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71、27 情報システム運用管理業務等 一式 購入等 一般 31. 3. 1 株式会社
フィットワークス（大阪市淀川区西中島６1125） 6220800円（月額） 30.12.11 最
低価格
14 重症系電子カルテシステム 一式 購入等 一般 31. 3. 4 日本アイ・ビー・
エム株式会社（東京都中央区日本橋箱崎町1921） 113378400円 30.12.11 最低価格
24 統計的高解像度画像取得型細胞分析装置 一式 購入等 一般 31. 3. 1 和研
薬株式会社（京都市左京区一乗寺西水干町17） 24672600円 30.12.11 最低価格
71、27 ｉＰＳ細胞ゲノム解析用超並列サーバシステム運用管理業務 一式 購入等 一
般 31. 3. 5 三菱スペース・ソフトウエア株式会社（東京都港区浜松町２４１） 
19620000円（単価／式） 30.12.26 最低価格
24 低温観察走査透過型電子顕微鏡 一式 購入等 一般 31. 3. 8 日本電子株式
会社（東京都昭島市武蔵野３１２） 59395680円 30.12.17 最低価格
15 光ファイバーケーブル 一式 借入 一般 31. 3. 1 株式会社ケイ・オプティ
コム（大阪市中央区城見２１５） 18036000円（単価／年） 30.12. 6 最低価格
71、27 ScienceDirect電子ジャーナルの利用 一式 購入等 随意 31. 3.19 エ
ルゼビア・ビー・ブイ（オランダ王国アムステルダム市ラーダヴェヒ29） 252245199円 ｂ
「排他的権利の保護」
24 円二色性分散計 一式 購入等 一般 31. 3. 8 英興株式会社（京都市伏見区
下鳥羽六反長町123） 15514200円 30.12.17 最低価格
71、27 京都大学学術情報ネットワークシステム運転管理業務 一式 購入等 一般 
31. 3.19 日本電気株式会社（東京都港区芝５７１） 68146800円（単価／式） 
31. 1. 7 最低価格
67、29 京都大学学術情報ネットワークシステム保守点検業務 一式 購入等 一般 
31. 3.19 日本電気株式会社（東京都港区芝５７１） 32545656円 31. 1. 7 最
低価格

〇国立大学法人京都工芸繊維大学長 森迫 清貴 （京都市左京区松ヶ崎橋上町１番地）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 26
６ トイレットペーパー ソフトタイプ114㎜×100ｍ 493700巻 購入等 一般 
31. 3.29 村上紙業株式会社（京都市右京区西京極南庄境町39番地） 3888円（単価／巻）
31. 1.29 最低価格

〇国立大学法人鳥取大学長 中島 光 （鳥取市湖山町南４101）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 31
22、31 超音波診断装置 一式 購入等 一般 31. 3. 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） 34128000円 30.12.17 最低価格

〇国立大学法人岡山大学長 槇野 博史 （岡山市北区津島中１１１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 33
４ カナキヌマブ（遺伝子組換え）（150mg１mL １瓶／箱） 17箱 購入等 一般 
31. 3.26 株式会社エバルス（広島市南区大州５丁目２番10号） 145000692円（単価／箱）
31. 1.11 最低価格
４ ニボルマブ（遺伝子組換え）（240mg24mL １瓶／箱） 295箱 購入等 一般 
31. 3.26 株式会社セイエル（広島市西区商工センター５丁目１番１号） 4023648円（単価／
箱） 31. 1.11 最低価格

４ ヌシネルセンナトリウム（12mg５mL １瓶／箱） ７箱 購入等 一般 
31. 3.26 ティーエスアルフレッサ株式会社（広島市西区商工センター１丁目２番19号） 
922721868円（単価／箱） 31. 1.11 最低価格
４ ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）（100mg４mL １瓶／箱） 276箱 購入等 一般
31. 3.26 株式会社セイエル（広島市西区商工センター５丁目１番１号） 3572964円（単
価／箱） 31. 1.11 最低価格

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 ScienceDirect® の利用 一式 購入等 随意 31. 3.14
エルゼビア・ビー・ブイ（オランダ王国アムステルダム市ラーダーヴェヒ29） 194403029円
ｂ「排他的権利の保護」

〇国立大学法人広島大学 分任契約担当職 病院長 木内 良明 （広島市南区霞１２３）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 34
４ ニボルマブ（遺伝子組換え） 100mg 10／瓶 1330瓶 購入等 一般 
31. 3.25 株式会社エバルス（広島県広島市南区大州五丁目２番10号） 17029116円（単価／
瓶） 31. 1.28 最低価格
４ ヒト（同種）骨髄由来間葉系幹細胞 108／袋 30袋 購入等 一般 31. 3.25
株式会社エバルス（広島県広島市南区大州五丁目２番10号） 863676円（単価／袋） 

31. 1.28 最低価格
４ ニボルマブ（遺伝子組換え） 20mg ２／瓶 1930瓶 購入等 一般 
31. 3.25 株式会社エバルス（広島県広島市南区大州五丁目２番10号） 3505032円（単価／
瓶） 31. 1.28 最低価格
４ ヌシネルセンナトリウム 12mg ５／瓶 30瓶 購入等 一般 31. 3.25 
ティーエスアルフレッサ株式会社（広島県広島市西区商工センター一丁目２番19号） 
922721868円（単価／瓶） 31. 1.28 最低価格
４ エクリズマブ（遺伝子組換え） 300mg 30／瓶 210瓶 購入等 一般 
31. 3.25 株式会社セイエル（広島県広島市西区商工センター五丁目１番１号） 58724892
円（単価／瓶） 31. 1.28 最低価格
４ ＦＤＧスキャン注（185MBq／瓶） 2630瓶 購入等 随意 31. 3.18 公益
財団法人日本アイソトープ協会（東京都文京区本駒込二丁目28番45号） 48816円 ｂ「技術
的理由による競争の不存在」

〇国立大学法人山口大学長 岡 正朗 （山口市吉田1677１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 35
71、27 財務会計システム保守 一式 購入等 一般 31. 3.20 富士通株式会社中
国支社（広島県広島市中区紙屋町１２22） 16449600円(税抜) 31. 1.16 最低価格
78 山口大学医学部・附属病院医療廃棄物処理業務 一式 購入等 一般 31. 3.22
株式会社宇部スチール（山口県宇部市大字小串字沖の山1978番地の19） 335円（単価／kg）
31. 1.21 最低価格

23 新病棟オフィス什器類 一式 購入等 一般 31. 2.28 明和システム株式会社
（山口県宇部市あすとぴあ七丁目22番４号） 26784000円 30.12.21 最低価格
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