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生体情報管理・共有システム
サーバ更新　　一式

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井　義美
医学部・歯学部附属病院

平成28年8月9日
熊本市南区田迎二丁目１０番１号
日本光電九州株式会社 38,340,000

　本契約は、平成２０年度に導入した生体情報管理・診断システムを改良す
るものである。この改良にあたっては、生体情報管理・診断システムのＯＳ及
びデータベースの構造、プログラム仕様及び処理運用に熟知精通していなけ
れば導入は不可能である。
　また、生体情報管理・診断システムの著作権は、開発メーカーの日本光電
九州株式会社が有しており、ＯＳ及びパッケージソフトウェアの仕様・プログラ
ムソースを社外の第三者へ公開することは禁止されている。
　よって同社を契約の相手方として特定し随意契約とした。

農学部附属演習林高隈演習林
航空レーザ計測業務

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井　義美
農学部・共同獣医学部等

平成28年10月5日
鹿児島市加治屋町１８番８号三井生
命鹿児島ビル
アジア航測株式会社鹿児島営業所

9,612,000

　本学部附属演習林である高隈演習林は、台風１６号により甚大な被害を
被った。その災害復旧に必要な被害状況を安全かつ迅速に確認及び調査す
るため、航空機による航空レーザ計測を行う。
　航空レーザ計測により取得できるデータについて、災害復旧に必要な被害
状況の確認及び調査並びに高隈演習林における教育及び研究への活用を
より効率的かつ効果的に行うためには、本学部が保有している高隈演習林
の航空レーザ計測のデータと関連性がある同質のデータである必要がある。
　本業務の成果品は、本学部が保有している高隈演習林の航空レーザ計測
のデータと関連性がある同質のデータであるが、その中の赤色立体地図
データの作成には特許技術が必要である。その特許技術は、アジア航測株
式会社が独自開発し、特許第３６７０２７４号を保有している。
　　以上により、同社を契約相手方に特定し随意契約とした。

桜ヶ丘地区で使用するガス　一
式

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井　義美
事務局

平成28年11月4日
鹿児島市中央町8番地２
日本瓦斯株式会社

契約単価
65.556円／ｍ3

　本学桜ヶ丘地区で使用する都市ガスの需給契約にあたり、鹿児島市内に
おける都市ガス供給事業者について調査したところ、日本瓦斯株式会社以
外に供給事業者はなかった。また、鹿児島市内における都市ガス供給につ
いては、県外からの参入事業者もない。
　よって同社を契約の相手方として特定し随意契約とした。

難治癌を標的治療できる完全
オリジナルのウイルス遺伝子
医薬の実用化のための研究：
GMP製造及び試験委託　一式

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井　義美
医師学総合研究科

平成28年11月30日

東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタ
ワー5F
シグマアルドリッチジャパン合同会
社

21,765,917

　大学院医歯学総合研究科における医師主導治験において、今年度GMP製
剤を製造及び試験委託する必要が生じたが、本治験をスケジュールどおり遅
滞なく実施していくためには、既に本治験の委託製造及び委託試験を昨年度
行っている米国SAFC社と米国BioReliance社以外に委託するのは不可能で
あり、その業務を日本において統括するのは、シグマアルドリッチジャパン合
同会社のみである。
　以上により、同社を契約相手方に特定し、随意契約とした。

水中紫外線硝酸塩アナライ
ザー
SUNA V2 Wiper version　一式

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井　義美
理工学研究科（工学系）

平成28年12月13日
東京都品川区東品川1-22-7
株式会社シー・ティー アンド シー

6,391,980
　本件はSea-Bird Coastal社の製品であり、株式会社シー・ティー アンド シー
が日本国内の総代理店となり、代理店あるいは他業者を通じることなく直接
販売を行っているため、契約の相手方として特定し随意契約とした。

随意契約に関する公表について
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株式会社島津製作所製
X線管球　0.7/1.2JG326D-265
型　交換　一式

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井　義美
鹿児島大学病院

平成28年12月12日
鹿児島市東谷山一丁目３３番１号
島津メディカルシステムズ株式会社
九州支店鹿児島営業所

6,912,000

　本件は(株)島津製作所製であり、同社製の医療機器の保守及び修理業務
については、島津メディカルシステムズ(株)　並びに同社と連携する事業者し
か行っておらず、鹿児島県下においては、島津メディカルシステムズ(株)九州
支店鹿児島営業所しか行っていない。
　同装置の保守点検を行うには、高度な専門知識を持つサービスエンジニア
が必要不可欠である。また、販売からアフターサービスまで万全の体制を整
えており、障害発生時における緊急修理に速やかに対応でき、本装置の高
い性能をいかんなく発揮し、最大限に環境を維持できる業者は同社以外には
いない。
　以上により、同社を契約相手方に特定し、随意契約とした。

電子ジャーナル SpringerLink
の利用　一式

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井　義美
附属図書館

平成28年12月15日

Tiergartenstrasse 15 – 17, 69121
Heidelberg, Germany
Springer Customer Service Center
GmbH

13,751,808

　SpringerLinkは、Springer Customer Service Center GmbH社が発行するオ
ンラインアクセスが可能な電子ジャーナルであり、平成29年においては、1615
タイトルの雑誌が利用可能である。
　同社は、幅広い分野で学術的にも評価の高い雑誌を発行している世界でも
有数の大手出版社であり、電子ジャーナル提供についても信頼のおける出
版社である。
　SpringerLinkの提供については、同社が直接行なっており、代理店を通じて
は購読することができない。
　本学でもこのSpringerLinkを他大学と同様、継続して購読してきているが、
電子ジャーナルは、本学の教育・研究活動及び重要な最新情報を取得する
ために必要不可欠な手段であり、継続的に供給されて初めてその効力を発
揮するため、研究・教育に支障がでることのないよう安定した供給が必要とな
る。
　以上により、同社を契約相手方に特定し、随意契約とした。

電子ジャーナル ScienceDirect
®の利用　一式

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井　義美
附属図書館

平成29年2月9日
オランダ王国アムステルダム市ラー
ダーヴェヒ　２９
エルゼビア・ビー・ブイ

87,267,896

　本件は、エルゼビア・ビー・ブイ社が発行するオンラインでのアクセスが可能
な電子ジャーナルであり、全世界の科学・技術・医学・社会科学分野の学会
誌を取り扱っている大規模な電子ジャーナル・パッケージである。
　本電子ジャーナルの提供については当該社が国外において直接販売を
行っており、ほかに取扱店はない。
　よって同社を契約の相手方として特定し随意契約とした。

平成２９年度　輸血用血液製剤
人全血液ＬＲ－「日赤」　血液
200mLに由来する血液量1袋
外　４１品目

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井義美
鹿児島大学病院

平成29年3月24日

福岡県久留米市宮ノ陣三丁目４番１
２号
日本赤十字社九州ブロック血液セン
ター

単価契約
(支出予定額）
287,266,628

　血液製剤の調達は、鹿児島県内においては鹿児島県赤十字血液センター
（九州ブロック血液センターが統括）が唯一の機関であり、他に取り扱い機関
がない。
　よって同社を契約の相手方として特定し随意契約とした。
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財務会計システム保守業務

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井義美
事務局

平成29年3月27日
福岡市中央区大名一丁目15番33号
株式会社ニッセイコム西日本支社 9,590,400

　本契約は、平成23年4月に導入した財務会計システムの保守契約である。
　本学が導入した財務会計システムは、株式会社ニッセイコム製であり、九
州地区周辺においては、同社の西日本支社が同社開発ソフトのメンテナンス
等の対応にあたっている。
　本システムは、ユーザが多いため、障害発生時には速やな復旧が求めら
れ、システムダウン時間を最小化する為には、ソフトウェア及びハードウェア
の両面から原因調査を行い、迅速で一体的な対応が必要である。
　財務会計システムの保守にあたり、作業を行う際、データベースの構造や
プログラム仕様及び処理運用に熟知した者でなくてはならず、また、それらは
著作権を有している株式会社ニッセイコムのみ扱い可能であるため、他社の
競争を許さない。
　以上の理由により、本契約を実施できる業者は、株式会社ニッセイコム西
日本支社のみであり、同社を契約相手方をして特定するものである。

日立超電導ＭＲイメージング
装置TRILLIUM OVAL 保守
一式

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井義美
農学部・共同獣医学部等

平成29年3月28日
鹿児島市山之口町２－３０
株式会社日立製作所
ヘルスケア鹿児島営業所

5,304,000

　本製品は(株)日立製作所製であり、(株)日立製作所のみが対応できる。日
立超電導ＭＲイメージング装置TrilliumOVAL一式の保守は代理店、あるいは
他の業者を通じることなく、(株)日立製作所が直接行っている。また、(株)日
立製作所は、医療機器等の製品の保守サービス等を行う会社であり、同社
製品の部品供給及び薬事法に定める特定保守管理医療機器を修理する修
理業者の許可を得ており、同装置について、開発からア　フターサービスま
で、一環して行える唯一の業者である。同装置の保守点検を行うには、高度
な専門知識をもつサービスエンジニアが必要不可欠で、開発からアフター
サービスま　で万全の体制を整えており、障害発生時における緊急修理に速
やかに対応できる業者は、同社以外ない。
　よって、(株)日立製作所ヘルスケア鹿児島営業所を契約相手方として特定
するものである。

鹿児島大学機械警備業務　一
式

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井義美

法文学部、理工学研究科等理学系、
農学部、共同獣医学部、自然科学教
育研究支援センター 遺伝子実験施
設、産学官連携推進センター、外国
人研究者宿泊施設、教育センター、
稲森アカデミー 、学習交流プラザ、
教育学部、大学会館・学生サークル
会館Ⅱ－１

平成29年3月28日
鹿児島市小川町１５番１号
株式会社南日本総合サービス （年額）10,195,704

　本機械警備業務は、教員や学生が教育研究において夜間にも継続的に利
用しており、その出入の建物監視・防火監視について、宿日直廃止に伴い機
械警備が実施されてきたものである。
　その警備方法は、主に各玄関入口ドアに取り付けられた電気錠の自動ロッ
クをもとに、各施設に設置した送信器によって発信される異常状況を遠隔か
ら集中監視する機械警備システムとなっており、実施当初、(株)南日本総合
サービスにより設置工事がなされている。
　また、警備機器（電気錠･出入管理システム･制御盤等）及び接続する機械
警備のための送信器等のシステムは警備会社ごとに異なり、メカニカル上の
互換性はない為、この設備工事を施工した同社以外には警備業務は不可能
である。
　よって、上記の理由により㈱南日本総合サービスを契約の相手方として特
定するものとする。
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鹿児島大学事務局棟外　機械
警備業務一式

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井義美

事務局棟・保健管理センター・本部車
庫・インフォメーションセンター・総合
教育研究棟・総合研究博物館・附属
図書館・附属図書館水産学部分館・
水産学部・水産学部「船具保管庫・艇
庫・飼育準備室」・農学部高隈演習
林・農学部附属農場管理棟・農学部
附属農場唐湊果樹園研究実習棟・農
学部附属農場入来牧場管理棟・農学
部附属農場指宿植物試験場管理棟・
温室及び倉庫収納舎・教育学部附属
小学校 ・教育学部附属幼稚園・教育
学部附属中学校・教育学部附属特別
支援学校

平成29年3月29日
鹿児島市与次郎一丁目２番１号
鹿児島綜合警備保障株式会社

（年額）8,030,784

　本機械警備業務は、管理部門である事務局や一部の部局・遠隔地の防
犯・防火監視について宿日直廃止に伴い実施されてきたものである。
　その警備方法は、各出入口に設置された電気錠による自動ロックをもとに、
各出入口や窓等に設置された開閉センサー･各部屋に設置された空間セン
サー等によって発信される異常状況を遠隔から集中監視する機械警備シス
テムとなっており実施当初、鹿児島綜合警備保障株式会社により設置工事
が行われ、警備業務がなされている。
　また、警備機器（セキュリティーキーボックス）に接続する機械警備のため
の送信器等のシステムは警備会社ごとに異なり、メカニカル上の互換性はな
い。その上、新築当初より出入管理システム、照明制御、インテリジェント
カード対応機器など警備システムと連動した複雑な仕様を構築している為、
この設備工事を施工した同社以外には警備業務は不可能である。
　よって、上記の理由により鹿児島綜合警備保障株式会社を契約の相手方
として特定するものとする。

PET-CT装置保守点検請負業務

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井義美
鹿児島大学病院

平成29年3月29日
鹿児島市与次郎２－４－３５
ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社
鹿児島営業所

19,440,000

　本製品はゼネラルエレクトリック社製であり、同社製のPET-CT装置に関す
る取扱いは、GEヘルスケア・ジャパンが行っており、また国内における保守点
検業務全般を行っている。そのため、同製品の保守・修理を遂行できるの
は、同社しかいない。
  同装置の保守点検を行うには、ソフトバージョンアップ・調整等が必要であ
り、同製品に関する特別な技術及び知識が必要となるため、同社以外に本
装置の高い性能をいかんなく発揮し、最大限に環境を維持できる業者はいな
い。
　従って、契約相手方をGEヘルスケア・ジャパン株式会社に特定するもので
ある。

２０１７年版外国雑誌１２４部

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井義美
附属図書館

平成29年3月30日

熊本市中央区辛島町８番２３号
桜ビル辛島町３階
丸善雄松堂株式会社　熊本営業所

10,267,360

　本学において必要とされる外国雑誌は、人文・社会・自然科学の各分野に
わたり、その出版国も全世界に及んでいる。
　これらの外国雑誌は、研究者が最新の情報を得るための重要かつ必要不
可欠な情報源であり、継続的に収集蓄積されなければならず、未着・欠号等
の事故は、研究に多大な影響を及ぼすため決して許されないことである。
  外国雑誌は、国際的商慣習により前年中に出版社に対して予約発注するこ
とで入手可能となる。
　契約相手方を選定するにあたり、世界中の出版社との豊富な取り引き実績
を有し、また未着・欠号が発生した場合の対応及び発行遅延等の情報提供
を正確かつ迅速に行い、確実に供給することの出来る代理店間で、予約業
者の選定及び本契約時の予定価格算出の参考とするために、昨年9月に
2017年購読予定の外国雑誌を14種類のグループに分けて2016年価格（この
時点では2017年価格が不明であるため）による見積合わせを行った。
　その結果、本件については、丸善雄松堂株式会社　熊本営業所が本学に
とって最も有利な条件を提示したため、同社を2017年外国雑誌の予約発注
業者とする。
　また、刊行状況の正確な把握が困難なもの、北米や西欧以外の出版物で
あって安定供給に支障をきたすおそれがあるもの、及び納入業者が一社に
限定されるものについては見積合わせ対象外誌として取扱っているが、見積
合わせ対象外誌についても取扱い実績があり安定供給が可能なことから、
同社を当該誌予約発注業者とする。
　以上のことから、同社を契約相手方として特定するものである。



　平成２８年度　№5

随意契約に係る物品等又は役
務の名称及び数量

契約担当役の氏名及び部局の名称 随意契約を締結した日 随意契約の相手方の住所及び氏名
随意契約に係る契

約金額(円)
随意契約によることとした理由

随意契約に関する公表について

２０１７年版外国雑誌１４６部

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井義美
附属図書館

平成29年3月30日

福岡市博多区博多駅南一丁目３番
１１号ＫＤＸ博多南ビル６階
株式会社紀伊國屋書店　九州営業
部

16,880,320

　本学において必要とされる外国雑誌は、人文・社会・自然科学の各分野に
わたり、その出版国も全世界に及んでいる。
　これらの外国雑誌は、研究者が最新の情報を得るための重要かつ必要不
可欠な情報源であり、継続的に収集蓄積されなければならず、未着・欠号等
の事故は、研究に多大な影響を及ぼすため決して許されないことである。
  外国雑誌は、国際的商慣習により前年中に出版社に対して予約発注するこ
とで入手可能となる。
　契約相手方を選定するにあたり、世界中の出版社との豊富な取り引き実績
を有し、また未着・欠号が発生した場合の対応及び発行遅延等の情報提供
を正確かつ迅速に行い、確実に供給することの出来る代理店間で、予約業
者の選定及び本契約時の予定価格算出の参考とするために、昨年9月に
2017年購読予定の外国雑誌を14種類のグループに分けて2016年価格（この
時点では2017年価格が不明であるため）による見積合わせを行った。
　その結果、本件については株式会社紀伊國屋書店　九州営業部が本学に
とって最も有利な条件を提示したため、同社を2017年外国雑誌の予約発注
業者とし、契約相手方として特定するものである。

くみあい配合飼料
鹿児島黒牛一本気　１５０ｔ

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井義美
農学部・共同獣医学部等

平成29年3月30日
鹿児島県薩摩郡さつま町虎居７４５
北さつま農業協同組合

単価契約
(支出予定額）

6,642,000

　本学部附属農場入来牧場において、肉用牛を主とする畜産に関する実習
を実施するとともに、低コスト生産技術に関する研究に取り組んでおり、教育
研究に供する肉用牛を肥育している。その肉用牛の肥育に使用する配合飼
料については、機種選定書のとおり「くみあい配合飼料　鹿児島黒牛一本気」
が選定されている。
　そこで、「くみあい配合飼料　鹿児島黒牛一本気」を取り扱う業者を調査した
ところ、全国農業協同組合連合会及び鹿児島県経済農業協同組合連合会
から徴取した販売証明書のとおり北さつま農業協同組合だけであった。
　以上の理由により、北さつま農業協同組合を契約相手方として特定し、随
意契約によることとした。

平成２９年度　医療用密封線源
イリジウム１９２線源 ３７０ＧＢｑ
ＤＲＮ０７７３６　外 ３品目

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井義美
鹿児島大学病院

平成29年3月30日

東京都文京区本駒込二丁目２８番４
５号
公益社団法人日本アイソトープ協会

単価契約
(支出予定額）

16,715,808

　本物品は、国内において唯一社団法人日本アイソトープ協会が販売してお
り、他に競争の余地がない。
　よって同法人を契約の相手方として特定し随意契約とした。

平成２９年度　放射性医薬品
Ｇａ－６７ クエン酸ガリウム－Ｇ
ａ６７注射液　外 １５１品目

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
永井義美
鹿児島大学病院

平成29年3月30日

東京都文京区本駒込二丁目２８番４
５号
公益社団法人日本アイソトープ協会

単価契約
(支出予定額）

82,457,028

　本物品は、国内において唯一社団法人日本アイソトープ協会が販売してお
り、他に競争の余地がない。
　よって同法人を契約の相手方として特定し随意契約とした。



　平成２９年度　№1

随意契約に係る物品等又は役
務の名称及び数量

契約担当役の氏名及び部局の名称 随意契約を締結した日 随意契約の相手方の住所及び氏名
随意契約に係る契

約金額(円)
随意契約によることとした理由

鹿児島大学病院における悪性
腫瘍を対象とした医師主導治
験（第Ⅰ相試験）の治験準備及
び治験実施に伴う支援業務（モ
ニタリング業務、データマネジメ
ント業務）　一式

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
宮田 裕州
医歯学総合研究科

平成29年5月1日

東京都新宿区新小川町6番29号
ＥＰクルーズ株式会社

12,677,040

　大学院医歯学総合研究科における医師主導治験について、平成27～28年
度においては、イーピーエス（株）に支援業務を委託し、本治験用のシステム
を構築してきた。仮に平成29年度に委託業者が変わった場合は、同社と連携
して構築したシステムを再度見直すことになり、業務の継続性が著しく失わ
れ、スケジュールの大幅な遅延が生じることとなる。本治験を遅滞なく実施し
ていくためには、イーピーエス（株）以外の業者に委託することが不可能なた
め、同社を契約の相手方に特定するものである。

鹿児島大学附属病院における
悪性腫瘍を対象とした医師主
導治験（第Ⅰ相試験）の治験準
備及び治験実施に伴う支援業
務（統計解析業務、監査業務、
SDTM作成業務）　一式

契約担当役
国立大学法人鹿児島大学理事
宮田 裕州
医歯学総合研究科

平成29年5月1日

東京都新宿区下宮比町２番２３号
イーピーエス株式会社

18,541,170

　大学院医歯学総合研究科における医師主導治験について、同治験の支援
業務（モニタリング業務、データマネジメント業務）を業務委託するにあたり、
仮に前年度まで委託していた業者から別の業者に委託した場合、前年度ま
で業者と連携して構築したシステムを再度見直すことになり、業務の継続性
が著しく失われ、スケジュールの大幅な遅延が生じることとなる。本治験を遅
滞なく実施していくためには、前年度業務委託した業者の業務内容をそのま
ま引き継いだＥＰクルーズ株式会社以外の業者に委託することが不可能なた
め、同社を契約の相手方に特定するものである。
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