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４ 指定再生医療等製品 ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞（108mL／袋） 120袋 購入
等 一般  2. 3.27 株式会社メディセオ（東京都中央区八重洲２７15） 879670
円（単価／袋）  2. 1.21 最低価格
４ 医薬品 セベリパーゼ アルファ（遺伝子組換え、20mg10mL／瓶） 100瓶 購入等
一般  2. 3.27 東邦薬品株式会社（東京都世田谷区代沢５２１） 128728380

円（単価／瓶）  2. 1.21 最低価格

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
78 大阪大学におけるアイソトープ廃棄物の集荷・廃棄業務 一式 購入等 随意 
2. 3.23 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） 規定
料金による ｂ「技術的理由による競争の不存在」

〇国立大学法人島根大学長 服部 泰直 （松江市西川津町1060）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 32
４ エクリズマブ(遺伝子組換え)300mg(30ml／瓶) 195瓶 購入等 一般  2. 3.27
株式会社セイエル出雲営業所（島根県出雲市塩冶町１丁目８番６号） 5981239円（単価／
瓶）  2. 1.27 最低価格
４ ラブリズマブ(遺伝子組換え)300mg(30ml／瓶) 48瓶 購入等 一般  2. 3.27
株式会社セイエル出雲営業所（島根県出雲市塩冶町１丁目８番６号） 7229266円（単価／
瓶）  2. 1.27 最低価格
75 島根大学医学部附属病院その他建物清掃・塵芥処理等業務 一式 購入等 一般 
2. 3.19 島根県ビルメンテナンス協同組合（島根県松江市古志原４丁目１番１号） 
274499280円  2. 1. 6 最低価格

〇国立大学法人広島大学 分任契約担当職 霞地区運営支援部長 林 茂雄 （広島市南区霞１
２３）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 34
26 ヒト肝細胞キメラマウス 一式 購入等 随意  2. 3.30 株式会社フェニック
スバイオ（広島県東広島市鏡山三丁目４番１号） Ｂ高置換 275000円 Ｂ中置換 110000円
ＩＬ２／Ｒａｇ２-ＷＫＯ 330000円（単価／式）  2. 3. 9 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
４ ヌシネルセンナトリウム(12mg５mL/瓶) 五瓶 購入等 一般  2. 3.17 
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） 
939809310円（単価／瓶）  2. 1.16 最低価格
71、27 Science Directの利用 一式 購入等 随意  2. 3.25 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） 82942203円 ｂ「排他的
権利の保護」

〇国立大学法人徳島大学長 野地 澄晴 （徳島市新蔵町２24）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 36
22、31 移動型外科用X線装置 一式 購入等 一般  2. 3.19 NTTファイナン
ス株式会社四国支店（松山市二番町三丁目６番地） 23680800円  2. 1. 6 最低価格
６ トイレットペーパー 一式 購入等 一般  2. 3.18 株式会社斎藤幸助商店
（徳島市佐古五番町１番13号） 3616円（単価／巻）  2. 1. 6 最低価格
６ リサイクルPPC用紙 A３、B４、B５ 一式 購入等 一般  2. 3.18 株式会
社まるや文具店（徳島市二軒屋町２丁目31番地） A３:1749円 B４:2310円 B５:1155円（単
価／箱）  2. 1. 6 最低価格
６ リサイクルPPC用紙 A４ 一式 購入等 一般  2. 3.18 長澤紙業株式会社
（徳島市蔵本元町２丁目64番地） 1518円（単価／箱）  2. 1. 6 最低価格

〇国立大学法人香川大学長 筧 善行 （高松市幸町１１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 37
４ ヌシネルセンナトリウム（12mg５mL／１瓶） 二瓶 購入等 一般  2. 3.27
四国アルフレッサ株式会社（高松市国分寺町福家甲1255番地10） 93980931円（単価／瓶）
 2. 1.21 最低価格

〇国立大学法人香川大学長 筧 善行 （高松市幸町１１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 37
４ エクリズマブ（遺伝子組換え）（300mg／１瓶） 165瓶 購入等 一般  2. 3.27
株式会社幸燿（高松市田村町948番地） 5981239円（単価／瓶）  2. 1.21 最低価

格

〇国立大学法人愛媛大学長 大橋 裕一 （松山市道後樋又1013）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 38
22、31 生化学自動分析装置 一式 購入等 一般  2. 4.10 アルフレッサ篠原化
学株式会社愛媛支店（愛媛県伊予市下三谷１６） 25410000円  2. 1.21 最低価格

〇契約担当役 国立大学法人高知大学長 櫻井 克年 （高知市曙町二丁目５番１号）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 39
75 高知大学岡豊地区建物清掃業務 一式 購入等 一般  2. 3. 6 株式会社和心
（東京都新宿区市谷台町４番２号） 360360000円  1.12.16 最低価格
26 高知大学岡豊団地で使用する電気 契約電力 3720kW 年間予定使用電力量
20759809kWh 購入等 一般  2. 3.17 株式会社 エネット（東京都港区芝公園二

丁目６番３号） 256395053円（単価／kWh）  2. 1. 6 最低価格
２ 重油ＪＩＳ１種１号（いおう分(Ｗｔ％）03％以下） 2296ＫＬ 購入等 一般 
2. 3.26 朝日エナジー有限会社（愛媛県今治市古谷甲548１） 54989円（単価／Ｌ）
 2. 1.21 最低価格
71、27 高知大学における総合医療情報システム運用管理等の支援業務 一式 購入等 
一般  2. 3. 2 株式会社アイビス（高知県南国市蛍が丘２丁目２番地１） 74976000円
 1.12.23 最低価格
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