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〇国立大学法人大阪大学総長 西尾章治郎 （大阪府吹田市山田丘１１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 27
22、31 全身麻酔システム 一式 購入等 一般 30.12. 7 小西医療器株式会社
（大阪市中央区内淡路町２１５） 116640000円 30. 9.18 総合評価
22、31 全自動式ジェット洗浄装置 一式 購入等 一般 30.12. 7 村中医療器株
式会社（大阪市中央区船越町２３６） 124200000円 30. 9.18 総合評価

〇国立大学法人広島大学 契約担当職 理事（財務・総務担当） 山田 道夫 （広島県東広島市鏡
山１３２）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 34
71、27 電子ジャーナル（SpringerLink e‑Journal Legacy Package及びNature Journals、
Academic Journals）の利用 一式 購入等 随意 30.12.14 シュプリンガーネイ
チャー カスタマーサービスセンター ゲーエムベーハー（ティアガーテンシュトラーセ 1517、
69121 ハイデルベルク、ドイツ） 72586895円 ｂ「排他的権利の保護」
24 セルソーター 一式 購入等 一般 31. 1.23 大塚器械株式会社西条支店（広
島県東広島市西区西条下見五丁目９番45号） 34668000円 30.11.16 最低価格
71、27 電子ジャーナル（Wiley Online Library Collection）の利用 一式 購入等 一
般 30.12.14 丸善雄松堂株式会社広島支店（広島県広島市中区中町７23） 62013778
円 30.10.11 最低価格
14 コンピュータ支援言語学習（ＣＡＬＬ）システム 一式 購入等 一般 31. 1. 9
北辰映電株式会社（広島県広島市中区上幟町８番39号） 18468000円 30.10.26 最

低価格

〇国立大学法人九州大学総長 久保 千春 （福岡市西区元岡744）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 40
16 九州大学（伊都）センター５号館講義室・会議室等ＡＶシステム 一式 購入等 一
般 30.12.21 有限会社ビデオプラザ（福岡県福岡市中央区赤坂二丁目３番24号） 
95450400円 30.10.11 最低価格

〇国立大学法人佐賀大学長 宮﨑 耕治 （佐賀市本庄町１番地）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 41
７ 看護衣の賃貸借及び洗濯請負業務 一式 借入 一般 30.12. 4 ワタキューセ
イモア株式会社（京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の２） 76741635円 
30. 9.26 最低価格

〇国立大学法人長崎大学長 河野 茂 （長崎市文教町１14）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 42
41 長崎大学（坂本１）実験研究棟新営工事 購入等 一般 30.12.19 戸田建設株
式会社 東京都中央区京橋１７１ 7549200000円 30. 8.21 総合評価 
7576848000円

〇国立大学法人長崎大学長 河野 茂 （長崎市文教町１14）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 42
22、31 全身麻酔器 一式 購入等 一般 30.12.21 山下医科器械株式会社長崎支
社（長崎市浜口町12番19号） 33588000円 30.10.22 最低価格
22、31 外科手術用内視鏡システム 一式 購入等 一般 30.12.21 山下医科器械
株式会社長崎支社（長崎市浜口町12番19号） 28026000円 30.10.22 最低価格

〇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）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 43
71、27 Wiley Online Library（電子ジャーナル）の利用 一式 購入等 一般 
30.12. 5 丸善雄松堂株式会社（東京都中央区日本橋二丁目３番10号） 34882750円 
30. 9.26 最低価格
71、27 SpringerNature社電子ジャーナルの利用 一式 購入等 随意 30.12.18
Springer Nature Customer Service Center GmbH（Tiergartenstrasse 1517, 69121 Hei‑
delberg, Germany） 24690865円 ｂ「排他的権利の保護」

〇契約担当役 国立大学法人大分大学理事 伊豆島 明 （大分市大字旦野原700）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 44
22、31 集中治療部生体情報モニタリングシステム 一式 購入等 一般 30.12.14
株式会社バイオメディカル（大分県大分市大字今市2621番地の２） 45360000円 
30.10.11 最低価格
22、31 ＩＣＵ人工呼吸管理システム 一式 購入等 一般 30.12.25 株式会社バ
イオメディカル（大分県大分市大字今市2621番地の２） 32400000円 30.10.16 最低価
格
22、31 手術支援システム 一式 購入等 一般 30.12.26 株式会社アステム（大
分県大分市西大道二丁目３番８号） 39960000円 30.10.22 最低価格

〇国立大学法人宮崎大学契約担当役 理事 迫田浩一郎 （宮崎市学園木花台西一丁目１番地）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 45
24 フローサイトメーター 一式 購入等 一般 30.12.19 株式会社トーアサイエ
ンス（宮崎市老松二丁目３番25号） 19872000円 30. 9.28 最低価格

〇国立大学法人鳥取大学長 豐島 良太 （鳥取市湖山町南４101）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 31
22、31 遠隔操作型内視鏡下手術システム 一式 借入 一般 30.12. 5 小西医療
器株式会社（大阪市中央区内淡路町二丁目１番５号） 8532000円（月額） 30. 9.11 総
合評価
26 Microsoft 365 Education A３ 一式 購入等 一般 30.12.14 富士ソフト株
式会社（神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地） 21108060円 30.10.16 最低価格
71、27 電子ジャーナル（SpringerLink e‑Journal Legacy Package、およびNature Journals
12誌、Academic Journals ４誌）のサイトライセンス利用 一式 購入等 随意 
30.12.12 Springer Nature Customer Service Center GmbH（Tiergartenstrasse 1517,
69121Heidelberg,Germany） 27254238円 ｂ「排他的権利の保護」
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