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

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
施設企画課長 中本 浩司
長崎大学（坂本２）ボイラー設備等保全業務 施設部施設企画課
長崎市文教町１－１４
施設企画課長 中本 浩司
長崎大学（坂本２）医療ガス設備保全業務 施設部施設企画課
長崎市文教町１－１４
管理課長補佐 濵崎 英彦
医療器具等洗浄・滅菌業務 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
施設企画課長 中本 浩司
長崎大学（坂本２）排水槽等保全業務
施設部施設企画課
長崎市文教町１－１４
施設企画課長 中本 浩司
長崎大学（文教町２他）自家発電設備保全
施設部施設企画課
業務
長崎市文教町１－１４
洗濯補助業務 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

(株)総合人材センター
平成27年5月29日 鹿児島市大黒町4番11号日宝いづろ
ビル

（別紙様式1）
一般競争入札・指名
落札率
競争入札の別（総合 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
評価の実施）
一般競争入札

－

16,956,000

-

平成27年5月18日

呉共同機工(株)大村営業所
大村市植松2-726-4

一般競争入札

－

13,500,000

-

平成27年5月28日

福岡酸素(株)長崎支社
長崎市光町2-31

一般競争入札

－

9,072,000

-

平成27年6月12日

日本ステリ(株)九州支社
福岡県久留米市宮ノ陣3-5-22

一般競争入札

－

90,007,200

-

平成27年6月22日

(株)長崎環境美化
長崎市住吉町15-17

一般競争入札

－

12,852,000

-

平成27年6月5日

三菱電機プラントエンジニアリング(株)
長崎市丸尾町4-4

一般競争入札

－

57,240,000

-

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成27年7月28日

(株)キシヤ長崎営業所
長崎市西山町4丁目468-1

一般競争入札

－

24,867,000

-

管理課長補佐 濵崎 英彦
医療材料 ｾﾞﾆｽTX2・TAAｴﾝﾄﾞﾊﾞｽｷｭﾗｰｸﾞﾗﾌ
病院管理課
ﾄ 外 １７点
長崎市坂本１－７－１

平成27年7月28日

(株)アイティーアイ長崎支店
長崎市田中町4丁目596番地1

一般競争入札

－

126,886,240

-

医療材料 ｸｰﾙｼｰﾙﾕﾆｯﾄ 外 １５点

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成27年7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

－

115,533,702

-

医療材料 INCEPTA･CRT-D 外 １点

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成27年7月28日

(株)フディスワン長崎営業所
長崎市橋口町15-5ｻﾝﾄｽﾋﾞﾙ206号

一般競争入札

－

12,410,496

-

管理課長補佐 濵崎 英彦
医療材料 J・Graft・Openｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ 外 １
病院管理課
点
長崎市坂本１－７－１

平成27年7月28日

(株)九州ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ長崎営業所
長崎市花丘町11番24号ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾞﾙ

一般競争入札

－

15,758,496

-

平成27年7月31日

（株）ケイテイポート
大牟田市新港町1

一般競争入札

－

34,020,000

-

ＳＣＳＫ(株)
平成27年8月3日 福岡市博多区博多駅前3丁目30番23
号

一般競争入札

－

12,888,720

-

医療材料 ｼﾞｪｲｽ 外 ２点

施設企画課長 中本 浩司
施設部施設企画課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 松尾 正則
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
第一調達班長 松尾 正則
パルスNd:YAGレーザー １台
財務部調達課
長崎市文教町１－１４

長崎大学（文教町２他）防災設備等保全業
務

長崎大学文教１団地及び柳谷地区警備業
務 一式

第一調達班長 松尾 正則
財務部調達課
長崎市文教町１－１４

平成27年8月11日

(株)ニコンインステック長崎営業所
長崎市浜口町4-11 古賀ビル

一般競争入札

－

6,997,536

-

平成27年8月20日

(株)城保安警備
長崎市中園町20番16号

一般競争入札

－

14,084,776

-

備

考

契約期間：H27.7.1-H28.3.31

契約期間：H27.7.1-H28.3.31

単価契約（契約金額は、単価に基
づき積算した契約期間内における
予定総額）
契約期間：H27.8.1-H28.3.31
単価契約（契約金額は、単価に基
づき積算した契約期間内における
予定総額）
契約期間：H27.8.1-H28.3.31
単価契約（契約金額は、単価に基
づき積算した契約期間内における
予定総額）
契約期間：H27.8.1-H28.3.31
単価契約（契約金額は、単価に基
づき積算した契約期間内における
予定総額）
契約期間：H27.8.1-H28.3.31
単価契約（契約金額は、単価に基
づき積算した契約期間内における
予定総額）
契約期間：H27.8.1-H28.3.31

単価契約（契約金額は、単価に基
づき積算した契約期間内における
予定総額）
契約期間：H27.10.1-H30.9.30

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

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 松尾 正則
舎警備等請負業務及び残留塩素等測定業 財務部調達課
長崎市文教町１－１４
務 一式

平成27年8月21日

第一調達班長 松尾 正則
非接触式３次元測定器及び解析ソフトウェア
財務部調達課
一式
長崎市文教町１－１４

(株)ヤマイチテクノ九州支店
平成27年8月27日 福岡県福岡市博多区東比恵1丁目2番
12号

第一調達班長 松尾 正則
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

平成27年8月31日

第一調達班長 松尾 正則
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
第一調達班長 松尾 正則
ガス循環精製装置付真空置換型グローブ
財務部調達課
ボックス 一式
長崎市文教町１－１４
第二調達班長 山口 一郎
非感染性産業廃棄物収集運搬・処分業務
財務部調達課
（処分） 一式
長崎市文教町１－１４
第二調達班長 山口 一郎
オートウェルガンマシステム 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
放射線管理区域内管理業務請負 一式
財務部調達課
長崎市文教町１－１４
管理課長補佐 濵崎 英彦
アービタックス注射液 100mg 外 4点
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
インライタ錠5mg 外11点
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
グリベック錠100mg 外7点
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
エプジコム配合錠 外５点
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
アフィニトール錠１ｍｇ 外５点
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
テビケイ錠５０ｍｇ 外２３点
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
イメンドカプセル１２５ｍｇ 外２７点
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
セルセプトカプセル２５０ 外５点
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

(株)全日警長崎支社
長崎市魚の町2番26号

（別紙様式1）
一般競争入札・指名
落札率
競争入札の別（総合 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
評価の実施）

備

考

単価契約（契約金額は、単価に基
づき積算した契約期間内における
予定総額）
契約期間：H27.10.1-H30.9.30

一般競争入札

－

5,949,072

-

一般競争入札

－

6,519,744

-

(株)中央綜合警備保障
大村市原口町1148番地6

一般競争入札

－

58,015,211

-

単価契約（契約金額は、単価に基
づき積算した契約期間内における
予定総額）
契約期間：H27.10.1-H30.9.30

平成27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

－

120,528,000

-

契約期間：H27.10.1-H30.9.30

平成27年9月3日

(株)UNICO
茨城県守谷市緑2-25-10

一般競争入札

－

6,868,152

-

平成27年9月17日

麻生鉱山(株)
福岡県飯塚市芳雄町7番18号

一般競争入札

－

10,332,990

-

平成27年9月18日

日立アロカメディカル(株)鳥栖営業所
佐賀県鳥栖市藤木町4－5

一般競争入札

－

10,540,800

-

平成27年9月25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

-

契約日は予定

平成27年9月17日

(株)アトル長崎営業部
長崎市浪の平町４番２３号

一般競争入札

－

31,799,217

-

単価契約
契約期間：H27.10.1～H28.3.31

平成27年9月17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

－

73,895,517

-

単価契約
契約期間：H27.10.1～H28.3.31

平成27年9月17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

－

49,544,610

-

単価契約
契約期間：H27.10.1～H28.3.31

平成27年9月17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

－

36,438,273

-

単価契約
契約期間：H27.10.1～H28.3.31

平成27年9月17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

－

35,352,179

-

単価契約
契約期間：H27.10.1～H28.3.31

平成27年9月17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

－

149,592,978

-

単価契約
契約期間：H27.10.1～H28.3.31

平成27年9月17日

藤村薬品(株)
長崎市田中町２０２２番地

一般競争入札

－

178,064,597

-

単価契約
契約期間：H27.10.1～H28.3.31

平成27年9月17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

－

36,833,378

-

単価契約
契約期間：H27.10.1～H28.3.31

契約日は予定

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

手術室統合システム 一式
術野映像録画配信システム 一式
手術用証明器システム 一式
卓上型X線回析装置 一式
ヤーボイ点滴静注液 50mg
ハーボニー配合錠
ファブラザイム点滴静注用 35mg
患者送迎用シャトル便運行業務 一式
診療報酬請求業務等請負 一式
外来等クラーク業務請負 一式
病棟等クラーク業務請負 一式
オールインワン蛍光顕微鏡 一式
卓上走査電子顕微鏡 一式
超音波手術装置 一式
超音波手術装置 一式
外視鏡システム 一式
神経機能検査装置 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
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
第一調達班長 松尾 正則
財務部調達課
長崎市文教町１－１４
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
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
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

（別紙様式1）
一般競争入札・指名
落札率
競争入札の別（総合 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
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

平成27年9月2日

(株)アイティーアイ長崎支店
長崎市田中町4丁目596番地1

一般競争入札

－

12,995,640

-

平成27年9月2日

(株)アイティーアイ長崎支店
長崎市田中町4丁目596番地1

一般競争入札

－

12,994,560

-

平成27年9月2日

(株)アイティーアイ長崎支店
長崎市田中町4丁目596番地1

一般競争入札

－

12,996,720

-

平成27年10月2日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

－

9,720,000

-

平成27年10月29日

藤村薬品(株)
長崎市田中町２０２２番地

一般競争入札

－

7,134,318

-

単価契約
契約期間：H27.11.1～H28.3.31

平成27年10月29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

－

8,611,401

-

単価契約
契約期間：H27.11.1～H28.3.31

平成27年10月29日

(株)アトル長崎営業部
長崎市浪の平町４番２３号

一般競争入札

－

4,915,927

-

単価契約
契約期間：H27.11.1～H28.3.31

平成27年10月19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

－

11,977,000

-

単価契約
契約期間：H27.12.1～H28.9.30

一般競争入札

－

161,352,000

－

単価契約
契約期間：Ｈ28.1.1～Ｈ28.12.31

一般競争入札

－

84,240,000

－

単価契約
契約期間：Ｈ28.1.1～Ｈ28.12.31

一般競争入札

－

62,894,880

－

単価契約
契約期間：Ｈ28.1.1～Ｈ28.12.31

(株)ニチイ学館
平成27年11月16日 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番
地
(株)ニチイ学館
平成26年11月16日 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番
地
(株)ニチイ学館
平成26年11月16日 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番
地
平成27年11月27日

(株)Jone
長崎市虹が丘町7番6号

一般競争入札

－

10,847,520

-

平成27年12月24日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

－

5,724,000

-

平成27年12月22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

－

9,487,800

-

平成27年12月24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

－

8,564,400

-

平成27年12月25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

－

12,960,000

-

平成27年12月25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

－

11,772,000

-

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

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
高周波手術装置 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
手術部用セントラルモニタ 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
施設企画課長 中本 浩司
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
第二調達班長 山口 一郎
生体試料解析システム 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
化合物ライブラリー管理システム 一式
財務部調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 松尾 正則
遠隔講義システム 一式
財務部調達課
長崎市文教町１－１４
管理課長補佐 濵崎 英彦
マルチカラースキャンレーザ光凝固装置 一
病院管理課
式
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
急性期病棟用ベッド 五式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
全自動抗酸菌培養検査装置 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
生体情報モニタ 五式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
自動免疫染色装置 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
フィルム式高速封入装置 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
内視鏡診断治療システム 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
泌尿器科用内視鏡システム 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
ドラフトチャンバー 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
ICU監視カメラシステム 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
医療福祉業務等請負 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

(株)ニチイ学館
平成27年12月8日 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番
地

（別紙様式1）
一般競争入札・指名
落札率
競争入札の別（総合 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
評価の実施）
一般競争入札

－

9,288,000

-

平成27年12月22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

－

7,236,000

-

平成27年12月22日

(株)キシヤ長崎営業所
長崎市西山町4丁目468-1

一般競争入札

－

6,739,200

-

一般競争入札

－

15,105,420

-

平成27年12月18日 西部ガスリビング（株）長崎営業所
平成28年1月12日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

7,072,868

-

平成28年1月14日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

6,374,160

-

平成28年1月19日

三和通信長崎(株)
長崎市赤迫2丁目7番2号

一般競争入札

-

7,668,000

-

平成28年1月19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

－

12,992,400

-

平成28年1月19日

(株)キシヤ長崎営業所
長崎市西山町4丁目468-1

一般競争入札

－

10,681,200

-

平成28年1月27日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

－

7,560,000

-

平成28年1月27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

－

8,629,200

-

平成28年1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

－

12,393,000

-

平成28年1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

－

7,661,520

-

平成28年1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

－

10,724,400

-

平成28年1月28日

(株)アイティーアイ長崎支店
長崎市田中町4丁目596番地1

一般競争入札

－

10,584,000

-

平成28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

－

12,960,000

-

平成28年1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

－

5,940,000

-

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

経皮的心肺補助循環システム 一式
ティーチング付蛍光顕微鏡システム 一式
炭酸ガスレーザ 一式
患者食提供業務委託 一式
研究室移設に伴うドラフトチャンバー、他物
品（精密機器含む）移設復元業務 一式
免税軽油
試薬・検体冷凍庫 一式
什器類 一式
医療器具等洗浄・滅菌業務 一式
什器類 一式

平成28年度長崎大学労働者派遣業務 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
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
第一調達班長 松尾 正則
財務部調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 松尾 正則
財務部調達課
長崎市文教町１－１４
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
財務部調達課
第ニ調達班長 山口 一郎
長崎市文教町１－１４

財務部調達課
第一調達班長 松尾 正則
長崎市文教町１－１４

財務部調達課
第一調達班長 松尾 正則
長崎市文教町１－１４
財務部調達課
長崎大学実験・研究室等作業環境測定業務
第一調達班長 松尾 正則
一式
長崎市文教町１－１４
財務部調達課
マウス・ラット実験用超音波画像診断装置
第ニ調達班長 山口 一郎
一式
長崎市文教町１－１４
管理課長補佐 濵崎 英彦
試薬 ﾅﾉﾋﾟｱ D-ﾀﾞｲﾏｰ CPｾｯﾄ×4
病院管理課
積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ 62箱
外13件
長崎市坂本１－７－１
実験廃液処理施設運転保守管理等業務
一式

（別紙様式1）
一般競争入札・指名
落札率
競争入札の別（総合 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
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

平成28年1月29日

(株)アイティーアイ長崎支店
長崎市田中町4丁目596番地1

一般競争入札

－

11,422,270

-

平成28年1月29日

正晃(株)長崎営業所
長崎県諫早市多良見町化屋1781-1

一般競争入札

－

6,048,000

-

平成28年1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

－

8,726,400

-

平成28年1月22日

日清医療食品(株)福岡支店
福岡県福岡市博多区祇園町2番1号

一般競争入札

－

362,824,272

-

一般競争入札

-

24,991,200

-

ブルームビルド(株)
平成28年2月12日 宮城県黒川郡大和町杜の丘三丁目2
番地の6
平成28年2月12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

-

9,170,130

-

平成28年2月25日

正晃(株)長崎営業所
長崎県諫早市多良見町化屋1781-1

一般競争入札

－

11,426,400

-

一般競争入札

－

12,528,000

-

一般競争入札

－

30,067,200

-

一般競争入札

－

5,659,200

-

－

10,823,225

-

－

11,251,918

-

－

31,759,864

-

(株)ヨシオカ
平成28年2月29日 長崎県西彼杵群時津町浜田郷145913
日本ステリ(株)
平成28年2月29日 西日本事業部 中国四国事業部
福岡県久留米市宮ノ陣3-5-22
(株)ヨシオカ
平成28年1月26日 長崎県西彼杵群時津町浜田郷145913
(株)総合人材ｾﾝﾀｰ
鹿児島県鹿児島市大黒町4番11号日
宝いづろビル8F
(株)ジョブパレ
平成28年3月3日 福岡県福岡市博多区千代2丁目2-30
ﾀﾞｲﾖｼﾋﾞﾙ201号
(株)ｱｿｳ･ﾋｭｰﾏﾆｰｾﾝﾀｰ長崎支店
長崎市万才町7-1住友生命長崎ビル
12階

一般競争入札

平成28年3月15日

(有)環境産業
長崎市上戸町2077番地1

一般競争入札

－

9,720,000

-

平成28年3月28日

(株)新日本環境コンサルタント
福岡県福岡市南区長丘3丁目1番18号

一般競争入札

－

9,406,800

-

平成28年3月28日

(株)フィデスワン長崎営業所
長崎市橋口町15-5-206

一般競争入札

－

9,504,000

-

平成28年3月14日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

－

105,711,480

-

備

考

単価契約
契約金額は、業務の単価に基づき
積算した年間予定総額

単価契約
契約金額は、業務の単価に基づき
積算した年間予定総額

単価契約
契約期間：H28.4.1-H29.3.31

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

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
陰圧創傷治療システム 657式 賃貸借
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
吸着式酸素濃縮装置(5L以上） 247式 賃
病院管理課
貸借
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
人工呼吸器 105式 賃貸借
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
液体酸素 純度99.5%以上 158,400ｋｇ
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ 42式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
汚物処理システム 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
実験台 外 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
汎用人工呼吸器 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
長崎大学病院外来駐車場管理等業務 一
病院管理課
式
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
歯科材料物流管理業務請負 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
総合案内派遣業務 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
持参薬確認業務請負 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
機器洗浄業務請負 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
歯科系補助業務請負 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
臨床検査委託 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
長崎大学病院中央診療棟移転業務 一式 病院管理課
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。
試薬 ｴｸﾙｰｼｽ試薬 PCT
100ﾃｽﾄ ﾛｼｭ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ 45箱
外１件

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
落札率
競争入札の別（総合 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
評価の実施）

備

考

単価契約
契約期間：H28.4.1-H29.3.31

平成28年3月14日

長崎県諫早市多良見町化屋1781-1
正晃(株)長崎営業所

一般競争入札

－

16,749,180

-

平成28年3月18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

－

5,818,392

-

単価契約
契約期間：H28.4.1-H29.3.31

平成28年3月18日

(株)アイティーアイ長崎支店
長崎市田中町4丁目596番地1

一般競争入札

－

7,736,040

-

単価契約
契約期間：H28.4.1-H29.3.31

平成28年3月30日

(株)アイティーアイ長崎支店
長崎市田中町4丁目596番地1

一般競争入札

－

7,484,400

-

単価契約
契約期間：H28.4.1-H29.3.31

平成28年3月22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

－

8,211,456

-

単価契約
契約期間：H28.4.1-H29.3.31

平成28年3月24日

(株)安中集栄堂
長崎市桜町8番1号

一般競争入札

－

6,876,576

-

平成28年3月17日

(株)キシヤ長崎営業所
長崎市西山町4丁目468-1

一般競争入札

－

5,832,000

-

平成28年3月22日

(株)テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

－

10,800,000

-

平成28年3月16日

(株)キシヤ長崎営業所
長崎市西山町4丁目468-1

一般競争入札

－

12,999,960

-

平成28年3月10日

(株)ガードサービス長崎
長崎市北陽町934番地5

一般競争入札

－

28,620,000

-

契約期間：H28.4.1-H29.3.31

平成28年3月11日

(株)モリタ長崎営業所
長崎市目覚町18-9

一般競争入札

－

5,961,600

-

契約期間：H28.4.1-H29.3.31

一般競争入札

－

7,637,004

-

契約期間：H28.4.1-H29.3.31

一般競争入札

－

6,609,600

-

契約期間：H28.4.1-H29.3.31

一般競争入札

－

10,692,000

-

契約期間：H28.4.1-H28.3.31

一般競争入札

－

6,264,000

-

契約期間：H28.4.1-H28.3.31

一般競争入札

－

13,983,840

-

単価契約
契約期間：H28.4.1-H29.3.31

一般競争入札

－

35,424,000

-

契約期間：H28.4.1-H28.9.30

ﾏﾝﾊﾟﾜｰｸﾞﾙｰﾌﾟ(株)長崎支店
平成28年3月12日 長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビル
12階
(株)ニチイ学館
平成28年3月11日 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番
地
平成28年3月4日

太平ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ(株)長崎支店
長崎市栄町1番25号長崎MSビル

(株)ジョブパレ
福岡県福岡市博多区千代2丁目2-30
ﾀﾞｲﾖｼﾋﾞﾙ201号
(株)ジョブパレ
平成28年3月22日 福岡県福岡市博多区千代2丁目2-30
ﾀﾞｲﾖｼﾋﾞﾙ201号
平成28年3月3日

平成28年3月15日

日本通運(株)長崎支店
長崎市岩川町6番5号

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

（別紙様式2）

再就職の
随意契約によることとした会
落札率
契約の相手方の商号又は
役員の数
計規則の根拠条文及び理由 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
名称及び住所
（人）
（企画競争又は公募）

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

有限責任監査法人トーマツ
会計規則第13条第3項第1号
平成27年6月30日 東京都港区港南二丁目15
（企画競争）
番3号品川インターシティ

－

10,000,000

-

-

管理課長補佐 濵崎 英彦
デジタル式Ｘ線一般撮影システム
病院管理課
フラットパネルディテクタ交換修理
長崎市坂本１－７－１

平成27年6月26日

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。

－

14,040,000

-

-

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。

－

12,636,000

-

-

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。

－

46,440,000

-

-

－

6,490,368

-

-

島津メディカルシステムズ
(株)九州支店 長崎営業所
長崎市千歳町6-32 千秀第
2ビル
(株)ｼｰﾒﾝｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ九州営
業所
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
(株)ｼｰﾒﾝｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ九州営
業所
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

管理課長補佐 濵崎 英彦
血管造影装置「AXIOM Artis dTA
病院管理課
ICT」 X線管球交換修理
長崎市坂本１－７－１

平成27年7月1日

管理課長補佐 濵崎 英彦
血管撮影装置「AXIOM Artis dTA
病院管理課
ICT」 アップグレード 一式
長崎市坂本１－７－１

平成27年8月5日

ベネフィクス静注用2000 1V

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成27年8月13日

バイプレーン頭腹部血管撮影装
置（独国シーメンス社製 AXIOM
Artis dBA) 保守 一式

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

(株)ｼｰﾒﾝｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ九州営
業所
平成27年8月18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

-

-

RI廃棄物集荷・廃棄業務

第二調達班長 山口 一郎
財務部調達課
長崎市文教町１－１４

公益社団法人日本アイソ
会計規則第13条第3項第1号
トープ協会
本業者以外に本契約を履行
平成27年10月14日
東京都文京区本駒込二丁
できる業者がないため。
目28番45号

－

6,539,855

-

-

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。

－

14,040,000

-

-

管理課長補佐 濵崎 英彦
デジタル式X線一般撮影システム
病院管理課
フラットパネルディテクタ交換修理
長崎市坂本１－７－１

平成27年9月8日

長崎大学第13号第3項第2
号。緊急を要する場合で競
(株)藤村薬品
長崎県長崎市田中町2022 争に付することができないこ
とから。

島津メディカルシステムズ
(株)九州支店 長崎営業所
長崎市千歳町6-32 千秀第
2ビル

備

考

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

駐車場管理システム 保守

（別紙様式2）

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

再就職の
随意契約によることとした会
落札率
契約の相手方の商号又は
役員の数
計規則の根拠条文及び理由 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
名称及び住所
（人）
（企画競争又は公募）

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成27年12月25日

島津メディカルシステムズ
(株)九州支店 長崎営業所
長崎市千歳町6-32 千秀第
2ビル

－

6,933,600

-

-

－

11,095,107

-

-

－

36,432,419

-

-

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

－

11,391,840

-

-

会計規則第13条第3項第1号
著作権を有する本業者以外
に業務を遂行できないため。

－

5,400,000

-

-

－

9,720,000

-

-

－

5,010,120

-

-

－

9,781,560

-

-

－

6,311,520

-

-

2016年版外国雑誌 AIDS:an
international bimonthly
Journal(online only) 以下52点

学術情報管理課長 横山 義則
学術情報部学術情報管理課
長崎市文教町１－１４

平成27年12月22日

2016年版外国雑誌 Academy of
Management journal 以下300点

学術情報管理課長 横山 義則
学術情報部学術情報管理課
長崎市文教町１－１４

(株)紀伊國屋書店 九州営
業部
平成27年12月25日 福岡市博多区博多駅中央
街2番1号 博多バスターミ
ナル9F

第一調達班長

松尾 正則

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。

丸善(株)長崎営業所
長崎市坂本1丁目8番33号

長崎大学会計規則第13条第
3項第1号を適用。外国雑誌
は、その商取引における国
際的慣習上、前年に予約を
行う必要があり、事前に見積
合わせを行い業者選定をお
こなっているため。
長崎大学会計規則第13条第
3項第1号を適用。外国雑誌
は、その商取引における国
際的慣習上、前年に予約を
行う必要があり、事前に見積
合わせを行い業者選定をお
こなっているため。

長崎大学規則集総合管理シス
財務部調達課
テム運用業務 一式
長崎市文教町１－１４

平成28年2月1日

スーパー英語 Academic
第一調達班長 松尾 正則
Express2 Plus(バージョンアッ 財務部調達課
長崎市文教町１－１４
プ） 一式

(株)エル・インターフェース
平成28年2月25日 東京都渋谷区千駄ヶ谷518-20

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

会計規則第13条第3項第1号
テックマネッジ(株)
平成28年2月25日 東京都新宿区西新宿7-7- 本業者以外に契約を履行で
きる業者がいないため。
26
会計規則第13条第3項第1号
九州ＮＳソリューションズ
プログラムの著作権を有する
平成28年3月2日 (株)
本業者以外に契約を履行で
大分県大分市西ノ洲１番地
きる業者がいないため。
エヌ・ティ・ティ・コムウェア 会計規則第13条第3項第1号
プログラムの著作権を有する
(株)西日本支店
平成28年3月18日
大阪府大阪市港区弁天1- 業者の唯一の代理店である
ため。
2-12
会計規則第13条第3項第1号
東芝メディカルシステムズ メーカーである本業者以外に
平成28年3月22日 (株)長崎サービスセンタ
保守契約を履行できる業者
長崎市興善町2-24
がいないため。

学務情報システム保守契約
一式

第一調達班長 松尾 正則
財務部調達課
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 松尾 正則
財務部調達課
長崎市文教町１－１４

ＡＩシステム保守 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

備

考

契約期間
H28.4.1～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）
物品役務等の名称及び数量

就業情報管理システム保守
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
第一調達班長 松尾 正則
財務部調達課
長崎市文教町１－１４

管理課長補佐 濵崎 英彦
照射赤血球濃厚液-LR「日赤」
血液400mlに由来する赤血球 1袋 病院管理課
長崎市坂本１－７－１
6,991個 外3点
放射性医薬品 Tc-99ｍ ｸﾘｱﾎﾞｰ 管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
ﾝ注 ADD 1本 235箱
長崎市坂本１－７－１
外3点
3次元放射線治療計画システム
Prinnacle3 修理

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

血管撮影装置「AXIOM Artis ｄ
BA」側面 X線管球交換修理

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

循環器系X線診断装置修理

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

管理課長補佐 濵崎 英彦
診療報酬改定に伴うシステムソフ
病院管理課
トウェア改造作業 一式
長崎市坂本１－７－１

全身用CT撮影装置 保守

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

PET-CT装置 保守

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

管理課長補佐 濵崎 英彦
デジタル式X線一般撮影システム
病院管理課
保守
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。

契約を締結した日

（別紙様式2）

再就職の
随意契約によることとした会
落札率
契約の相手方の商号又は
役員の数
計規則の根拠条文及び理由 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
名称及び住所
（人）
（企画競争又は公募）

ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ(株)
九州支店
福岡市博多区井相田2丁目
12番1号
日本赤十字社九州ﾌﾞﾛｯｸ血
液ｾﾝﾀｰ
平成27年3月25日
福岡県久留米市宮ノ陣3丁
目4番12号
公益社団法人日本ｱｲｿﾄｰ
ﾌﾟ協会
平成27年3月25日
東京都文京区本駒込2丁目
28番45号

会計規則第13条第3項第1号
本システムの著作権を有す
る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。
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。
会計規則第13条第3項第1
号。当該業務を履行できる相
手方は他に存在せず、競争
を許さないことから。
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。
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。

備

考

－

5,041,440

-

-

-

489,215,296

-

-

単価契約
契約期間：H28.4.1H29.3.31

-

82,647,756

-

-

単価契約
契約期間：H28.4.1H29.3.31

-

7,668,000

-

-

-

12,960,000

-

-

-

15,282,000

-

-

-

9,335,304

-

-

契約期間：H28.3.28H28.3.31

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。

-

82,620,000

-

-

契約期間：
平成28年4月1日-平成
31年3月31日

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。

-

19,154,880

-

-

契約期間：
平成28年4月1日-平成
30年3月31日

長崎大学第13号第3項第1
(株)島津メディカルシステム
号。当該物品を納入できる相
平成28年3月31日 ズ九州支店 長崎営業所
手方は他に存在せず、競争
長崎市千歳町6-32
を許さないことから。

-

135,000,000

-

-

契約期間：
平成28年4月1日-平成
33年3月31日

平成28年3月31日

(株)日立ﾒﾃﾞｨｺ長崎営業所
平成27年3月24日 長崎市万才町3番5号日本
生命長崎ﾋﾞﾙ4階
ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ(株)九州営
業所
平成27年3月18日
福岡県福岡市博多区博多
駅前1-21-28博多駅前ｽｸｴ
(株)ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ
平成27年3月22日
東京都港区港南二丁目13
番37号ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾋﾞﾙ
平成27年3月18日

日本電気(株)長崎支店
長崎市万才町7番1号

(株)シーメンスヘルスケア九
州営業所
平成28年3月30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7階
(株)シーメンスヘルスケア九
州営業所
平成28年3月30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7階

