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平成30年度診療報酬改定に伴
うシステム改造費

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成30年4月13日
鹿児島市山之口町２－３０
日本電気株式会社鹿児島支店

9,983,563

　本契約は、平成３０年度法令改正に伴う医事システムの変更であり、平成３
０年度診療分に対する医事データの稼働に向けて、法令改正の情報を総合
病院情報システムに取り込み更新するものである。
　この法令改正のデータ更新にあたっては、総合病院情報システムの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、総合病院情報システムの著作権は、開発
メーカーの日本電気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。
　以上により、本件を実施できる業者は、日本電気株式会社鹿児島支店のみ
であるので同社を契約の相手方として特定する。

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）

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30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

単価契約
（支出予定金額）
8,665,920円

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（統計解析業務業務、SDTM
作成業務、総括報告書(案)作
成支援業務）

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30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

単価契約
（支出予定金額）
8,371,890円

随意契約に関する公表について

　大学院医歯学総合研究科遺伝子治療・再生医学分野が開発した癌治療の
遺伝子・ウイルス医薬に係る医師主導治験を進めていくために、国立研究開
発法人日本医療研究開発機構委託研究開発（AMED）により、平成27年度よ
り、第Ⅰ相試験における研究開発を進めてきたところである。
　平成30年度中には第Ⅰ相試験を終了する計画であり、事業の計画に則り、
かつIRB承認と治験届の内容に従い、癌患者への医師主導治験を遅滞なく進
めるためには引き続き、モニタリング業務、データマネジメント業務、統計解
析業務、監査業務、SDTM作成業務等を専門の医薬品開発業務受託機関
（CRO）に委託し、本治験を遅滞なく実施していくことが必要である。
　平成27～28年度においては、イーピーエス株式会社に上記CRO業務を委
託し、本治験用のシステムを構築し、業務を進め、平成29年度においては、
同社のグループ会社の業務再編により、モニタリング業務、データマネジメン
ト業務については、同じグループ会社で業務を引き継いだEPクルーズ株式会
社、統計解析業務、監査業務、SDTM作成業務、総括報告書作成支援業務
についてはイーピーエス株式会社に業務を委託し、本治験を実施し、業務を
進めてきた。
　平成30年度の業務委託にあたり、仮に今までと別の業者に委託した場合
は、平成27～29年度において業務委託していたイーピーエス株式会社及び
EPクルーズ株式会社と連携して構築し、運用していたシステム等を再度見直
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、統計解析業務、SDTM作成業務、
総括報告書作成支援業務については、イーピーエス株式会社、また、モニタ
リング業務、データマネジメント業務についてはEPクルーズ株式会社以外の
業者に業務委託することが不可能なため、両社をそれぞれの業務における
契約の相手方に特定するものである。
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GTEC Academic請負業務
国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
共通教育センター

平成30年5月24日
東京都新宿区西新宿二丁目１番１
号
株式会社ベネッセi-キャリア

契約単価
1,646円/回(LR)
5,800円/回(LRWS)
（支出予定金額）
16,824,100円

　共通教育センターでは、鹿児島大学共通教育改革計画書及び文部科学省
通知「英語力評価及び入学者選抜における資格・検定試験の活用促進につ
いて」に基づき、新共通教育課程の英語教育における外部試験としてGTEC
CTE(Global Test of Communication College Test Edition)LR(２技能)を採用す
ることを平成２７年９月２５日開催の教育センター会議にて決定した。後に、平
成30年度からGTEC Academic（前期：2技能，後期：4技能）を採用することを
平成30年5月7日開催の外国語教育部門会議で決定した。
  本試験の販売権限は、株式会社ベネッセコーポレーションから日本唯一の
販売代理店として、株式会社ベネッセi-キャリアに委託されているため、他社
の業務履行は不可能である。
　以上により、GTEC Academicについては、同社以外に取り扱える業者がな
いため、株式会社ベネッセi-キャリアを契約相手方として特定するものであ
る。

がん遺伝子データ解析サービ
スに関する業務委託契約

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成30年5月30日
東京都港区浜松町二丁目４番１号
三菱スペース・ソフトウエア株式会
社

単価契約
（支出予定金額）
9,549,360円

　鹿児島大学病院は現在「がんゲノム医療」整備を進めており、その一環とし
てのがん遺伝子検査導入において、がん遺伝子解析に精通し、チーム医療
カンファレンスにおいてもデータ解析結果について的確にコメントできる高度
な専門知識を有する業者へのデータ解析業務委託が必要となった。
　委託にあたっては、検査によって得られた結果が診療行為に重大な影響を
与えることを十分に考慮しなければならず、また、設備・検査方法等の違いか
ら異なった検査結果が報告される場合があることも十分踏まえる必要がある
ことから、高度な専門知識や実績及び資格を有する業者への委託が必要で
ある。
　上記を踏まえて調査を行ったところ、本学の要件をすべて満たすものは三
菱スペース・ソフトウェア株式会社のみであったことから、同社を契約相手方
として特定するものである。

医用画像情報システム保守
国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成30年7月30日

福岡市博多区博多駅前４－１３－１
９
富士フイルムメディカル株式会社
九州地区営業本部

25,777,440

　本製品は富士フイルムメディカル株式会社製であり、同社製の医用画像情
報システムに関する取扱いは、富士フイルムメディカル(株)が行っており、ま
た国内における保守点検業務全般も行っている。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 富士フイルムメディカル株式会社九州地区営業本部
に特定するものである。

再生医療等製品　テムセルＨＳ
注１０．８ＭＬ入り　１バッグ

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成30年7月31日
鹿児島市西別府町２９４１－１７
株式会社アトル鹿児島営業部

契約単価
863,676円/個
（支出予定金額）
13,818,816円

　液体窒素（気相中）における特殊物流システムによる配送･保管する製品の
ため、株式会社アトルのみが物品供給可能である。

平成30年度特定保険医療材料
INEトランスデューサーアレイ

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成30年7月31日
東京都千代田区丸の内　１－９－１
グラントウキョウノースタワー３６階
ノボキュア株式会社

契約単価
34,884円/個
（支出予定金額）
11,162,880円

　ノボキュア株式会社のINEトランスデューサーアレイは、製造元である同社
が直接販売を行っている。
　以上により、本件においてはノボキュア株式会社以外に競争を許さないた
め、同社を契約の相手方に特定するものである。
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画像診断装置の保守点検請負
業務

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成30年9月27日
鹿児島市住吉町１２番１１号
シーメンスヘルスケア株式会社
南九州営業所

16,200,000

　本製品は独国シーメンス社製であり、同社製の画像診断装置に関する取扱
いは、シーメンスヘルスケア株式会社が日本国内における独占販売権を唯一
委託されている。また、鹿児島県内においては、同社南九州営業所が担当を
している。
  本製品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、販売からアフターサービスまで万全の体制を整えている
シーメンスヘルスケア株式会社南九州営業所 以外には、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 シーメンスヘルスケア株式会社南九州営業所 に特
定するものである。

Inscopix社nVista 3.0 Imaging
System for Rodents

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30年10月26日
2462 Embarcadero Way, Palo Alto,
CA 94303, USA
Inscopix, Inc

86,500US$

 本製品は、小型の顕微鏡を自由行動下のマウスまたはラットなどの小型
げっ歯類に設置し、大脳より数百個以上の神経細胞活動を同時に記録し、動
物の行動と神経活動の相関解析を行うものである。
 当研究実施に必要な仕様・性能をすべて満たす機種は選定機種Inscopix社
nVista 3.0 Imaging Systems for Rodentsのみであったが、当製品およびソフト
ウェアは海外メーカーであるInscopix社が世界で唯一の供給元であり、販売
代理店を介さずに直接販売する権限をもっており、また、日本に代理店もな
く、当機器を製造元以外の者から調達した場合、製造元の保証が受けられず
機器の性能を損なう恐れがあるため、契約の性質又は目的が競争を許さな
いことから、当社を契約の相手方に特定するものである。

独国シーメンス社製超音波診
断装置保守点検請負業務

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成30年10月30日
鹿児島市住吉町１２番１１号
シーメンスヘルスケア株式会社
南九州営業所

9,990,000

　上記製品は独国シーメンス社製であり、同社製の超音波診断装置に関する
取扱いは、シーメンスヘルスケア株式会社が、国内における独占販売権を、
独国シーメンス社から子会社として唯一委託されており、同製品の保守・修理
を遂行できるのは、同社しかいない。また、鹿児島県内においては、同社南
九州営業所が担当をしている。
  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、販売からアフターサービスまで万全の体制を整えている
シーメンスヘルスケア株式会社南九州営業所以外には、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、同社を契約の相手方に特定するものである。

P-97113v02 Kagoshima
University Two Years Stability
Study for Drug Product
(MM230-15004)

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30年11月1日 米国 BioReliance 242,040US$

　大学院医歯学総合研究科遺伝子治療・再生医学分野においては、平成27
年度から国立研究開発法人日本医療研究開発機構委託研究開発（AMED）
の委託事業に採択され、開発した癌治療の遺伝子・ウイルス医薬Surv.m-
CRA-1（治験薬）について、First-in-human（患者さんに世界で初めて投与）を
実現する医師主導治験を実施している。
　この治験薬の品質、投薬可能期間等は、安定性試験の実施結果により保
証されるものであるが、現在、最後に実施した安定性試験で保証される期間
(21ヶ月後)を経過したため、治験(投薬)を一時中断している。治験を再開し、
計画どおりに進行するには、安定性試験を急ぎ実施する必要があるため、本
業務を委託するものである。
　本業務は、治験薬の開発試験、製造を委託した現Merckグループ(傘下の
SAFC社、BioReliance社)しか行うことができず、又、安定性試験を同一条件
化で実施するために他者に委託することは許されない。今回は、BioReliance
社が請負い安定性試験を実施可能であったため、同社を契約相手方として
特定するものである。
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電子ジャーナルSpringerLinkの
利用

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
附属図書館

平成30年12月10日

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

15,657,222

　SpringerLinkは、Springer Nature 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30年において
は、1,587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。
　以上の理由によりSpringer Nature Customer Service Center GmbH社を契
約相手方として特定するものである。

Scopus の利用
国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
附属図書館

平成31年2月8日
オランダ王国アムステルダム市ラー
ダヴェヒ29
エルゼビア・ビー・ブイ

8,308,590

　Scopusは、エルゼビア・ビー・ブイが提供する抄録・引用文献データベース
である。
　全分野（科学・技術・医学・社会科学・人文科学）、世界5,000社以上の出版
社、逐次刊行物22,800タイトル、会議録100,000イベント、書籍170,000タイトル
からの7,200万件の文献を収録しており、幅広い文献検索が可能である。
　Scopusの提供については、同社が直接販売をしており、他社での取扱いは
できない。
　以上の理由によりエルゼビア・ビー・ブイを契約相手方として特定するもの
である。

電子ジャーナルScienceDirect
の利用

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
附属図書館

平成31年2月8日
オランダ王国アムステルダム市ラー
ダヴェヒ29
エルゼビア・ビー・ブイ

91,000,066

　ScienceDirectは、エルゼビア・ビー・ブイが提供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、2019年においては、約2,300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。
　ScienceDirect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。
　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。
　以上の理由により、同社を契約の相手方として特定した。

元号改定に伴うシステム改造
費

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成31年2月20日
鹿児島市山之口町２－３０
日本電気株式会社鹿児島支店

9,936,000

　本契約は、元号改定に伴う医療情報システムの変更であり、元号改定の情
報を総合病院情報システムに取り込み更新するものである。
　この元号改定のデータ更新にあたっては、総合病院情報システム及びデー
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、総合病院情報システムの著作権は、開発メー
カーの日本電気株式会社が有しており、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。
　以上により、本件を実施できる業者は、日本電気株式会社鹿児島支店のみ
であるので同社を契約の相手方として特定する。
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1ｍ光・赤外線望遠鏡落雷修繕
国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
理学部

平成31年2月28日
京都市南区上鳥羽尻切町１０－３
株式会社西村製作所

5,610,114

　上記物品は、株式会社西村製作所が制作したものであり、設計や製作、組
立てに関する資料は株式会社西村製作所のみが所有している。また、本学
が要望した仕様に基づいて独自の技術により設計・製作した製品であり、他
社による完全な修繕は不可能である。
　以上の理由により、同社を契約の相手方として特定する。

倫理審査申請システム
国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成31年3月8日
東京都千代田区岩本町２－８－１２
NKビル９階
株式会社　ビッグバン

5,702,400

　本学では、2019年2月より株式会社ビッグバンによって開発された倫理審査
申請システムを導入している。
  本システムには、審査資料の電子化という機能がある。これらは倫理審査
申請業務にとって必須であるが、現在まだ十分な機能が備わっていないた
め、多くの時間と人件費が費やされている。今回、倫理審査の効率化と時間
外労働の削減を目的に、「特定臨床研究の対応」のカスタマイズを行い、審査
資料の電子化を可能とする。
  本改修業務を倫理審査申請システムの内部データ構築に精通した業者以
外が受託した場合には、受託業務の遂行に先立ってシステムの仕様やプロ
グラム等、根本からの解析が必要となる。しかしながら企業の秘匿性の高い
独自技術による部分が非常に大きいため、事実上不可能である。
  さらに本システムは、倫理審査委員会への審査の申請及び審査フローにお
いて極めて重要であるため、システムに障害が発生した場合は早期の復旧
対応が必須となる。迅速な障害対応や各種問合せ対応、システム保守業務
を行うためには、システムの内部構造に精通していることが必須であり、加え
て、システムの機器構成、処理手法や業務運用、国による臨床研究に関する
指針・法を熟知した業者である必要がある。
　株式会社ビッグバンは、倫理審査申請システムの開発業者であることか
ら、ソフト・ハード全般のシステム内容に精通しているとともに、業務処理手法
についても熟知しており、上述の諸要件を満たす唯一の業者である。
  したがって、倫理審査に関わる業務の信頼性・適正確保の観点及び、倫理
審査システムの安定的かつ円滑な運用を図る観点から、株式会社ビッグバン
を契約の相手方として特定するものである。

独国シーメンス社製　画像診断
装置の保守点検請負業務

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成31年3月11日
鹿児島市住吉町１２番１１号
シーメンスヘルスケア株式会社

426,600,000

　本製品は独国シーメンス社製であり、同社製の画像診断装置に関する取扱
いは、シーメンスヘルスケア株式会社が、国内における独占販売権を、独国
シーメンス社から子会社として唯一委託されており、同製品の保守・修理を遂
行できるのは、同社しかいない。 また、鹿児島県内においては、同社南九州
営業所が担当をしている。
  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、販売からアフターサービスまで万全の体制を整えている
シーメンスヘルスケア株式会社南九州営業所 以外には、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 シーメンスヘルスケア株式会社南九州営業所 に特
定するものである。
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財務会計システム保守業務
国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
事務局

平成31年3月13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

10,856,400

　本学の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。

鹿児島大学機械警備業務
国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
法文学部　他

平成31年3月20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

13,253,664

　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、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。
　以上の理由により、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。

Surv.m-CRA-1のサンプル保管
業務委託

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31年3月22日
シグマアルドリッチジャパン合同会
社

6,308,453

　大学院医歯学総合研究科遺伝子治療・再生医学分野においては、平成27
年度から国立研究開発法人日本医療研究開発機構委託研究開発（AMED）
の委託事業に採択され、独自開発した癌治療の遺伝子・ウイルス医薬
Surv.m-CRA-1（治験薬）について、First-in-human（患者さんに世界で初めて
投与）を実現する医師主導治験を実施している。
　この治験薬は平成24-26年度厚生労働科学研究等において非臨床研究を
進めており、平成28年度までの開発試験、製造等は、旧シグマアルドリッチ傘
下(現在は買収によりメルク傘下)シグマアルドリッチジャパン合同会社を契約
相手方とし、同グループ傘下のSAFC社、BioReliance社を実施施設として委
託していたものである。
　本業務は、SAFC社が過去の委託契約時より保持している本学所有の
Surv.m-CRA-1のマスターウイルス等の継続的な凍結保管を委託するもので
あり、過去のSAFC社とのMasterAgreement(正確には、直接の委託先である
シグマアルドリッチジャパン合同会社と、SAFCとの間のAgreement)の下で保
管を継続する必要があるため、シグマアルドリッチジャパン合同会社しか行う
ことができず、同社を契約相手方として特定するものである。
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Contract No：122949　Envigo
Ref：LR79XJ
Development of an
immunoassay method for anti-
drug antibody assay

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31年3月22日 英国Envigo 42,649英ポンド

Contract No：123143　Envigo
Ref：GC39NT
Validation of a qPCR method

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31年3月22日 英国Envigo 49,620英ポンド

鹿児島大学事務局棟外　機械
警備業務

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
事務局　他

平成31年3月25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

8,332,476

　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・
防火監視について継続的に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、導
入当初、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、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。

平成31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42品目

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成31年3月27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
（支出予定金額）
269,294,931円

　鹿児島県内において、血液製剤の保有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。

　大学院医歯学総合研究科遺伝子治療・再生医学分野においては、平成27
年度から国立研究開発法人日本医療研究開発機構委託研究開発（AMED）
の委託事業に採択され、開発した癌治療の遺伝子・ウイルス医薬Surv.m-
CRA-1（治験薬）について、First-in-human（患者さんに世界で初めて投与）を
実現する医師主導治験を実施しており、現在この治験と並行して第二弾薬の
Surv.m-CRA-2 の非臨床開発を進めているところである。
　本契約は、Surv.m-CRA-2非臨床開発試験の一つとしてGLP試験(動物実
験)を今後実施するための基本契約であるが、Surv.m-CRA-1における同試
験は、Envigo社(当時は会社統合前のHuntingdon Lifescience社)のみが受託
可能であり同社に委託しているが、これは現在でも変わりない状況のため
Envigo社しか委託先が無く、Surv.m-CRA-1で得られた成果を適用し、費用面
も含め効率的に試験･研究を進められる点においてもEnvigo社のほかに委託
先はない。
　そのため、Envigo社を契約相手方として本基本契約を締結し、これに引き続
き実施する計画である具体的な試験についても、Envigo社と契約･発注するも
のである。
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放射線治療システム保守点検
請負業務

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成31年3月28日
東京都中央区日本橋兜町５番１号
株式会社バリアンメディカルシステ
ムズ

146,124,000

　上記製品は米国バリアン社製であり、同社製の放射線治療装置に関する
取扱いは、株式会社バリアンメディカルシステムズが国内における独占販売
権を米国バリアン社から唯一委託されており、同製品の保守・修理を遂行で
きるのは同社しかいない。また、ブレインラボ社製の患者位置決め装置及び
定位放射線治療計画装置の保守についても、鹿児島県内における唯一の保
守販売代理店である株式会社バリアンメディカルシステムズが行っており、保
守・修理を遂行できるのは同社しかいない。
　従って、契約相手方を株式会社バリアンメディカルシステムズに特定するも
のである。

再発・再燃成人Ｔ細胞白血病・
リンパ腫に対するニボルマブの
第Ⅱ相医師主導治験に係る支
援業務

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成31年3月28日
東京都港区赤坂一丁目１１番４４号
株式会社メディサイエンスプラニン
グ

単価契約
（支出予定金額）
18,118,944円

　鹿児島大学医歯学総合研究科血液・免疫疾患研究分野においては、未だ
に難治性疾患である成人T細胞リンパ腫・白血病（ATL）の治療成績改善のた
めに、免疫チェックポイント阻害剤ニボルマブによる抗腫瘍免疫応答の回復
が新たな治療戦略のブレイクスルーとなることを期待し、再発・難治ATL患者
を対象として医師主導治験を実施している。
　本治験を実施していくにあたり、平成31年度においては、平成27年度から平
成30年度に引き続き、GCP（医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令）
に準拠した質の高い臨床試験の実施のためのモニタリング、監査等を行う必
要があるが、これらの業務は本学内で実施を行うことは不可能であり、平成
27年度から平成30年度と同様、適切なCRO（医薬品開発業務受託機関）に委
託し、連携をとりながら、本治験等を円滑に行っていく必要がある。
　本業務の委託先について、平成27年度から平成30年度においては、モニタ
リング業務及びデータマネジメント業務等を（株）メディサイエンスプラニングに
委託し、試験開始に向けての準備を行い、試験を実施してきた。仮に平成31
年度に同社以外の業者に委託した場合、本学及び他実施施設等の担当者と
の間で構築した種々の業務の再構築の必要が生じ、業務の継続性が著しく
失われ、試験の実施計画が大幅に遅れることとなる。
　本治験を遅滞なく実施していくためには、（株）メディサイエンスプラニング以
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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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

2019年版外国雑誌121部
国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
附属図書館

平成31年3月29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

17,780,210

　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2019
年購読予定の外国雑誌を13種類のグループに分けて2018年価格（この時点
では2019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2019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。

2019年版外国雑誌86部
国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
附属図書館

平成31年3月29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

12,117,640

 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2019
年購読予定の外国雑誌を13種類のグループに分けて2018年価格（この時点
では2019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2019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。

X線CT組合せ型ポジトロンCT
装置保守請負業務

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成31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

221,616,000

　上記製品はゼネラルエレクトリック社製であり、同社製のX線CT組合せ型ポ
ジトロン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。



　平成３０年度　№10

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

平成31年度放射性医薬品
Ga-67　クエン酸ガリウム　外
146品目

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成31年3月29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
（支出予定金額）
88,357,176円

平成31年度　医療用密封線源
イリジウム192線源370ＧＢｑ Ｄ
ＲＮ07736　外 4品目

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成31年3月29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
（支出予定金額）
14,512,716円

平成31年度特定保険医療材料
　INEトランスデューサーアレイ
INE9000　外1件

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成31年3月29日
東京都千代田区丸の内１－９－１
グラントウキョウノースタワー３６階
ノボキュア株式会社

単価契約
34,884円/個
（支出予定金額）
13,953,600円

　ノボキュア株式会社のINEトランスデューサーアレイは、製造元である同社
が直接販売を行っている。
　よって、本件においてはノボキュア株式会社以外に競争を許さないため、同
社を契約の相手方に特定するものである。

平成31年度在宅・院内医療機
器　賃貸借契約　酸素濃縮装
置　ハイサンソ 2U　外19品目
うち2品目

国立大学法人鹿児島大学
理事　宮田　裕州
鹿児島大学病院

平成31年3月29日
東京都千代田区霞が関三丁目２番
１号
帝人在宅医療株式会社

単価契約
38,286円/個
（支出予定金額）
15,467,544円

　帝人ファーマ株式会社製の機種及び帝人ファーマ株式会社が販売元となっ
ている機種については、帝人在宅医療株式会社が唯一の代理店となってい
る。
　よって、本件においては帝人在宅医療株式会社以外に競争を許さないた
め、同社を契約の相手方に特定するものである。

　本物品は、取扱業者を調査したところ、公益社団法人日本アイソトープ協会
が日本国内における唯一の販売機関であった。
　よって、他に取扱業者がなく競争を許さないため、公益社団法人日本アイソ
トープ協会を契約の相手方に特定するものである。



　平成３１年度　№1

随意契約に係る物品等又は役
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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

くみあい配合飼料　鹿児島黒牛
一本気

国立大学法人鹿児島大学
理事　山木　宏明
農学部・共同獣医学部

平成31年4月1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

契約単価
48,006円/t

（支出予定金額）
7,509,383円

　農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。

随意契約に関する公表について


