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 篠原 憲二
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
施設企画課長 篠原 憲二
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）
長崎市文教町1-14
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
X線デジタル乳房撮影装置 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
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
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
長崎大学病院リネン類洗濯請負業務 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
ジェイス・組織運搬セット 外3点
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
Ellipse・DR 外27点
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
サピエン3コマンダー経大腿アプローチキット
病院経営管理課
外2点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
パワーモジュール（HeartMateⅡ用） 外27
病院経営管理課
点
長崎市坂本1-7-1
第二調達班長 山口 一郎
ナノ医薬作製装置 一式
財務部調達課
長崎市文教町1-14
施設企画課長 篠原 憲二
長崎大学(文教町２他）自家発電設備保全業
施設部施設企画課
務
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
継続投与試験における治験薬保管および配
財務部調達課
送業務 一式
長崎市文教町1-14
第一調達班長 細田 雄三
電子計算機システム 一式（リース）
財務部調達課
長崎市文教町1-14
財務企画課長 樋口 幸一
長崎大学片淵団地土地貸付け 一式（収入
財務部財務企画課
契約）
長崎市文教町1-14
経営管理課長補佐 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
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
血液ガスシステム 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

三菱電機プラントエンジニアリング
平成30年4月16日 (株)九州本部長崎支店
長崎市丸尾町4番4号
三菱電機ビルテクノサービス(株)
平成30年5月30日 長崎支店
長崎県長崎市万才町3番5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

-

15,120,000

-

一般競争入札
（契約変更）

-

-1,211,760

-

備

考

平成30年5月17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

-

14,472,000

-

平成30年5月25日

NBC情報システム(株)
長崎市恵美須町4番5号

一般競争入札

-

7,344,000

-

平成30年5月25日

長崎基準寝具(有)
長崎市文教町7番23号

一般競争入札

-

38,003,428

-

平成30年6月28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

-

39,855,240

-

単価契約、H30.7.1-H31.3.31

平成30年6月28日

アイティーアイ(株)長崎支店
長崎市田中町596番地1

一般競争入札

-

223,591,547

-

単価契約、H30.7.1-H31.3.31

一般競争入札

-

28,111,428

-

単価契約、H30.7.1-H31.3.31
単価契約、H30.7.1-H31.3.31

九州メディカルサービス(株)長崎営業
平成30年6月28日 所
長崎市花園町1-2
平成30年6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

-

189,512,244

-

平成30年6月28日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

6,901,200

-

一般競争入札

-

73,440,000

-

一般競争入札

-

9,443,755

-

単価契約：契約金額は単価に基づ
き積算したH30.7.5～H34.3.31までの
予定総額

三菱電機プラントエンジニアリング
平成30年7月11日 (株)九州本部長崎支店
長崎県長崎市丸尾町4番4号
三菱倉庫(株)神戸支店
平成30年7月5日 兵庫県神戸市中央区川崎町一丁目7
番4号
平成30年7月18日

日立キャピタル(株)九州法人支店
福岡県福岡市博多区店屋町1番35号

一般競争入札

-

月額 286,200

-

契約期間：H30.9.1～H33.3.31

平成30年7月30日

(株)穴吹ハウジングサービス
香川県高松市紺屋町3番地6

一般競争入札

-

年額 9,097,920

-

契約期間：H30.8.1～H35.7.31

平成30年8月10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

-

14,655,600

-

平成30年8月10日

(株)安中集栄堂
長崎市桜町8番1号

一般競争入札

-

7,020,000

-

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
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
遠心型血液成分分離装置 一式
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
長崎大学文教１団地及び柳谷地区警備業
財務部調達課
務 一式
長崎市文教町1-14
九州地区国立大学島原共同研修センター庁 第一調達班長 細田 雄三
舎警備等請負業務及び残留塩素等測定業 財務部調達課
務 一式
長崎市文教町1-14
第一調達班長 細田 雄三
ナノダイナミクス観察（ＮＤ）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
長崎大学文教地区守衛業務及び交通規制
財務部調達課
に伴う構内警備 一式
長崎市文教町1-14
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
時間外受付等業務請負 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1

超音波画像診断装置 一式

経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
「長崎大学（坂本2）立体駐車場5新営その他
病院経営管理課
工事」に伴う立替払
長崎市坂本1-7-1

経営管理課長補佐
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐
長崎大学坂本地区における使送業務 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
再生医療等製品 テルセムHS注
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐
超音波診断装置 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
線量管理システム 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
イミフィンジ点滴静注500ｍｇ
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1

契約を締結した日

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
（％）

平成30年8月31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

-

10,357,200

-

平成30年8月31日

アイティーアイ(株)長崎支店
長崎市田中町596番地1

一般競争入札

-

14,029,200

-

平成30年8月7日

アルファ綜合サービス(株)長崎営業
所
長崎市元船町6番5号江島ビル2階

一般競争入札

-

17,116,704

-

平成30年8月20日

(株)全日警長崎支社
長崎市魚の町2番26号

一般競争入札

-

6,778,026

-

一般競争入札

-

8,974,800

-

一般競争入札

-

67,557,672

-

（株）ジョブパレ
平成30年9月10日 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

-

7,560,000

-

（株）内藤ハウス福岡営業所
福岡県福岡市博多区博多駅東2-1830八重洲博多ビル402号
平成30年9月13日
（株）興銀リース（株）福岡支店
福岡県福岡市中央区天神1丁目13番
2号

一般競争入札

-

543,330,000

-

日本電子(株)福岡支店
平成30年8月31日 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目
1番1号福岡朝日ビル5階
平成30年8月27日

梅嶋 敬三

閉鎖式保育器 四式

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

（別紙様式1）

（株）中央綜合警備保障
大村市原口町1148番地6

備

考

単価契約：契約金額は単価に基づ
き積算したH30.10.1～H33.9.30まで
の予定総額
単価契約：契約金額は単価に基づ
き積算したH30.10.1～H33.9.30まで
の予定総額

単価契約：契約金額は単価に基づ
き積算したH30.10.1～H33.9.30まで
の予定総額

平成30年9月13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

-

12,154,320

-

平成30年9月14日

（有）イエローランナー
長崎市小峰町1-4

一般競争入札

-

6,013,440

-

単価契約 H30.10.1-H32.9.30

平成30年9月19日

（株）アトル佐賀長崎営業部長崎支店
長崎市浪の平町4番23号

一般競争入札

-

13,818,816

-

単価契約 H30.10.1-H31.3.31

平成30年9月20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

-

11,016,000

-

平成30年9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

-

8,856,000

-

平成30年9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

-

5,392,776

-

梅嶋 敬三
梅嶋 敬三
梅嶋 敬三
梅嶋 敬三
梅嶋 敬三

単価契約 H30.10.1-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53点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
医薬品 トリーメク配合錠B30錠 ヴィーブヘ
病院経営管理課
ルスケアKK 外31点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
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11点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 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13点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 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15点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
医薬品 ポマリストカプセル4mg7C セル
病院経営管理課
ジーンKK 外7点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
医薬品 グラセプターカプセル1mg 100C
病院経営管理課
アステラス製薬KK 外7点
長崎市坂本1-7-1
第一調達班長 細田 雄三
長崎大学文教地区外庁舎警備等請負業務
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
セルソーターシステム 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
分析ツール(InCites Benchmarking、My
財務部調達課
Organization) 一式
長崎市文教町1-14
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
マイクロペリメータ 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
ウロダイナミクス検査装置 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
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
第一調達班長 細田 雄三
On-chip Flow アップグレード 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
卓上走査型電子顕微鏡 一式（リース）
財務部調達課
長崎市文教町1-14

医薬品 インライタ錠1mg 50T ファイザー
KK 外13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

（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9月18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

-

66,322,569

-

単価契約 H30.10.1-H31.3.31

平成30年9月18日

藤村薬品（株）
長崎市田中町2022番地

一般競争入札

-

322,950,645

-

単価契約 H30.10.1-H31.3.31

平成30年9月18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

-

169,022,398

-

単価契約 H30.10.1-H31.3.31

平成30年9月18日

富田薬品（株）長崎支社
長崎市光町3番8号

一般競争入札

-

54,414,399

-

単価契約 H30.10.1-H31.3.31

平成30年9月18日

（株）アトル佐賀長崎営業部長崎支店
長崎市浪の平町4番23号

一般競争入札

-

59,431,175

-

単価契約 H30.10.1-H31.3.31

平成30年9月18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

-

68,112,793

-

単価契約 H30.10.1-H31.3.31

平成30年9月18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

-

32,701,338

-

単価契約 H30.10.1-H31.3.31

平成30年9月18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

-

25,431,459

-

単価契約 H30.10.1-H31.3.31

平成30年9月7日

（株）全日警長崎支社
長崎市魚の町2番26号

一般競争入札

-

126,554,400

-

契約金額はH30.10.1～H33.9.30まで
の総額

平成30年10月22日

正晃（株）長崎営業所
諌早市多良見町化屋1781-1

一般競争入札

-

8,173,919

-

平成30年11月27日

ユサコ（株）
東京都港区東麻布2丁目17番12号

一般競争入札

-

5,339,800

-

平成30年11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

-

7,840,800

-

平成30年11月29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

-

13,608,000

-

一般競争入札

-

5,857,920

-

一般競争入札

-

12,204,000

-

一般競争入札

-

6,525,360

-

(株)モリタ長崎営業所
平成30年11月30日 長崎市目覚町18番9号ネオポリスめ
ざめ201号
平成30年12月4日

（株）テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

日立キャピタル（株）九州法人支店
平成30年12月14日 福岡県福岡市博多区店屋町1番35号

契約期間：
H30.12.1～H31.11.30

契約金額は2019.1.1～2023.1.31ま
でのリース月額の総額

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

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
財務部調達課
長崎市文教町1-14
第一調達班長 細田 雄三
長崎大学附属図書館業務請負 一式
財務部調達課
長崎市文教町1-14
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
造血幹細胞数測定装置 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
磁気共鳴断層撮影装置（MRI）売払い
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
X線骨密度測定装置 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
長崎大学病院リネン類洗濯請負業務 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
電気生理検査装置 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
高機能患者シミュレータ 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
遺体冷蔵保管庫 ２台
財務部調達課
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
電動油圧手術台２台及び付属品セット 一
財務部調達課
式
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
X
Image Stream MarkⅡシステム Laser増設
財務部調達課
一式
長崎市文教町1-14
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
デジタル口内法撮影システム 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
吸着式酸素濃縮装置 外 賃貸借
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
長崎大学病院外来駐車場管理等業務 一
病院経営管理課
式
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
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
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
時間外受付等業務請負 一式
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
REDCap用サーバーシステム 一式

契約を締結した日

平成30年12月19日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所
NBC情報システム（株）
長崎市恵美須町4番5号

丸善雄松堂（株）福岡支店
平成30年12月13日 福岡県福岡市南区清水2丁目15番11
号
平成30年12月3日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

(株)エベレックス・ジャパン
平成30年12月4日 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2
興和川崎西口ビル6階

（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

-

7,344,000

-

一般競争入札

-

142,935,840

-

一般競争入札

-

14,860,800

-

一般競争入札

-

22,204,800

-

平成30年12月26日

アイティーアイ(株)長崎支店
長崎市田中町596番地1

一般競争入札

-

14,990,400

-

平成30年12月21日

長崎基準寝具(有)
長崎市文教町7番23号

一般競争入札

-

67,248,846

-

平成30年12月20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

-

8,871,120

-

平成30年12月26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

-

11,232,000

-

平成31年1月4日

（株）トルネックス
東京都中央区日本橋小舟町6－6

一般競争入札

-

5,400,000

-

平成31年1月4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

-

14,256,000

-

平成31年1月29日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

5,755,752

-

平成31年1月8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

-

8,769,600

-

平成31年1月25日

アイティーアイ(株)長崎支店
長崎市田中町596番地1

一般競争入札

-

84,001,320

-

平成31年1月28日

(株)星光
長崎市御船蔵町1番20号

一般競争入札

-

32,616,000

-

平成31年1月28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

-

14,159,999

-

一般競争入札

-

18,144,000

-

（株）ジョブパレ
平成31年1月30日 福岡県福岡市博多区千代2丁目2-30
ダイヨシビル201号

備

考

契約金額は2019.4.1～2022.3.31ま
での総額

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

蛍光顕微鏡システム 一式
学生定期健康診断業務 一式
フロア型超遠心機 一台
歯科系補助業務請負 一式
陰圧創傷治療システム 賃貸借
電子内視鏡システム 一式
総合病院情報システム等に係わるデータ抽
出関連業務 一式
ベッドセンター業務請負
診療材料物流管理システム運営業務 一式
麻酔器18台 保守
講義収録システム拡張（録画変換サーバー
強化 文教地区講義収録追加） 一式
スケジュール管理・表示システム 一式
全自動免疫染色システム 一式
全自動タンパク質検出装置 リース 一式
長崎大学坂本１団地駐車場整理業務 一式
人事・給与システム保守 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
第二調達班長 山口 一郎
財務部調達課
長崎市文教町1-14
第一調達班長 細田 雄三
財務部調達課
長崎市文教町1-14
第二調達班長 山口 一郎
財務部調達課
長崎市文教町1-14
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
第一調達班長 細田 雄三
財務部調達課
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
（％）

備

考

平成31年2月7日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

9,693,648

平成31年2月7日

一般財団法人医療情報健康財団
福岡県福岡市博多区店屋町4-15

一般競争入札

-

42,949,440

平成31年2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

-

7,506,000

平成31年2月7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

-

12,528,000

-

平成31年2月8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

-

10,056,992

-

平成31年2月18日

(株)MVC
福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号

一般競争入札

-

14,904,000

-

平成31年2月20日

NBC情報システム（株）
長崎市恵美須町4番5号

一般競争入札

-

8,812,800

-

平成31年2月25日

（株）シンコー
大村市東三城町6番地1

一般競争入札

-

25,704,000

-

平成31年2月28日

（株）大黒
和歌山市手平3-8-43

一般競争入札

-

105,334,088

-

平成31年2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

-

5,108,400

-

平成31年3月4日

三和通信長崎（株）
長崎市文教町7番22号

一般競争入札

-

14,688,000

-

平成31年3月13日

三和通信長崎（株）
長崎市文教町7番22号

一般競争入札

-

11,264,400

-

平成31年3月1日

（株）テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

6,609,600

-

一般競争入札

-

6,648,480

-

契約金額は2019.4.1～2024.3.31ま
でのリース月額の総額

日立キャピタル（株）法人事業本部関
平成31年3月12日 西法人支店
大阪府大阪市淀川区宮原三丁目3番

単価契約：契約金額は単価に基づ
き積算した2019.3.1～2021.2.28まで
の予定総額

単価契約、H31.4.1-H32.3.31

平成31年3月18日

（株）長南
長崎市城栄町5番3号

一般競争入札

-

10,902,192

-

契約期間：2019.4.1～2021.3.31

平成31年3月26日

（株）インフォセンス
福岡県福岡市博多区冷泉町2番1号

一般競争入札

-

7,621,560

-

契約期間：2019.4.1～2020.3.31

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
職員健康診断業務 一式
財務部調達課
長崎市文教町1-14
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
ジェイス・組織運搬セット 外3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
シンクロメッドⅡポンプ 外35点
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
サピエン３コマンダー経大腿アプローチキッ
病院経営管理課
ト 外1点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
VORP 外9点
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
搬送業務 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
ナノピアDダイマー CPｾｯﾄ*4 積水メディカ
病院経営管理課
ル 外9点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
エクルーシス試薬 FT3Ⅲ（S300）300ﾃｽﾄ ﾛ
病院経営管理課
ｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ 外9点
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
e-CHECK(XE) TYPE GS 2レベル4.5ml*9本
病院経営管理課
ｼｽﾒｯｸｽ
長崎市坂本1-7-1
経営管理課長補佐 梅嶋 敬三
再生医療等製品テムセルHS注
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
液体酸素 純度99.5%以上
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
日本薬局方二酸化炭素 純度99.5%以上
病院経営管理課
長崎市坂本1-7-1
※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。
長崎大学実験・研究室等作業環境測定業
務 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
（％）

備

単価契約：契約金額は単価に基づ
き積算した2019.5.1～2020.2.28まで
の予定総額
単価契約：契約金額は単価に基づ
き積算した2019.4.1～2021.3.31まで
の予定総額

平成31年3月25日

（株）環境衛生科学研究所
長崎市田中町603番3

一般競争入札

-

8,298,471

-

平成31年3月4日

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

一般競争入札

-

58,585,047

-

平成31年3月28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

-

39,790,440

-

単価契約

平成31年3月28日

アイティーアイ(株)長崎支店
長崎市田中町596番地1

一般競争入札

-

279,405,069

-

単価契約

一般競争入札

-

19,451,988

-

単価契約
単価契約

九州メディカルサービス（株）長崎営
平成31年3月28日 業所
長崎市花園町1-2

考

平成31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

-

60,030,504

-

平成31年3月8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

-

53,913,600

-

平成31年3月28日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

85,447,872

-

単価契約

平成31年3月28日

正晃（株）長崎営業所
諌早市多良見町化屋1781-1

一般競争入札

-

68,865,768

-

単価契約

平成31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

-

6,528,600

-

単価契約

平成31年3月26日

（株）アトル佐賀長崎営業部長崎支店
長崎市浪の平町4番23号

一般競争入札

-

13,818,816

-

単価契約

平成31年3月19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

-

9,197,089

-

単価契約

平成31年3月29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

-

5,479,920

-

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

長崎大学Web出願システム運
用及び検定料収納代行業務
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

契約を締結した日

第一調達班長 細田 雄三
財務部調達課
長崎市文教町1-14

(株)KEIアドバンス
平成30年4月27日 東京都千代田区麹町三丁目2
番

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項第1号
本業者との契約が必須と認
められるため

-

6,480,000

-

-

高機能細胞治療薬（E-MNC)に 経営管理課長補佐 梅嶋敬三
病院経営管理課
関する請負業務 一式
長崎市坂本1-7-1

平成30年5月7日

会計規則第13条第3項1号契
セルアクシア(株)
約の性質又は目的が一般競
東京都中央区日本橋蛎殻町1争及び指名競争を許さないと
12-7
き

-

7,000,000

-

-

高解像度末梢骨用定量的CT
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30年7月30日

東洋メディック(株)
東京都新宿区東五軒町2-13

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

-

12,000,000

-

-

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30年7月27日

（株）キシヤ長崎営業所
長崎市西山4丁目468-1

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

-

35,640,000

-

-

血管造影装置「AXIOM Artis
dTA」X線管交換修理

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

会計規則第13条第3項1号契
エム・シー・ヘルスケア（株）
約の性質又は目的が一般競
平成30年7月23日 東京都港区南2-16-1品川イー
争及び指名競争を許さないと
ストタワー12F
き

-

14,698,800

-

-

主体的学習促進支援システム 第一調達班長 細田 雄三
財務部調達課
用ソフトウェア 一式
長崎市文教町1-14

アシストマイクロ(株)
平成30年7月26日 東京都中野区本町3丁目31番
11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

-

12,888,720

-

-

国立大学法人長崎大学に係る 第一調達班長 細田 雄三
財務部調達課
監査契約 一式
長崎市文教町1-14

平成30年7月2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

会計規則第13条第3項第1号
(企画競争）

-

10,000,000

-

-

継続投与試験における臨床検 第二調達班長 山口 一郎
財務部調達課
査値の測定業務 一式
長崎市文教町1-14

平成30年7月18日

(株)エスアールエル・メディサー
会計規則第13条第3項第1号
チ
本業者以外に契約を履行で
東京都新宿区西新宿六丁目5
きる業者がいないため
番1号

-

8,672,162

-

-

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7月27日

東洋メディック(株)
東京都新宿区東五軒町2-13

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

-

20,000,000

-

-

(株)メディサイエンスプランニン
会計規則第13条第3項第1号
グ
平成30年7月20日
本業者以外に契約を履行で
東京都港区赤坂一丁目11番44
きる業者がいないため
号

-

30,487,649

-

-

高解像度末梢骨用定量的CT
一式

継続投与試験におけるデータ
マネジメント業務、統計解析業 第二調達班長 山口 一郎
財務部調達課
務および治験総括報告書作成 長崎市文教町1-14
業務 一式

備

考

契約期間：
H30.5.1～H32.4.30

単価契約：契約金額は単価に基
づき積算したH30.7.18～H34.3.31
までの予定総額

契約期間：H30.7.20～H34.3.31

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

旅費業務委託 一式
変更契約

第一調達班長 細田 雄三
財務部調達課
長崎市文教町1-14

（株）日本旅行
契約基準第12及び第13
東京都中央区日本橋1丁目19
平成30年8月27日
期間延長のため
番1号日本橋ダイヤビルディン
グ12階

漁網監視装置Scanmarセン
サー 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

平成30年9月21日

日本海洋（株）
東京都足立区東和5-13-4

平成30年10月4日

物品役務等の名称及び数量

第二調達班長

-

27,194,058

-

-

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。

-

9,493,200

-

-

公益社団法人日本アイソトープ
会計規則第13条第3項第1号
協会
本業者以外に本契約を履行
東京都文京区本駒込二丁目28
できる業者がないため。
番45号

-

8,304,076

-

-

会計規則第13条第3項1号契
（株）アイベック
約の性質又は目的が一般競
平成30年11月27日 大阪府大阪市西区立売堀一丁
争及び指名競争を許さないと
目4番9号
き

-

7,776,000

-

-

-

6,933,600

-

-

-

44,301,600

-

-

-

9,914,400

-

-

-

86,303,880

-

-

会計規則第13条第3項第1号
本業者以外に本契約を履行
できる業者がないため。

-

6,966,000

-

-

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。

-

25,324,920

-

-

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

「成人市中発症肺炎における
予後予測因子の探索-多施設 経営管理課長補佐 梅嶋敬三
病院経営管理課
共同前向き観察研究」に係わ 長崎市坂本1-7-1
る支援業務 一式
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
経営管理課長補佐 梅嶋敬三

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

平成30年12月18日

アマノマネジメントサービス
（株）福岡支店
福岡市博多区住吉1-2-25ﾋﾞｼﾞ
ﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ5F

長崎市坂本1-7-1

（株）ニチイ学館
平成30年12月19日 東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地

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30年12月13日 東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地

診療報酬請求業務等請負 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30年12月21日 東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地

外来等クラーク業務請負 一式 病院経営管理課

第二調達班長 山口 一郎
HDSSシステムのWebアプリ化なら
財務部調達課
びに機能追加作業 一式
長崎市文教町1-14

治療計画用X線CT「TSX101A/GA」部品交換修理

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31年1月4日

（株）ティエルエス
長崎県長崎市元船町2-7-6F

（株）ニチイ学館
平成30年2月14日 東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地

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。
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。
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。
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。

備

考

単価契約：契約金額は単価に基
づき積算したH31.5.1～H32.4.30
までの予定総額

単価契約：契約金額は単価に基
づき積算したH30.11.19～
H30.11.30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

放射性医薬品 Ga-67 クエン酸ｶﾞ 経営管理課長補佐 梅嶋敬三
ﾘｳﾑ-Ga67注射液 74MBq 外116 病院経営管理課
点
長崎市坂本1-7-1

会計規則第13条第3項1号契
（公社）日本アイソトープ協会
約の性質又は目的が一般競
平成31年3月25日 東京都文京区本駒込二丁目28
争及び指名競争を許さないと
番45号
き。

-

158,696,280

-

-

単価契約

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

会計規則第13条第3項1号契
（公社）日本アイソトープ協会
約の性質又は目的が一般競
平成31年3月25日 東京都文京区本駒込二丁目28
争及び指名競争を許さないと
番45号
き。

-

12,516,984

-

-

単価契約

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。

-

437,285,391

-

-

単価契約

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。

-

9,547,200

-

-

単価契約

-

8,164,800

-

-

単価契約

-

9,331,200

-

-

放射線源 Ir-192ｲﾘｼﾞｳﾑ192線源
V2ﾀｲﾌﾟ 370GBq 外3点

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

臨床検査委託「GeneTech NIPT」

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

経営管理課長補佐 梅嶋敬三
次世代シーケンサーを用いた高速
病院経営管理課
シーケンス解析
長崎市坂本1-7-1

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

平成31年3月19日

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3丁目4番
12号

（株）LSIメディエンス
平成31年3月27日 東京都千代田区内神田1丁目
13番4号THEKAITEKIﾋﾞﾙ

会計規則第13条第3項1号契
（株）マクロジェン・ジャパン
約の性質又は目的が一般競
平成31年3月27日 京都府京都市左京区吉田本町
争及び指名競争を許さないと
36-1
き。
長崎大学契約事務取扱規程
第31条第7号。競争に付して
（株）ニチイ学館
平成31年3月22日 東京都千代田区神田駿河台2 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
丁目9番地
とき。

考

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31年3月18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：
2019.4.1～2020.3.31

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31年3月29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：
2019.4.1～2020.3.31

（株）ぎょうせい九州支社
会計規則第13条第3項第1号
平成31年3月28日 福岡県福岡市早良区百道浜2- 本業者以外に契約を履行で
4-27
きる業者がいないため。

-

11,391,840

-

-

契約期間：
2019.4.1～2022.3.31

-

6,369,840

-

-

契約期間：
2019.4.1～2020.3.31

小動物実験用PET/SPECT/CT保
守 一式

第一調達班長 細田 雄三
長崎大学規則集総合管理システム
財務部調達課
運用業務 一式
長崎市文教町1-14

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

平成31年3月22日

九州NSソリューション（株）業務
ソリューション第二事業部
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。

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）

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

エルゼビア・ビー・ブイ
会計規則第13条第3項第1号
平成31年3月11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。

第一調達班長 細田 雄三
乗用自動車（タクシー）利用料金後
財務部調達課
納契約
長崎市文教町1-14

長崎タクシー共同集金（株）
平成31年3月11日
長崎市出島町12番20号

※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。

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。

-

-

6,492,049

14,310,842

-

-

備

考

-

契約期間：
2019.4.1～2020.3.31

-

契約金額は九州運輸局長認可
の運賃料金に基づき積算した
2019.4.1～2020.3.31までの予定
総額

