国立大学法人東京医科歯科大学における随意契約（物品購入等）の公表
更新日：２０２１年３月１１日

物品等又は役務の名称及び数量

契約を締結した日

契約の相手方商号又は名称及び住所

2020年3月9日

東京都千代田区神田佐久間河岸59号地
株式会社スズケン中央支店

契約金額
（単位：円）

随意契約によることとした理由
・適用条項
・具体的な理由
・会計規程

スイス国ノバルティス社
点滴静注 1式

キムリア

東京医科歯科大学概要編集・制作業
務 一式

2020年3月16日

東京都港区虎ノ門4-3-12
株式会社日経ＢＰコンサルティング

第42条第3項第1号

34,113,655.40 ・当該物件を関東甲信越で供給している唯一
の機関であるため。
・会計規程
7,700,000

備

単価契約

第42条第3項第1号

企画競争の結果により随意契約

・会計規程

第42条第3項第1号

2020年3月20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

2020年3月18日

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

蘭国エルゼビア・ビー・ブイ社 研究
情報分析データベースSciVal®の利用
に関する契約

2020年4月1日

オランダ王国アムステルダム市ラー
ダーヴェヒ29

「歯根膜細胞シート（TWP‐0001）移
植法の安全性と有効性を検討する探
索的臨床試験」モニタリング業務外
一式

2020年4月1日

東京都港区東新橋２丁目１４番１号
DOTワールド株式会社

15,009,869 2018年度より続く治験の事務局業務であり、従来

東京都中野区東中野5-1-1
株式会社モレーンコーポレーション

・会計規程 第42条第3項第3号
・切迫したサージカルマスクの実情を鑑みた
44,000,000 とき、急速に契約をしなければ、契約する機
会を失うのは目に見えて明らかであり、競争
に付することが不利と認められるため。

東京都中野区東中野5-1-1
株式会社モレーンコーポレーション

・会計規程 第42条第3項第3号
・切迫したPPE類の実情を鑑みたとき、急速に 単価契約
75,900,000 契約をしなければ、契約する機会を失うのは
目に見えて明らかであり、競争に付すること
が不利と認められるため。

放射性医薬品（１３２品目）の供給

輸血用血液製剤（４３品目）の供給

FACEMASK 800,000枚

CPE＋Eva Protective Gown
枚

東京医科歯科大学広報誌編集・制作
業務 一式

・会計規程

9,610,360

2020年4月15日

東京都港区六本木5-10-31
株式会社文化工房

ゾルゲンスマ点滴静注 1式の供給

2020年7月28日

第42条第3項第1号

第42条第3項第1号

の業務内容を熟知していないと治験実施に支障を
きたしてしまうため

・会計規程
8,837,670

第42条第3項第1号

企画競争の結果により随意契約

・会計規程
東京都千代田区神田佐久間河岸59号地
株式会社スズケン 中央支店

単価契約

委託条件を網羅可能な唯一の機関であるため

・会計規程

2020年4月20日

単価契約

第42条第3項第1号

456,016,079 ・血液製剤を供給している唯一の機関である
ため。
・会計規程

2020年4月8日

460,000

71,148,020 ・放射性医薬品を供給している唯一の機関で
あるため。

第42条第3項第1号

167,076,800 ・当該製品を供給している唯一の機関である
ため

単価契約

考

物品等又は役務の名称及び数量

契約を締結した日

契約の相手方商号又は名称及び住所

2020年4月1日

東京都中央区築地2-7-3
株式会社ＣＴＤ

医師主導治験にかかるデータマネジ
メント業務 他 一式

2020年4月1日

東京都中央区八丁堀3-4-8
株式会社エスアールディ

医師主導治験にかかる治験調整事務
局業務 他 一式

2020年4月1日

東京都新宿区下宮比町2-23
イーピーエス株式会社

医師主導治験の付随研究に係る血液
検体を用いた遺伝子解析業務 一式

2020年4月1日

505 Penobscot Dr. Redwood City, CA
94063 USA
Guardant Health, Inc.

2020年4月1日

東京都港区赤坂1-11-44
株式会社メディサイエンスプランニン
グ

2020年8月13日

東京都文京区関口１丁目２４番８号
ラトックシステムエンジニアリング株
式会社

2020年9月2日

東京都千代田区大手町２丁目１番１号
日本電子株式会社東京支店

治験調整事務局業務

一式

医師主導治験にかかる支援業務
式

一

ラトックシステムエンジニアリング
社 マイクロＣＴ画像解析ＰＣ端末
１式 外１点

契約金額
（単位：円）

随意契約によることとした理由
・適用条項
・具体的な理由

・会計規程 第42条第3項第1号
12,932,480 ･治験実施計画書に記載されており、他の業者が

受注した場合、実施計画の変更が生じ、治験の実
施に支障を来すため。

・会計規程 第42条第3項第1号
5,510,780 ･治験実施計画書に記載されており、他の業者が

受注した場合、実施計画の変更が生じ、治験の実
施に支障を来すため。

・会計規程 第42条第3項第1号
32,358,700 ･治験実施計画書に記載されており、他の業者が

受注した場合、実施計画の変更が生じ、治験の実
施に支障を来すため。

・会計規程 第42条第3項第1号
11,933,460 ･臨床研究実施計画書に記載されており、他の業 単価契約
者が受注した場合、実施計画の変更が生じ、臨床
研究の実施に支障を来すため。

・会計規程

連続切片自動観察シス

・会計規程
7,458,000

9,350,000

2019年10月18日

東京都大田区東糀谷３－１３－７
株式会社トーショー

米国アビオメッド社 IMPELLA 制御
装置（初回導入セット） 1式

2019年10月28日

東京都中央区日本橋室町２－２－１
日本アビオメッド株式会社

7,590,000

パラマウントベッド社 Ｉ.Ｃ.Ｕ.
ベッド（計量法検定付） KA-8950A
３台

2019年11月13日

東京都江東区東砂２丁目１４番５号
パラマウントベッド株式会社

13,638,900

パラマウントベッド社
トコントロールベッド
２台外１点

2019年12月3日

東京都江東区東砂２丁目１４番５号
パラマウントベッド株式会社

13,374,900

2019年12月23日

東京都江東区東砂２丁目１４番５号
パラマウントベッド株式会社

9,092,600

2020年1月8日

東京都江東区東砂２丁目１４番５号
パラマウントベッド株式会社

8,631,360

14,960,000

パラマウントベッド社 Ｉ.Ｃ.Ｕ.
ベッド（計量法検定付） KA-8950A
２台
パラマウントベッド社
トコントロールベッド
３０台外１点

電動リモー
KA-75120A

第42条第3項第1号

製造メーカーからの直接販売品であるため

第42条第3項第1号

製造メーカーからの直接販売品であるため

・会計規程

電動リモー
KA-H7410A

第42条第3項第1号

製造メーカーからの直接販売品であるため

・会計規程
トーショー社 調剤支援システム
ハードウェア更新 一式

第42条第3項第1号

24,911,480 ･治験実施計画書に記載されており、他の業者が
受注した場合、実施計画の変更が生じ、治験の実
施に支障を来すため。

・会計規程
日本電子社
テム 一式

備

第42条第3項第1号

製造メーカーからの直接販売品であるため

・会計規程

第42条第3項第1号

製造メーカーからの直接販売品であるため

・会計規程

第42条第3項第1号

製造メーカーからの直接販売品であるため

・会計規程

第42条第3項第1号

製造メーカーからの直接販売品であるため

・会計規程

第42条第3項第1号

製造メーカーからの直接販売品であるため

考

物品等又は役務の名称及び数量

契約を締結した日

契約の相手方商号又は名称及び住所

オリンパス社 気管支内視鏡システ
ム EVIS LUCERA ELITE 一式

2020年3月3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

高気圧酸素治療装置点検整備

一式

2020年3月9日

東京都江東区亀戸1-43-1
株式会社中村鐵工所

オリンパス社 上部消化管汎用ビデ
オスコープ GIF-1200N ２本

2020年3月23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

仏国エア・リキードメディカルシス
テムズ社 ベンチレータ MONNAL
T60 ５台

2020年3月24日

埼玉県越谷市流通団地三丁目３番１２
号
アイ・エム・アイ株式会社

2020年4月診療報酬改定対応作業（オ
ンライン対応）一式

2020年3月6日

富士通株式会社 東日本営業本部
ルスケア第一統括部

契約金額
（単位：円）

6,242,000

随意契約によることとした理由
・適用条項
・具体的な理由
・会計規程 第42条第3項第1号
製造メーカーからの直接販売品であるため

・会計規程

仏国エア・リキードメディカルシス
テムズ社 ベンチレータ MONNAL
T60 １５台

2020年3月26日

アイ・エム・アイ株式会社

2020年4月診療報酬改定対応作業
（バッチ対応）一式

2020年3月27日

富士通株式会社 東日本営業本部
ルスケア第一統括部

メトラン社 人工呼吸器
MV20 100台

日本光電工業社
TG980P P910A

Eliciae

CO2センサキット

独国ドレーゲルメディカル社 人工
呼吸器 Evita Infinity V300 5式

独国ドレーゲルメディカル社 人工
呼吸器 Evita Infinity V300 7式

独国ドレーゲルメディカル社
呼吸器 Savina300 3式

人工

2020年4月2日

2020年4月3日

2020年4月6日

2020年5月15日

2020年5月20日

第42条第3項第1号

6,820,000 装置の製造元であり、保守等サービスを行っ
ている同社でしかなし得ないため

ヘ

・会計規程
7,016,000

第42条第3項第1号

製造メーカーからの直接販売品であるため

・会計規程 第42条第3項第3号
・切迫した医療機器の実情を鑑みたとき、急
22,000,000 速に契約をしなければ、契約する機会を失う
のは目に見えて明らかであり、競争に付する
ことが不利と認められるため。
・会計規程 第42条第3項第1号
9,883,500 システム開発メーカーによるプログラム変更等で
あるため

・会計規程 第42条第3項第3号
・切迫した医療機器の実情を鑑みたとき、急
66,000,000 速に契約をしなければ、契約する機会を失う
のは目に見えて明らかであり、競争に付する
ことが不利と認められるため。
・会計規程 第42条第3項第1号
ヘ

8,125,700 システム開発メーカーによるプログラム変更等で
あるため

株式会社メトラン

・会計規程 第42条第3項第3号
・切迫した医療機器の実情を鑑みたとき、急
55,000,000 速に契約をしなければ、契約する機会を失う
のは目に見えて明らかであり、競争に付する
ことが不利と認められるため。

日本光電工業株式会社東京支社

・会計規程 第42条第3項第3号
・切迫した医療機器の実情を鑑みたとき、急
16,500,000 速に契約をしなければ、契約する機会を失う
のは目に見えて明らかであり、競争に付する
ことが不利と認められるため。

株式会社イノメディックス

・会計規程 第42条第3項第3号
・切迫した医療機器の実情を鑑みたとき、急
31,350,000 速に契約をしなければ、契約する機会を失う
のは目に見えて明らかであり、競争に付する
ことが不利と認められるため。

株式会社イノメディックス

・会計規程 第42条第3項第3号
・切迫した医療機器の実情を鑑みたとき、急
43,120,000 速に契約をしなければ、契約する機会を失う
のは目に見えて明らかであり、競争に付する
ことが不利と認められるため。

株式会社イノメディックス

・会計規程 第42条第3項第3号
・切迫した医療機器の実情を鑑みたとき、急
11,385,000 速に契約をしなければ、契約する機会を失う
のは目に見えて明らかであり、競争に付する
ことが不利と認められるため。

備

考

物品等又は役務の名称及び数量

アクティオ社
式の賃借料

仮設陰圧ハウス

一

契約を締結した日

契約の相手方商号又は名称及び住所

2020年6月11日

株式会社アクティオ

仮設陰圧ハウス搬入設置に要する業
務 一式

2020年6月15日

株式会社アクティオ

新型コロナウイルス感染症病床再編
に伴うシステム変更作業 一式

2020年6月18日

契約金額
（単位：円）

8,210,400

随意契約によることとした理由
・適用条項
・具体的な理由
・会計規程 第42条第3項第1号
製造メーカーからの直接賃借であるため

・会計規程
め

・会計規程
富士通株式会社東日本ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部

・会計規程
2020年7月1日

ゾルゲンスマ点滴静注 1式の供給

2020年12月1日

東京都千代田区神田佐久間河岸59号地
株式会社スズケン 中央支店

Nature Journalsの利用

2020年12月7日

一式

65,670,000

UpToDate Anywhereの利用

一式

米国モレキュラーデバイス社 ラベル
フリー細胞増殖解析プレートイメー
ジャー CloneSelect Imager システ
ム S/N:CSI8058 1式

2020年12月28日

Springer Nature Customer Service
Center GmbH
Tiergartenstrasse 15-17, 69121
Heidelberg, Germany
UpToDate,Inc.
230 Third Avenue Waltham, MA 02451
USA

株式会社バイオテック・ラボ

・会計規程
13,682,251

・会計規程
9,221,746

東京医科歯科大学公式ウェブサイト
制作業務 一式

第42条第3項第1号

7,213,250 製造メーカーから新古品の販売を委任された代理
店であるため

2020年4月1日

2020年6月4日

株式会社シード・プランニング
東京都文京区湯島３－１９－１１湯島
ファーストビル４階

東京都新宿区神楽河岸１丁目１番
株式会社ディバータ

2020年7月22日

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号
丸の内二重橋ビルディング
有限責任監査法人トーマツ

2020年10月19日

東京都港区新橋５丁目１１番３号
メディアサイト株式会社

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
14,730,672 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。
・会計規程
14,857,700

9,350,000

第42条第3項第1号

・企画競争の結果により随意契約

第42条第3項第1号

・２０２０年６月１２日（２受文科高第３２
２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
・会計規程

メディアサイト社 授業収録配信シ
ステム MVP Server license MSLEXS-STE 一式

第42条第3項第1号

・出版社直販のため。

・会計規程
２０２０事業年度の会計監査人との
監査業務 一式

第42条第3項第1号

・出版社直販のため。

・会計規程
データ関連人材育成事業運営支援業
務 一式

第42条第3項第1号

166,911,800 ・当該製品を供給している唯一の機関である
ため

・会計規程
2020年12月25日

第42条第3項第1号

製造メーカーからの直接販売品であるため

・会計規程

一式

第42条第3項第1号

5,500,000 システム開発メーカーによるプログラム変更等で
あるため

技研興業株式会社テクノシールド事業
本部

プレハブCT装置

第42条第3項第1号

14,542,000 製造メーカーによる搬入・据付調整業務であるた

第42条第3項第1号

5,612,720 ・当該製品を供給している唯一の販売店であ
るため

【備考】
・公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に「契約単価に予定調達数量を乗じた額」を記載するとともに、備考欄に「単価契約」と記載する。

備

考

