
随意契約によることとした理由

契約を締結した日 ・適用条項 備　考

・具体的な理由

・会計規程　第42条第3項第1号

・出版社直販のため。

ﾜｰｸｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ社 労務管理ｼｽﾃﾑ
一式

平成29年12月19日
株式会社ﾜｰｸｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ
東京都港区赤坂1-12-32

15,947,631

・会計規程第42条第3項第1号

・開発・製造元である株式会社ワークスアプリケーション
ズが他社を介さず直接販売しているため。

・会計規程　第42条第3項第1号

・出版社直販のため。

無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ増設業務　一式 平成30年1月16日
富士ｾﾞﾛｯｸｽ株式会社文教第一営業部
東京都港区六本木3-1-1

5,382,612

・会計規程第42条第3項第1号

・既存の学内ネットワークは富士ゼロックス株式会社に
よって導入されており、これらに関するデータは本学と
富士ゼロックス株式会社が保持するものである。他社に
本件を依頼することはデータや情報を開示することであ
り、学内ネットワーク・情報の安全性を確保することがで
きなくなる恐れがあるため。

・会計規程　第42条第3項第1号

単価契約

・会計規程　第42条第3項第1号

単価契約

医師主導治験に係るモニタリング業務
一式

平成30年3月30日
株式会社アイロム
東京都千代田区富士見2-10-2

8,008,200

・会計規程第42条第3項第1号

・本業務を細部まで熟知している唯一の機関であるた
め。

難治性小児悪性固形腫瘍患者を対象と
したオラパリブ錠の第Ⅰ相試験治験調
整事務局業務  一式

平成30年3月30日
株式会社CTD
東京都中央区築地三丁目3番2号

11,761,200

・会計規程第42条第3項第1号

・本業務を細部まで熟知している唯一の機関であるた
め。

データ関連人材育成事業運営支援業
務　一式

平成30年4月1日
株式会社シード・プランニング
東京都文京区湯島３丁目１９番１１号
湯島ファーストビル４階

14,978,520

・会計規程第42条第3項第1号

・日本製薬工業協会の医薬産業政策研究所医療ビッ
グデータ研究会においては、医薬・医療・バイオ関連企
業やヘルスケア関連企業のコンサルタントを行う企業と
して唯一オブザーバーメンバーに選ばれているため。

91,149,084

・血液製剤を供給している唯一の機関であるた
め。

国立大学法人東京医科歯科大学における随意契約（物品製造等）の公表

更新日：２０１９年２月１９日

物品等又は役務の名称及び数量 契約の相手方商号又は名称及び住所
契約金額

（単位：円）

放射性医薬品（１２０品目）の供給 平成30年3月23日
東京都文京区本駒込2-28-45
社団法人日本アイソトープ協会

ネイチャー・オンラインの利用　一
式

平成29年12月22日

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

11,751,984

UpToDate Anywhereの利用　一式 平成29年11月16日
UpToDate,Inc.
230 Third Avenue Waltham, MA
02451 USA

7,000,000

・放射性医薬品を供給している唯一の機関である
ため。

東京都江東区辰巳2-1-67
日本赤十字社関東ブロック血液セン
ター

439,178,457輸血用血液製剤（４３品目）の供給 平成30年3月23日



随意契約によることとした理由

契約を締結した日 ・適用条項 備　考

・具体的な理由

物品等又は役務の名称及び数量 契約の相手方商号又は名称及び住所
契約金額

（単位：円）

ヒトゲノム解析センター計算機システム
SHIROKANEの学術利用

平成30年4月1日
東京大学医科学研究所
東京都港区白金台4－6－1

5,220,000

・会計規程第42条第3項第1号

・昨年度から当研究のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽのﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀとして
利用しており、引き続き研究を行っていく上で
「SHIROKANE」以外のｽﾊﾟｺﾝでは研究の遂行をなし得
ないため。

慢性活動性EBウイルス感染症に対する
医師主導治験にかかる治験調整事務局
業務  一式

平成30年4月2日
株式会社CTD
東京都中央区築地三丁目3番2号

11,119,680

・会計規程第42条第3項第1号

・本業務を細部まで熟知している唯一の機関であるた
め。

GCTP基準AAVベクターの製造等業務
一式

平成30年5月14日
株式会社遺伝子治療研究所
神奈川県川崎市川崎区殿町３－２５－２
２

19,980,000

・会計規程第42条第3項第1号

・本業務は、昨年度作成したバンクを用いて業務を行
ない、業務自体に継続性を強く求められることから、昨
年度業務受託者である株式会社遺伝子治療研究所し
かなし得ないため。

・会計規程　第42条第3項第2号

平成３０事業年度の会計監査人との監
査業務　一式

平成30年7月13日
有限責任監査法人トーマツ
東京都港区港南二丁目１５番３号　品川
インターシティ

9,180,000

・会計規程第42条第3項第1号

・平成３０年６月１５日（３０受文科高第２８８号）付けで文
部科学大臣から会計監査人として選任されたため。

臨床研究に関する統計解析に伴う支援
業務  一式

平成30年8月2日
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニ
アリング
愛知県蒲郡市三谷北通6-209-1

8,164,800

・会計規程第42条第3項第1号

・本業務を細部まで熟知している唯一の機関であるた
め。

迷惑メール対策システム構築業務　一
式

平成30年8月3日
富士ゼロックス株式会社
東京都港区赤坂９丁目７番３号

9,964,296

・会計規程第42条第3項第1号

・既存の学内ネットワークは富士ゼロックス株式会社に
よって導入されており、これらに関するデータは本学と
富士ゼロックス株式会社が保持するものである。他社に
本件を依頼することはデータや情報を開示することであ
り、学内ネットワーク・情報の安全性を確保することがで
きなくなる恐れがあるため。

米国lab products社 RAIR HD Super
Mouse 750ﾗｯｸ 9列×10段 両面
77180AR 2式

平成30年8月16日
株式会社夏目製作所
東京都文京区湯島２－１８－６

6,389,280

・会計規程第42条第3項第1号

・株式会社夏目製作所が、米国lab products社の日本
における唯一の代理店であり直接販売を行っているこ
とから、契約の性質及び目的が競争を許さないため

・会計規程第42条第3項第1号
単価契約

・緊急に手術を行うために当該物品が必要である
ため。

オリンパス社製 鉗子 HICURA5GO!
プラン　外15点

平成30年10月30日

東京都新宿区西新宿３丁目２０番２
号
　
オリンパスメディカルサイエンス販
売株式会社

10,004,256

米国THORATEC社製　植込み型補助人
工心臓　HertMateⅡ　１式

平成30年6月28日
東京都渋谷区代々木２－２７－１１
ＡＳ－４ビル
株式会社エムシー

19,157,040

・製造元であるオリンパス株式会社が総代理店で
あるオリンパスメディカルサイエンス販売株式会
社を通じて本学に対して直接販売を行っているこ
とから、契約の性質及び目的が競争を許さないた
め。



随意契約によることとした理由

契約を締結した日 ・適用条項 備　考

・具体的な理由

物品等又は役務の名称及び数量 契約の相手方商号又は名称及び住所
契約金額

（単位：円）

・会計規程第42条第3項第2号

・会計規程　第42条第3項第1号

・出版社直販のため。

・会計規程　第42条第3項第1号

・出版社直販のため。

・会計規程　第42条第3項第1号

・出版社直販のため。

・会計規程　第42条第3項第1号

Springer Nature Core電子ジャーナ
ルの利用 一式

平成30年12月7日

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

17,328,400

Nature Journalsの利用　一式 平成30年12月7日

日本電子社 走査電子顕微鏡JSM-
IT100LV用EDS検出器 1台

平成30年12月12日
東京都千代田区大手町2－1－1
日本電子株式会社東京支店

6,480,000
・製造元である日本電子株式会社が他社を介せず
直接販売をしていることから契約の性質及び目的
が競争を許さないため

・緊急に手術を行うために当該物品が必要である
ため。

米国THORATEC社製　植込み型補助人
工心臓　HertMateⅡ　１式

平成30年10月31日
東京都渋谷区代々木２－２７－１１
ＡＳ－４ビル
株式会社エムシー

19,157,040

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

12,374,848

UpToDate Anywhereの利用　一式 平成30年12月19日
UpToDate,Inc.
230 Third Avenue Waltham, MA
02451 USA

8,486,400
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