため。
会計規則第13条第3項1号契
約の性質又は目的が一般競
争及び指名競争を許さないと
き。
一般社団法人授業目的公衆送 会計規則第13条第3項第1号
信補償金等管理協会
本業者以外に契約を履行で
東京都千代田区永田町2-4-3 きる業者がいないため。
九州ＮＳソリューションズ株式会
会計規則第13条第3項第1号
社 業務ソリューション第二事
本業者以外に契約を履行で
業部
きる業者がいないため。
大分市大字西ノ洲１番地
会計規則第13条第3項第1号
長崎タクシー共同集金（株）
本業者以外に契約を履行で
長崎市出島町12番20号
きる業者がいないため。
日本電気株式会社長崎支店
長崎市万才町７番１号

-

5,052,850

-

-

-

13,200,000

-

-

-

7,388,964

-

-

-

5,280,000

-

-

-

12,019,970

-

-

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

令和3年8月27日

第一調達班長 入口 忠義
学術情報システム非接触型証明書
管理運営部経理調達課
発行機連携改修作業 一 式
長崎市文教町１－１４

令和3年8月23日

第一調達班長 野田 真二
乗用自動車（タクシー）利用料金後
管理運営部経理調達課
納契約
長崎市文教町１－１４

令和3年3月24日

第一調達班長 野田 真二
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

令和3年6月10日

レンタルのニッケン
会計規則第13条第3項第2号
長崎県西彼杵郡時津町日並郷 緊急を要する場合で，競争に
字新開3800
付することができないため。

-

9,460,000

-

-

主体的学習促進支援システム用ソ 第一調達班長 入口 忠義
フトウェア（ライセンス（SaaS）） 一 管理運営部経理調達課
式
長崎市文教町１－１４

令和3年9月30日

アシストマイクロ株式会社
東京都中野区本町3-31-11

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。

-

55,895,069

-

-

-

6,206,816

-

-

-

29,997,000

-

-

-

5,170,000

-

-

-

10,604,397

-

-

-

7,920,000

-

-

授業目的公衆送信補償金 一式

コロナワクチン職域接種備品等レ
ンタル(エアコン等) 一式

サンリッチモード株式会社
令和3年11月12日 東京都千代田区岩本町１丁目
７番１号
テルモ株式会社コーポレート
経営管理課課長補佐 溝口 明邦
治験製薬「TERGS0001」製作等委
R&D センター
病院経営管理課
令和3年11月16日
託 一式
神奈川県足柄上郡中井町井ノ
長崎市坂本１－７－１
口１５００

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。
会計規則第13条第3項1号契
約の性質又は目的が一般競
争及び指名競争を許さないと
き。

公益財団法人 日本医療機能
評価機構
東京都千代田区神田三崎町１
丁目４番１７号

会計規則第13条第3項1号契
約の性質又は目的が一般競
争及び指名競争を許さないと
き。

防護服 一式

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
「病院機能評価」 更新評価審査業
病院経営管理課
務 一式
長崎市坂本１－７－１

Nature JournalsおよびPalgrave
Journalsの利用 一式

駐車場管理システム 保守 一式

令和3年11月2日

長崎大学会計規則第13条第
3項第1号を適用。当該製品
を提供できる相手方は他に
存在せず、競争を許さないた
め。
アマノマネジメントサービス株式 会計規則第13条第3項1号契
経営管理課課長補佐 溝口 明邦
会社
約の性質又は目的が一般競
病院経営管理課
令和3年12月13日
福岡市博多区住吉１－２－２５ 争及び指名競争を許さないと
長崎市坂本１－７－１
ビジネスセンタービル５Ｆ
き。
学術情報管理班長 志波原 智
美
学術情報部学術情報管理課
長崎市文教町1-14

Springer Customer Service
Center GmbH
令和3年12月10日
Tiergartenstrasse 15-17,
69121 Heidelberg, Germany

備

考

単価契約：契約金額は運賃料金
に基づき積算した2021.4.1～
2022.3.31までの予定総額

単価契約

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

経営管理課課長補佐 野田 真二
総合病院情報システム端末類 36
病院経営管理課
台
長崎市坂本１－７－１

令和4年1月13日

第一調達班長 入口 忠義
大学入学共通テスト成績提供 一
管理運営部経理調達課
式
長崎市文教町１－１４

令和4年2月8日

Nature 世界版（冊子+WEB）掲載
一式

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

令和4年3月22日

学務情報システム保守 一式

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

令和4年3月23日

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
小動物実験用PET/SPECT/CT保
管理運営部経理調達課
守 一式
長崎市文教町１－１４

クラウドサービス利用料 一式

令和4年3月10日
令和4年3月14日

フィリピン・サンラザロ病院における 第一調達班長 入口 忠義
国際共同研究の推進に係る支援 管理運営部経理調達課
業務 一式
長崎市文教町１－１４

令和4年3月31日

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
蛍光ガラス線量計による個人被ば
病院経営管理課
く線量測定業務 一式
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月4日

照射人全血液-LR 「日赤」 血液 経営管理課課長補佐 野田 真二
200mLに由来する血液量 １袋 外 病院経営管理課
23点
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月29日

※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。

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）

会計規則第13条第3項1号契
長崎市万才町７番１号
約の性質又は目的が一般競
日本電気株式会社 長崎支店 争及び指名競争を許さないと
き。
独立行政法人大学入試セン
会計規則第13条第3項第1号
ター
本業者以外に契約を履行で
東京都目黒区駒場２丁目１９番
きる業者がいないため。
２３号
会計規則第13条第3項第1号
ネイチャー・ジャパン株式会社
本業者以外に契約を履行で
東京都港区虎ノ門4-3-1
きる業者がいないため。
九州NSソリューションズ株式会
会計規則第13条第3項第1号
社業務ソリューション第二事業
本業者以外に契約を履行で
部
きる業者がいないため。
大分市大字西ノ洲１番地
会計規則第13条第3項第1号
株式会社NLab
本業者以外に契約を履行で
長崎市出島町１番４３号４０３
きる業者がいないため。
会計規則第13条第3項第1号
株式会社 テクノ・スズタ
本業者以外に契約を履行で
長崎市平和町２４番１４号
きる業者がいないため。
Asian Foundation for Tropical
Medicine, Inc
契約事務取扱規程第31条第
Filinvest Corporate City,
10号外国で契約をするため。
Alabang, Muntinlupa City,
Metro Manila 1770, Philippines
会計規則第13条第3項1号契
株式会社千代田テクノル
約の性質又は目的が一般競
東京都文京区湯島１丁目７番１
争及び指名競争を許さないと
０号
き。
日本赤十字社九州ブロック血
会計規則第13条第3項1号契
液センター
約の性質又は目的が一般競
福岡県久留米市宮ノ陣３丁目４
争及び指名競争を許さないと
番１２号
き。

備

-

11,000,000

-

-

-

5,334,000

-

-

-

5,441,040

-

-

-

6,490,000

-

-

-

11,165,000

-

-

-

25,850,000

-

-

-

6,243,960
ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾍﾟｿ

-

-

-

5,367,450

-

-

単価契約

-

415,965,604

-

-

単価契約

考

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

職員定期健康診断業務 一式
情報データ科学部什器類 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
第一調達班班長 野田 真二
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班班長 野田 真二
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

契約を締結した日

令和3年4月14日
令和3年4月28日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所
公益財団法人長崎県健康事業団
長崎県諫早市多良見町化屋９８６番
地３
株式会社ヨシオカ
長崎県西彼杵郡時津町浜田郷１４５
９－１３

（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

-

28,012,935

-

一般競争入札

-

8,965,000

-

滅菌管理システム 一式

経営管理課課長補佐 吉田 笑子
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年4月23日

株式会社サン・システム
新潟県長岡市関東町５番地５

一般競争入札

-

8,800,000

-

医科診療材料物流管理運営業務 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年4月2日

株式会社大黒
和歌山県和歌山市手平３－８－４３

一般競争入札

-

122,705,096

-

歯科材料物流管理業務請負 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年4月5日

株式会社モリタ 長崎営業所
長崎市目覚町18番9号ネオポリスめ
ざめ201号

一般競争入札

-

15,628,800

-

長崎大学（文教町２）自家発電設備保全業
務

施設部長 岡野 公嘉
施設部
長崎市文教町１－１４

令和3年4月28日

三菱電機プラントエンジニアリング
(株)九州本部
福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１
７番１号

一般競争入札

-

16,390,000

-

附属学校用コンピュータ 182台

第一調達班長 野田 真二
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

令和3年5月6日

扇精光ソリューションズ株式会社
長崎市田中町５８５番地５

一般競争入札

-

9,069,060

-

長崎大学（坂本２他）昇降機設備保全業務
（契約変更）

施設部長 岡野 公嘉
施設部
長崎市文教町１－１４

令和3年5月24日

施設部長 岡野 公嘉
長崎大学感染症共同研究拠点実験棟施設
施設部
設備保全等業務
長崎市文教町１－１４

令和3年5月27日

ジャパンエレベーターサービスホール
ディングス(株)
東京都中央区日本橋１丁目３番１３
号
東京ビジネスサービス（株）
東京都新宿区西新宿６丁目１４番１
号
日清医療食品株式会社福岡支店
福岡市博多区博多駅前４丁目１４番
１号博多深見パークビルディング１１
階

見積合わせ

-

16,500

-

一般競争入札

-

80,227,400

-

一般競争入札

-

667,125,756

-

患者食提供業務委託 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年6月10日

クラーク業務請負 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年6月16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

-

201,160,080

-

WSIサーバリトリーブシステム 一式

経営管理課課長補佐 吉田 笑子
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年6月22日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

10,780,000

-

自動ガラス封入装置 １台

経営管理課課長補佐 吉田 笑子
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年6月29日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

5,335,000

-

備

考

単価契約：契約金額は単価に基づ
き積算したR3.5.1～R4.3.31まで
の予定総額

原契約金額：
82,902,600円

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

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 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
長崎大学文教1団地及び柳谷地区警備業務
管理運営部経理調達課
一式
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
長崎大学総合教育研究棟保全業務 一式 管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
多職種連携ハイブリッドシミュレータ 一式 管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
オールインワン蛍光顕微鏡 一式
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
光散乱・ゼータ電位計 一式
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
長崎大学文教地区外庁舎警備等請負業務
管理運営部経理調達課
（機械警備・巡回警備) 一式
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
感染症対策人材教育ＶＲコンテンツ作成及
管理運営部経理調達課
び体験システム構築 一式
長崎市文教町１－１４
ガスクロマトグラフ質量分析計 一式

指定再生医療等製品 ネピック組織運搬
セット 外1点

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

第一調達班長 入口 忠義
長崎大学文教地区守衛業務及び交通規制
管理運営部経理調達課
に伴う構内警備業務 一式
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
高圧蒸気滅菌装置無負荷温度分布測定業
管理運営部経理調達課
務 一式
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
実験台 一式
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 野田 真二
免税軽油
管理運営部経理調達課
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

（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
（％）

令和3年7月27日

株式会社 イケダ科学長崎支店
長崎市平和町２８番１１号

一般競争入札

-

5,904,800

-

令和3年7月30日

株式会社中央綜合警備保障
大村市原口町1148番地6

一般競争入札

-

20,816,235

-

令和3年7月5日

株式会社 全日警長崎支社
長崎市魚の町２番２６号

一般競争入札

-

15,048,000

-

令和3年7月9日

株式会社 キシヤ 長崎営業所
長崎市西山４丁目４６８－１

一般競争入札

-

8,415,000

-

令和3年7月28日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

8,470,000

-

令和3年7月27日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

6,886,000

-

令和3年7月28日

株式会社全日警長崎支社
長崎市魚の町２番２６号

一般競争入札

-

119,104,700

-

令和3年7月2日

株式会社ジョリーグッド
東京都中央区日本橋富沢町１０番１
３号

一般競争入札

-

11,660,000

-

令和3年7月15日

山下医科器械株式会社長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

9,749,982

-

令和3年8月6日

株式会社中央綜合警備保障
大村市原口町1148番地6

一般競争入札

-

64,263,650

-

令和3年8月10日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

6,105,000

-

令和3年8月10日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

8,217,000

-

令和3年3月30日

林兼石油株式会社 長崎支店
長崎市旭町6番1号

一般競争入札

-

15,708,000

-

救急用ストレッチャー 八式

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年8月4日

山下医科器械株式会社長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

9,430,080

-

電子内視鏡システム 一式

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年8月6日

山下医科器械株式会社長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

14,879,865

-

備

考

単価契約：契約金額は単価に基づ
き積算したR3.10.1-R6.9.30の予定
総額

単価契約

単価契約：契約金額は単価に基づ
き積算した2021.4.1～2022.3.31まで
の予定総額

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

手術台 1台

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

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年8月20日

第一調達班長 入口 忠義
多検体生細胞リアルタイム発光測定システ
管理運営部経理調達課
ム 一式
長崎市文教町１－１４

令和3年9月6日

ＲＩ排気用フィルタ取替業務 一式

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

令和3年9月2日

放射線管理区域内管理業務請負 一式

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

バーチャルカンファレンスシステム 一式

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

アイティーアイ株式会社長崎支店
長崎市田中町５９６番地１

三菱ＨＣキャピタル株式会社
法人事業本部 関西法人支店
大阪市淀川区宮原三丁目３番３１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）

一般競争入札

予定価格（円） 契約金額（円）

-

13,970,000

落札率
（％）

備

-

契約金額は単価に基づき積算
した予定総額
月額301,180円×24月（R3.11.1R5.10.31）

一般競争入札

-

7,228,320

-

株式会社千代田テクノル 福岡営業
所
福岡市博多区祇園町１番２８号

一般競争入札

-

6,710,000

-

令和3年9月14日

株式会社千代田テクノル 福岡営業
所
福岡市博多区祇園町１番２８号

一般競争入札

-

6,798,000

-

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

令和3年9月24日

株式会社クリプトン
東京都新宿区四谷４丁目３番１２号
第１２大鉄ビル７階

一般競争入札

-

11,385,000

-

医療福祉業務等請負 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年9月3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

-

24,664,200

-

循環器系X線診断装置保守業務 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年9月7日

一般競争入札

-

148,500,000

-

経営管理課課長補佐 野田 真二
医薬品 デルティバ錠50㎎ 20錠 大塚製薬
病院経営管理課
ＫＫ 外12点
長崎市坂本１－７－１

令和3年9月22日

株式会社宮崎温仙堂商店 長崎支
店
長崎市大浦町１番２号

一般競争入札

-

58,176,571

-

単価契約

経営管理課課長補佐 野田 真二
医薬品 オフェブカプセル100㎎ 28C 日本
病院経営管理課
ベーリンガーインゲルハイム 外33点
長崎市坂本１－７－１

令和3年9月22日

藤村薬品株式会社
長崎市田中町２０２２番地

一般競争入札

-

203,265,291

-

単価契約

経営管理課課長補佐 野田 真二
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32点
長崎市坂本１－７－１

令和3年9月22日

東七株式会社 長崎支店
長崎市昭和３丁目２番１５号

一般競争入札

-

186,669,711

-

単価契約

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年9月22日

富田薬品株式会社 長崎支店
長崎市光町３番８号

一般競争入札

-

43,581,087

-

単価契約

医薬品 アクテムラ点滴静注用200㎎ 1V
中外製薬KK 外7点

株式会社フィリップス・ジャパンヘル
スシステムズ事業部
東京都港区港南２丁目１３番３７号
フィリップスビル

考

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）

（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）

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

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年9月22日

株式会社アトル西九州営業部長崎支
店
長崎市浪の平町４番２３号

一般競争入札

-

150,082,338

-

単価契約

経営管理課課長補佐 野田 真二
医薬品 ヴォトリエント錠200㎎ 20T ノバル
病院経営管理課
ティスファーマKK 外25点
長崎市坂本１－７－１

令和3年9月22日

株式会社翔薬 長崎営業部
長崎市弥生町８番１８号

一般競争入札

-

132,983,902

-

単価契約

経営管理課課長補佐 野田 真二
医薬品 ポマリストカプセル4㎎ 7C ブリス
病院経営管理課
トル・マイヤーズスクイブ株式会社 外7点
長崎市坂本１－７－１

令和3年9月22日

九州東邦株式会社 長崎営業所
長崎市田中町５８２番３

一般競争入札

-

43,261,452

-

単価契約

経営管理課課長補佐 野田 真二
医薬品 ベリプラストPコンビセット組織接着
病院経営管理課
用 3mL 1組 CSLベーリングKK 外6点
長崎市坂本１－７－１

令和3年9月22日

アルフレッサ株式会社 長崎支店
長崎市田中町５７１番地２

一般競争入札

-

24,611,125

-

単価契約

ウェスタンブロッティング画像解析装置 一
式

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年9月30日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

5,610,000

-

長崎大学（坂本２他）自家発電設備保全業
務

施設部長 岡野 公嘉
施設部
長崎市文教町１－１４

令和3年9月7日

三菱電機プラントエンジニアリング
（株）九州本部
福岡市博多区上牟田１丁目１７番１
号

一般競争入札

-

102,520,000

-

動物実験施設統合管理システム 一式

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

令和3年10月5日

株式会社プロ・ディバイス
福岡市西区豊浜２丁目２０番１２号

一般競争入札

-

8,580,000

-

生化学分析装置 ４台

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

令和3年10月5日

山下医科器械株式会社長崎支店
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

10,507,200

-

ドラフトチャンバー ４台

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

令和3年10月28日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

14,822,115

-

PDT半導体レーザー 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年10月6日

山下医科器械株式会社長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

11,583,000

-

MRI対応人工呼吸器 一式

経営管理課課長補佐 野田 真二
山下医科器械株式会社長崎支社
病院経営管理課
令和3年10月18日
長崎市浜口町１２番１９号
長崎市坂本１－７－１

一般競争入札

-

8,888,000

-

成人用人工呼吸器 賃貸借

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
アイティーアイ株式会社長崎支社
病院経営管理課
令和3年10月21日
長崎市田中町５９６番地１
長崎市坂本１－７－１

一般競争入札

-

13,140,600

-

物品役務等の名称及び数量

医薬品 グリベック錠100㎎ 120T ノバル
ティスファーマKK 外32点

予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備

単価契約

考

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

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）

落札率
（％）

全身用X線CT装置保守業務 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
キヤノンメディカルシステムズ株式会
病院経営管理課
令和3年10月26日 社長崎サービスセンタ
長崎市坂本１－７－１
長崎市興善町２番２４号

一般競争入札

-

79,200,000

-

クリーンユニット式調乳水製造装置 一式

経営管理課課長補佐 野田 真二
株式会社キシヤ 長崎営業所
病院経営管理課
令和3年10月29日
長崎市西山４丁目４６８－１
長崎市坂本１－７－１

一般競争入札

-

14,960,000

-

学術情報管理班長 志波原 智
美
学術情報部学術情報管理課
長崎市文教町1-14
学術情報管理班長 志波原 智
Journals@Ovidサイトライセンスの利用 一 美
式
学術情報部学術情報管理課
長崎市文教町1-14
第一調達班長 入口 忠義
CO2インキュベーター 一式
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
長崎大学附属図書館分館業務請負 一式 管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
遠心機システム 一式
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
等温増幅蛍光測定装置４台および関連試薬
管理運営部経理調達課
等 一式
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
分析ツール（InCites Benchmarking＆
管理運営部経理調達課
Analitics、My Organization） 一式
長崎市文教町１－１４

2022年版外国雑誌 1物件
Accounting and business research (online
only) 以下14点

令和3年10月26日

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KDX博多南ビル6階

一般競争入札

－

6,139,885

-

令和3年11月5日

丸善雄松堂株式会社 九州支店
福岡市南区清水2丁目15番11号

一般競争入札

－

6,338,738

-

令和3年11月1日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

13,310,000

-

令和3年11月25日

丸善雄松堂株式会社九州支店
福岡市南区清水２丁目１５番１１号

一般競争入札

-

55,981,200

-

令和3年11月29日

山下医科器械株式会社長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

8,506,300

-

令和3年11月2日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

11,835,043

-

令和3年11月18日

ユサコ株式会社
東京都港区東麻布２丁目１７番１２号

一般競争入札

-

6,563,253

-

デジタルPCR装置 一式

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年11月5日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

7,317,200

-

筋電図・誘発電位検査装置 一式

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年11月8日

山下医科器械株式会社長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

10,450,000

-

膀胱腎盂ビデオスコープ ２式

経営管理課課長補佐 野田 真二
山下医科器械株式会社長崎支社
病院経営管理課
令和3年11月10日
長崎市浜口町１２番１９号
長崎市坂本１－７－１

一般競争入札

-

5,666,760

-

多点環境モニタリングシステム 一式

経営管理課課長補佐 野田 真二
山下医科器械株式会社長崎支社
病院経営管理課
令和3年11月12日
長崎市浜口町１２番１９号
長崎市坂本１－７－１

一般競争入札

-

8,910,000

-

備

考

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

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）

落札率
（％）

血球洗浄処理装置 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
山下医科器械株式会社長崎支社
病院経営管理課
令和3年11月12日
長崎市浜口町１２番１９号
長崎市坂本１－７－１

一般競争入札

-

11,550,000

-

細胞培養工程管理システム 一式

経営管理課課長補佐 野田 真二
山下医科器械株式会社長崎支社
病院経営管理課
令和3年11月18日
長崎市浜口町１２番１９号
長崎市坂本１－７－１

一般競争入札

-

9,350,000

-

歯科用デジタルX線撮影装置 一式

経営管理課課長補佐 野田 真二
株式会社 モリタ 長崎営業所
病院経営管理課
令和3年11月19日 長崎市目覚町１８番９号 ネオポリス
長崎市坂本１－７－１
めざめ２０１号

一般競争入札

-

7,364,060

-

小型蛍光寿命測定装置 一式

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

令和3年12月7日

株式会社ニコンソリューションズ
バイオサイエンス営業本部 九州営
業部
福岡市博多区元町３丁目４番９号

一般競争入札

-

8,171,900

-

令和3年12月14日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

10,047,510

-

令和3年12月17日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

11,500,775

-

令和3年12月7日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

10,285,000

-

一般競争入札

-

14,993,000

-

一般競争入札

-

8,998,000

-

リアルタイムPCRシステム 二式
吊戸棚 一式
バイオハザード対策用キャビネット ５台
個別換気ケージシステム 一式
什器類 一式
蛍光・発光対応キャピラリーウエスタンシス
テム 一式
病原体管理システム 一式

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

テクニプラスト・ジャパン株式会社
令和3年12月27日 東京都港区南麻布５-２-３２興和広
尾ビル２F
株式会社ヨシオカ
令和3年12月24日 西彼杵郡時津町浜田郷１４５９番地１
３
令和3年12月23日

山下医科器械株式会社長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

11,819,500

-

令和3年12月27日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

7,534,560

-

脳波計 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年12月1日

山下医科器械株式会社長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

6,270,000

-

ナースカート 169式

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年12月1日

山下医科器械株式会社長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

14,589,300

-

汎用人工呼吸器 一式

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年12月8日

株式会社キシヤ 長崎営業所
長崎市西山４丁目４６８－１

一般競争入札

-

8,800,000

-

備

考

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

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）

落札率
（％）

医療器具等洗浄・滅菌業務 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
日本ステリ株式会社
病院経営管理課
令和3年12月10日 東京都千代田区神田錦町１丁目１９
長崎市坂本１－７－１
番１号神田橋パークビル

一般競争入札

-

291,456,000

-

高周波手術装置 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
山下医科器械株式会社長崎支社
病院経営管理課
令和3年12月16日
長崎市浜口町１２番１９号
長崎市坂本１－７－１

一般競争入札

-

8,170,800

-

高周波電気メス 二式

経営管理課課長補佐 野田 真二
山下医科器械株式会社長崎支社
病院経営管理課
令和3年12月23日
長崎市浜口町１２番１９号
長崎市坂本１－７－１

一般競争入札

-

12,211,892

-

ベッドセンター業務 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
株式会社シンコー
病院経営管理課
令和3年12月23日
大村市東三城町６番地１
長崎市坂本１－７－１

一般競争入札

-

54,560,000

-

顕微授精セット 一式

経営管理課課長補佐 野田 真二
山下医科器械株式会社長崎支社
病院経営管理課
令和3年12月24日
長崎市浜口町１２番１９号
長崎市坂本１－７－１

一般競争入札

-

6,908,000

-

見積合わせ

-

96,800

-

企画競争

-

施設部長 岡野 公嘉
施設部
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
長崎大学教育学部附属小学校及び附属特
管理運営部経理調達課
別支援学校給食調理等業務委託 一式
長崎市文教町１－１４

長崎大学（文教町２他）施設設備等保全業
務（契約変更）

インシデント検知システム（リース） 一式

高精細3D・4D画像解析ソフトウェア １個
ハイフレックス型授業支援システム 一式

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

第一調達班長 入口 忠義
感染症共同研究拠点研究棟ネットワーク構
管理運営部経理調達課
築 一式
長崎市文教町１－１４

血液ガス分析装置 一式

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和3年12月10日
令和4年1月13日

令和4年1月18日

太平ビルサービス（株）長崎支店
長崎市栄町１番２５号
三菱電機ライフサービス株式会社長
崎支店
長崎市丸尾町６番１４号
三井情報株式会社
エンゲージメント営業グループ広域第
二営業本部 西日本第二営業部 九
州営業室
福岡市博多区店屋町１番３５号
博多三井ビルディング２号館８階

14,497,466

考

原契約：327,800,000円

-

一般競争入札

-

14,982,000

-

令和4年1月28日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

6,646,200

-

令和4年1月31日

三和通信長崎株式会社
長崎市文教町7番２２号１階

一般競争入札

-

8,030,000

-

令和4年1月26日

三井情報株式会社
エンゲージメント営業グループ広域第
二営業本部 西日本第二営業部 九
州営業室
福岡市博多区店屋町１番３５号
博多三井ビルディング２号館８階

一般競争入札

-

6,591,200

-

令和4年1月11日

株式会社 安中集栄堂
長崎市桜町８番１号

一般競争入札

-

6,050,000

備

-

契約金額は単価に基づき積算
した予定総額
月額249,700円×60月（R4.3.1R9.2.28）

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）

（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）

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

耳鼻咽喉科内視鏡システム 二式

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年1月12日

山下医科器械株式会社 長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

13,976,600

-

超音波検査システム保守業務 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年1月17日

山下医科器械株式会社 長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

43,824,000

-

長崎大学病院警備業務請負 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年1月20日

株式会社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

-

35,420,000

-

持参薬確認業務請負 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年1月21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

-

20,374,200

-

分娩監視装置 七式

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年1月21日

山下医科器械株式会社 長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

12,430,000

-

耳鼻咽喉科診療ユニット 二式

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年1月31日

株式会社キシヤ 長崎営業所
長崎市西山４丁目４６８－１

一般競争入札

-

11,979,880

-

除細動装置デフィブリレータ 六式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年1月31日

株式会社キシヤ 長崎営業所
長崎市西山４丁目４６８－１

一般競争入札

-

8,869,575

-

令和4年1月7日

西部ガスリビング（株）長崎営業所
長崎市尾上町６番２０号

一般競争入札

-

17,820,000

-

令和4年1月31日

太平ビルサービス（株）長崎支店
長崎市栄町１番２５号

見積合わせ

-

99,000

-

令和4年2月2日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

14,652,550

-

令和4年2月2日

株式会社クリプトン
東京都新宿区四谷４-３-１２

一般競争入札

-

13,420,000

-

物品役務等の名称及び数量

施設部長 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
ンプ式空気調和機保全業務
長崎市文教町１－１４
施設部長 岡野 公嘉
長崎大学（文教町２他）施設設備等保全業
施設部
務（契約変更２）
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
オールインワン蛍光顕微鏡システム一式
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
バーチャルカンファレンスシステム 一式
管理運営部経理調達課
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

予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

小型フラッシュランプ励起Qスイッチ ナノ秒
Nd：YAGレーザー 一式

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

令和4年2月4日

株式会社ニコンソリューションズ
バイオサイエンス営業本部 九州営業
部
福岡市博多区元町３丁目４番９号

一般競争入札

-

6,792,500

-

ナノ粒子解析システム 一式

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

令和4年2月10日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

14,768,380

-

備

考

原契約：327,896,800円

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 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
オールインワン蛍光顕微鏡システム 一式 管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
次世代シーケンサ用サンプル前処理システ
管理運営部経理調達課
ム 一式
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
蛍光顕微鏡システム 一式
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
オールインワン蛍光顕微鏡システム 一式

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）

落札率
（％）

令和4年2月22日

山下医科器械株式会社長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

14,884,100

-

令和4年2月15日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

10,722,800

-

令和4年2月18日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

9,515,220

-

令和4年2月24日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

8,085,330

-

誘発反応測定装置 一式

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年2月4日

株式会社キシヤ 長崎営業所
長崎市西山４丁目４６８－１

一般競争入札

-

7,480,550

-

硬性腹腔鏡 一式

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年2月9日

アイティーアイ株式会社 長崎支社
長崎市田中町５９６番地１

一般競争入札

-

7,651,600

-

搬送業務 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年2月18日

太平ビルサービス株式会社長崎支店
長崎市栄町１番２５号 長崎MSビル

一般競争入札

-

116,463,600

-

診療報酬請求業務等請負 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年2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

-

184,583,520

-

令和4年3月1日

山下医科器械株式会社長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

9,583,200

-

令和4年3月11日

株式会社ENJEC
福岡県福岡市南区長丘３丁目１番１
８号

一般競争入札

-

8,383,540

-

令和4年3月8日

ひまわり総合 株式会社
長崎市扇町１６－１

一般競争入札

-

10,392,624

-

令和4年3月15日

株式会社インフォセンス
福岡市博多区冷泉町２番１号

一般競争入札

-

8,053,760

-

令和4年3月10日

有限会社 環境産業
長崎市上戸石町２０７７番地１

一般競争入札

-

10,560,000

-

令和4年3月9日

公益社団法人長崎県健康事業団
諫早市多良見町化屋986-3

一般競争入札

-

28,972,900

-

令和4年3月25日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

13,860,000

-

第一調達班長 入口 忠義
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
令和4年度実験・研究室等作業環境測定業
管理運営部経理調達課
務 一式
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
坂本１団地駐車場整理業務 一式
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
人事・給与システム保守 一式
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
実験廃液処理施設運転保守管理等業務
管理運営部経理調達課
一式
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
令和4年度学生定期健康診断業務 一式
管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 入口 忠義
ヒト全ゲノムDNAシーケンス解析業務 一式 管理運営部経理調達課
長崎市文教町１－１４

デジタルPCRシステム 一式

備

考

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 入口 忠義
ブレオマイシン誘導性間質性肺障害におけ
管理運営部経理調達課
るマウス抗体の薬効評価試験 一式
長崎市文教町１－１４

（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）

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

令和4年3月23日

株式会社ＤＩＭＳ医科学研究所
愛知県一宮市浅井町西浅井字郷裏
６４番地

一般競争入札

-

7,040,000

-

予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備

高周波電気メス 三式

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月11日

山下医科器械株式会社 長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

8,778,000

-

陰圧創傷治療システム賃貸借

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月15日

山下医科器械株式会社 長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

9,430,278

-

単価契約

携帯型酸素濃縮装置 賃貸借

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月15日

アイティーアイ株式会社 長崎支社
長崎市田中町５９６番地１

一般競争入札

-

11,495,000

-

単価契約

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
総合病院情報システム等に係わるデータ抽
病院経営管理課
出関連業務 一式
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月18日

NBC情報システム株式会社
長崎市尾上町５番６号

一般競争入札

-

8,976,000

-

歯科系補助業務請負 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月18日

株式会社ジョブパレ
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

-

22,000,000

-

エクルーシス試薬 （共通試薬） プロセル
G22×2L 外8点

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月18日

正晃株式会社長崎営業所
諫早市多良見町化屋１７８１番地１

一般競争入札

-

74,082,140

-

単価契約

経営管理課課長補佐 野田 真二
エクルーシス試薬 CEAⅡ（S300） 300テス
病院経営管理課
ト 外10点
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月18日

株式会社テクノ・スズタ
長崎市平和町２４番１４号

一般競争入札

-

106,716,500

-

単価契約

日本薬局方二酸化炭素 純度99.5%以上
26.8㎏

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月18日

福岡酸素株式会社 長崎支社
長崎市光町２番３１号

一般競争入札

-

5,451,600

-

単価契約

液体酸素 純度99.5%以上

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月18日

福岡酸素株式会社 長崎支社
長崎市光町２番３１号

一般競争入札

-

9,676,013

-

単価契約

酸素濃縮装置 外 賃貸借 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月25日

株式会社ヤマックス
長崎市小江町２７３４番地７５

一般競争入札

-

8,550,465

-

単価契約

経営管理課課長補佐 野田 真二
医薬品 ボルヒール組織接着用 2mL 1組
病院経営管理課
日本血液製剤機構 外12点
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月25日

株式会社宮崎温仙堂商店 長崎支
店
長崎市大浦町１番２号

一般競争入札

-

63,711,658

-

単価契約

考

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

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）

落札率
（％）

備

経営管理課課長補佐 野田 真二
医薬品 オフェブカプセル100㎎ 28C 日本
病院経営管理課
ベーリンガーインゲルハイム 外39点
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月25日

藤村薬品株式会社
長崎市田中町２０２２番地

一般競争入札

-

237,578,445

-

単価契約

経営管理課課長補佐 野田 真二
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32点
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月25日

東七株式会社 長崎支店
長崎市昭和３丁目２番１５号

一般競争入札

-

197,807,699

-

単価契約

経営管理課課長補佐 野田 真二
医薬品 ヴォトリエント錠200㎎ 20T ノバル
病院経営管理課
ティスファーマKK 外7点
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月25日

富田薬品株式会社 長崎支店
長崎市光町３番８号

一般競争入札

-

41,994,589

-

単価契約

医薬品 ブイフェンド錠50㎎ 50T ファイ
ザーKK 外17点

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月25日

株式会社アトル西九州営業部長崎支
店
長崎市浪の平町４番２３号

一般競争入札

-

78,983,956

-

単価契約

医薬品 グリベック錠100㎎ 120T ノバル
ティスファーマKK 外30点

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月25日

株式会社翔薬 長崎営業部
長崎市弥生町８番１８号

一般競争入札

-

157,847,166

-

単価契約

経営管理課課長補佐 野田 真二
医薬品 ポマリストカプセル4㎎ 7C ブリス
病院経営管理課
トル・マイヤーズスクイブ株式会社 外8点
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月25日

九州東邦株式会社 長崎営業所
長崎市田中町５８２番３

一般競争入札

-

53,347,899

-

単価契約

経営管理課課長補佐 野田 真二
医薬品 ベリプラストPコンビセット組織接着
病院経営管理課
用 3ｍL 1組 CSLベーリングKK 外4点
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月25日

アルフレッサ株式会社 長崎支店
長崎市田中町５７１番地２

一般競争入札

-

19,067,167

-

単価契約

経営管理課課長補佐 野田 真二
再生医療等製品 テムセルHS注 10.8mL 1
病院経営管理課
袋
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月25日

株式会社アトル西九州営業部長崎支
店
長崎市浪の平町４番２３号

一般競争入札

-

14,074,720

-

単価契約

経営管理課課長補佐 野田 真二
Freedomインプラント（人工内耳インプラント）
病院経営管理課
外3件
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月28日

株式会社キシヤ 長崎営業所
長崎市西山４丁目４６８－１

一般競争入札

-

18,942,000

-

単価契約

IMPELLA2.5セット 外2件

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月28日

ジーエムメディカル株式会社 長崎営
業所
長崎市大橋町１７－１５

一般競争入札

-

12,721,500

-

単価契約

Cobalt・XT・DR・MRI・IS-1/DF-1 外40件

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月28日

アイティーアイ株式会社 長崎支社
長崎市田中町５９６番地１

一般競争入札

-

196,782,861

-

単価契約

J・Graft・FROZENIX

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月28日

九州メディカルサービス株式会社 長
崎営業所
長崎市花園町１－２

一般競争入札

-

11,030,250

-

単価契約

考

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）

（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）

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

ジェイス 組織運搬セット 2セット 外1点

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月28日

株式会社キシヤ 長崎営業所
長崎市西山４丁目４６８－１

一般競争入札

-

11,283,800

-

単価契約

ネピック 組織運搬セット 1セット 外1点

経営管理課課長補佐 野田 真二
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月28日

山下医科器械株式会社 長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

9,749,982

-

単価契約

経営管理課課長補佐 野田 真二
オキュラル 組織運搬セット 1セット 外1点 病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月28日

山下医科器械株式会社 長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

-

9,749,982

-

単価契約

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
臨床検査委託「血液疾患染色体検査（分染
病院経営管理課
法）」
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月29日

株式会社ビー・エム・エル長崎営業所
長崎県諫早市津久葉町５丁目１３４
番地

一般競争入札

-

13,519,440

-

単価契約

時間外受付等業務請負 一式

経営管理課課長補佐 溝口 明邦
病院経営管理課
長崎市坂本１－７－１

令和4年3月30日

株式会社ジョブパレ
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

-

28,435,000

-

長崎大学（文教町２他）施設設備等保全業
務（契約変更３）

施設部長 岡野 公嘉
施設部
長崎市文教町１－１４

令和4年3月31日

太平ビルサービス（株）長崎支店
長崎市栄町１番２５号

見積合わせ
（随意契約）

-

600,160

-

原契約金額：327,995,800円

長崎大学（坂本２他）昇降機設備保全業務
（契約変更２）

施設部長 岡野 公嘉
施設部
長崎市文教町１－１４

令和4年3月31日

見積合わせ
（随意契約）

-

316,800

-

原契約金額：82,919,100円

見積合わせ
（随意契約）

-

24,335,200

-

原契約金額：80,227,400円

一般競争入札

-

27,500,000

-

随意契約

-

物品役務等の名称及び数量

施設部長 岡野 公嘉
長崎大学感染症共同研究拠点実験棟施設
施設部
設備保全等業務（契約変更）
長崎市文教町１－１４
施設部長 岡野 公嘉
長崎大学（坂本２）総合研究棟（旧第１中央
施設部
診療棟）改修設計業務
長崎市文教町１－１４
施設部長 岡野 公嘉
長崎大学（坂本２）総合研究棟（旧第１中央
施設部
診療棟）改修設計業務（期間延長）
長崎市文教町１－１４
施設部長 岡野 公嘉
長崎大学（文教町１）附中体育館改修設計
施設部
業務
長崎市文教町１－１４
施設部長 岡野 公嘉
長崎大学（文教町１）附中体育館改修設計
施設部
業務（期間延長）
長崎市文教町１－１４
施設部長 岡野 公嘉
長崎大学（坂本２）病棟・診療棟等照明設備
施設部
改修他設計業務
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。

令和4年3月31日
令和4年3月4日
令和4年3月31日

ジャパンエレベーターサービスホール
ディングス(株)
東京都中央区日本橋１丁目３番１３
号
東京ビジネスサービス(株)
東京都新宿区西新宿６丁目１４番１
号
西日本技術開発（株）
福岡県福岡市中央区渡辺通１丁目１
番１号
西日本技術開発（株）
福岡県福岡市中央区渡辺通１丁目１
番１号

予定価格（円） 契約金額（円）

令和4年3月22日

（株）重野設計事務所
長崎市北栄町１番７号

一般競争入札

-

令和4年3月31日

（株）重野設計事務所
長崎市北栄町１番７号

随意契約

-

令和4年3月29日

（株）濵谷設計
長崎市中園町１５番７号

一般競争入札

-

5,214,000
11,000,000

落札率
（％）

-

備

考

原契約金額：27,500,000円

-

原契約金額：5,214,000円

