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〇支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 笠井 之彦 （東京都千代田区隼町４２）
◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 13
71、27 保管金事務処理システムの運用保守等 一式 購入等 一般 31. 3. 4 
㈱日立社会情報サービス 東京都江東区東陽２４18 151632000円 30.12. 7 総合評
価
71、27 裁判事務支援システムの高裁刑事及び簡裁刑事分野対応改修等 一式 購入等 
一般 31. 3.11 富士通㈱ 神奈川県川崎市中原区上小田中４１１ 44712000円 
30.11.30 総合評価 90082638円
71、27 情報化及び全体最適化の推進等に係るＣＩＯに対する指導・支援・助言等のＣＩＯ補
佐官業務 一式 購入等 一般 31. 3. 6 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティ
ング㈱ 東京都千代田区有楽町１１２ 98280000円 30.12. 7 総合評価 
100368720円
71、27 保管金事務処理システムの更改 一式 購入等 一般 31. 3. 5 ㈱エヌ・
ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲３３３ 334800000円 30.12. 7 総合評価
336740641円
71、27 裁判所ウェブサイト等のリニューアル及び運用保守等 一式 購入等 一般 
31. 3. 8 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲３３３ 275400000円 
30.12. 7 総合評価 276927552円
71、27 次期督促手続オンラインシステムの工程管理支援 一式 購入等 一般 
31. 3.11 アビームコンサルティング㈱ 東京都千代田区丸の内１４１ 45360000円
30.11.29 最低価格 77242032円
71、27 督促手続オンラインシステムの運用保守 一式 購入等 一般 31. 3. 4 
三菱電機㈱ 東京都千代田区丸の内２７３ 60480000円 30.11.29 最低価格

〇独立行政法人国際交流基金 契約担当職 理事 櫻井 友行 （東京都新宿区四谷４４１）
◎調達機関番号 573 ◎所在地番号 13
71、27 クライアントパソコン用ＯＳ及びOfficeライセンスの調達 購入等 一般 
31. 4.15 日本アクセス株式会社 大阪府大阪市北区太融寺町５番15号 78250000円 
31. 2.12 最低価格 148657766円

〇独立行政法人国立美術館契約担当役理事長 柳原 正樹 （東京都千代田区北の丸公園３１）
◎調達機関番号 517 ◎所在地番号 13
67、29 独立行政法人国立美術館ネットワークの構築及び運用 購入等 随意 
31. 3.27 株式会社インターネットイニシアティブ 東京都千代田区富士見２10２ 
94834584円 30.12.12 ｂ「排他的権利の保護」

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター院長 石原 弘 （群馬県高崎市
高松町36）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 10
22、31 手術用ナビゲーションシステム 一式 購入等 一般 31. 3.25 株式会社
栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４６ 15984000円 31. 1.30 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター院長 長谷川好規 （愛知県名古屋市
中区三の丸４１１）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 23
４ オプジーボ点滴静注240mg 225個 購入等 一般 31. 3. 5 東邦薬品㈱ 愛
知県名古屋市名東区社台三丁目120番地 90532080円 31. 1.11 最低価格

４ ビーリンサイト点滴静注用35μg 189個 購入等 一般 31. 3. 5 ㈱スズケ
ン 愛知県名古屋市東区東片端町１番地 52110815円 31. 1.11 最低価格
４ 照射赤血球液ＬＲ「日赤」 5016袋 購入等 随意 31. 3.29 日本赤十字
社東海北陸ブロック血液センター 愛知県瀬戸市山口町539番地３ 88913616円 31. 2. 1
ｂ「技術的理由による競争の不存在」
４ 新鮮凍結血漿ＬＲ「日赤」240 1033袋 購入等 随意 31. 3.29 日本赤十
字社東海北陸ブロック血液センター 愛知県瀬戸市山口町539番地３ 18503096円 31. 2. 1
ｂ「技術的理由による競争の不存在」
４ 照射濃厚血小板ＬＲ「日赤」10単位 1683袋 購入等 随意 31. 3.29 日
本赤十字社東海北陸ブロック血液センター 愛知県瀬戸市山口町539番地３ 134429625円 
31. 2. 1 ｂ「技術的理由による競争の不存在」
４ 照射濃厚血小板ＬＲ「日赤」15単位 244袋 購入等 随意 31. 3.29 日本
赤十字社東海北陸ブロック血液センター 愛知県瀬戸市山口町539番地３ 29231200円 
31. 2. 1 ｂ「技術的理由による競争の不存在」
４ 照射濃厚血小板ＬＲ「日赤」20単位 112袋 購入等 随意 31. 3.29 日本
赤十字社東海北陸ブロック血液センター 愛知県瀬戸市山口町539番地３ 17890096円 
31. 2. 1 ｂ「技術的理由による競争の不存在」
４ ＦＤＧスキャン注（185MBp／瓶） 804瓶 購入等 随意 31. 3.26 公益社
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 39248064円 31. 2. 1
ｂ「技術的理由による競争の不存在」
22、31 在宅酸素供給装置（保守を含む） 一式 借入 随意 31. 3.29 ㈱エバ
愛知県名古屋市天白区古川町46番地 44833824円 31. 2. 1 ｂ「排他的権利の保護」

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構関門医療センター院長 林 弘人 （山口県下関市長府
外浦町１１）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 35
４ ソリリス点滴静注300mg 購入等 一般 31. 4. 9 ㈱セイエル下関営業所 山
口県下関市卸新町13番１号 58724892円（単価／瓶） 31. 2.15 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構高知病院長 大串 文隆 （高知県高知市朝倉西町１
２25）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 39
２ 重油ＪＩＳ１種１号 366 購入等 一般 31. 3.12 朝日エナジー㈲ 愛媛
県今治市古谷甲548１ 63979円（１単価） 31. 1.17 最低価格
71、27 病院情報システム一式及び７年間のシステム保守委託業務 購入等 一般 
31. 4.19 日本電気㈱高知支店 高知県高知市本町４２25 873000000円 31. 2.22
総合評価

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構沖縄病院長 川畑 勉 （沖縄県宜野湾市我如古３丁目
20番14号）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 47
77、31 磁気共鳴断層撮影装置保守 購入等 随意 31. 3.29 シーメンスヘルスケ
ア株式会社南九州営業所 鹿児島県鹿児島市住吉町1211 54648000円 31. 2.15 ｂ「技
術的理由による競争の不存在」
４ スピンラザ髄注12mg ２V 購入等 随意 31. 3.11 株式会社琉薬 沖縄県浦
添市牧港５６５ 922721868（単価）円 31. 2.15 ｃ「緊急性」
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