
所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

米国サーモフィッシャーサイエン
ティフィック社製　レブコ超低温
槽　ＲＤＥ６００８６ＦＤＫ　他　一式

医科学研究所　事務部長 松井正一
東京都文京区本郷３丁目２１番２
号

（株）シマダ器械 R3.3.1 公開見積合せ 5,687,000円

アルコン社製　白内障手術装置
センチュリオンビジョンシステム
一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都台東区台東四丁目26番1
号

株式会社マスダ R3.3.1 公開見積合せ 6,941,000円

高柳研究室における骨免疫学研
究に関する実験動物飼育管理
業務

大学院医学系研究科・事務長 矢作　直之 東京都目黒区東山1丁目2番7号 （株）ジェー・エー・シー R3.3.4 公開見積合せ 6,006,000円

英国Ｇｌｏｂａｌ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ
Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ社製
ＡＫＴＡ　ｐｕｒｅ　２５　Ｍ１　Ｓｙｓｔｅ
ｍ　一式

医科学研究所　事務部長 松井正一
東京都豊島区巣鴨一丁目３番６
号

東京サイエンス（株） R3.3.4 公開見積合せ 6,985,000円

日本メドトロニック社　NIM　Vital
一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都文京区本郷三丁目６番１
号

株式会社フジタ医科器械 R3.3.5 公開見積合せ 5,820,650円

全自動試料保管搬送システム
一式

本部　財務部長 平野　浩之
福岡県福岡市東区二又瀬１番１
７号

株式会社TCK R3.3.5 一般競争 23,243,000円

高エネルギーフェムト秒パルス
レーザー　一式

本部　財務部長 平野　浩之
埼玉県さいたま市南区南浦和一
丁目２番１７号

フォトテクニカ株式会社 R3.3.5 一般競争 30,242,300円

高強度フェムト秒レーザー装置
一式

本部　財務部長 平野　浩之
埼玉県さいたま市南区南浦和一
丁目２番１７号

フォトテクニカ株式会社 R3.3.5 一般競争 98,978,000円

患者情報管理システム保守　一
式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都文京区小石川四丁目１７
番１５号

株式会社イノメディックス R3.3.8 公開見積合せ 9,000,000円

海半球観測研究センター研究資
源の管理・保守　一式

地震研究所　事務長 吉澤　邦夫 東京都武蔵村山市榎3-25-1 有限会社テラテクニカ R3.3.8 随意契約 11,748,000円
東京大学契約事務取扱規
程第32条第1項第一号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

高速液体クロマトグラフィー高分
解能型質量分析装置　一式

本部　財務部長 平野　浩之
千葉県千葉市中央区末広三丁
目１２番６号

株式会社薬研社 R3.3.8 一般競争 29,975,000円

高エネルギー超短パルスYb再生
増幅器 一式

本部　財務部長 平野　浩之
埼玉県さいたま市南区南浦和一
丁目２番１７号

フォトテクニカ株式会社 R3.3.8 一般競争 30,242,300円

ＨＰＣＩ共用ストレージ東拠点シス
テム２０２１年度構築作業及び運
転保守作業　一式

情報システム部長 水上　順一 東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14 （株）創夢 R3.3.8 一般競争 32,736,000円
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本学契約者名

調達情報一覧表（令和3年3月）

契約の相手方 随意契約理由
備考契約年月日 契約方式

再就職の役員
の数　（随意契

約の場合）

契約金額
（税込）



閉鎖系ダメージレスセルソーター
１式

本部　財務部長 平野　浩之
東京都豊島区巣鴨一丁目３番６
号

東京サイエンス株式会社 R3.3.8 一般競争 33,000,000円

解析用ＧＰＵサーバ　１台 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都港区東新橋2-12-7
パナソニックソリューションテクノロ
ジー（株）

R3.3.9 公開見積合せ 8,288,000円

医学部人類遺伝学移転業務　一
式

大学院医学系研究科・事務長 矢作　直之 江東区木場2-1-3 セイノー引越（株） R3.3.9 公開見積合せ 9,138,250円

米国オーソ社製　全自動輸血検
査装置　ORTHO VISION　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一
茨城県つくば市稲岡字迎山709-
16

株式会社アイ・シー・エム R3.3.9 一般競争 11,330,000円

自動細胞解析分離システム　一
式

本部　財務部長 平野　浩之
東京都文京区本郷三丁目４４番
２号

理科研株式会社　東京支社 R3.3.10 一般競争 32,699,700円

米国サーモフィッシャーサイエン
ティフィック社製　液体窒素下凍
結保存システム　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一
茨城県つくば市稲岡字迎山709-
16

株式会社アイ・シー・エム R3.3.11 公開見積合せ 8,140,000円

地震観測システム総合運用サー
ビス

地震研究所　事務長 吉澤　邦夫 東京都府中市武蔵台1-18-18 白山工業株式会社 R3.3.11 随意契約 9,900,000円
東京大学契約事務取扱規
程第32条第1項第一号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

火山観測システム総合運用サー
ビス

地震研究所　事務長 吉澤　邦夫 東京都府中市武蔵台1-18-18 白山工業株式会社 R3.3.11 随意契約 9,900,000円
東京大学契約事務取扱規
程第32条第1項第一号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

サーモフィッシャーサイエンティ
フィック社製Orbitrap　Fusionシス
テム保守業務　一式

定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄
東京都文京区本郷三丁目４４番
２号

理科研株式会社 R3.3.12 公開見積合せ 5,089,700円

磁界中回転プローバ装置 一式 本部　財務部長 平野　浩之
宮城県仙台市太白区富沢四丁
目８番２９号

株式会社東栄科学産業 R3.3.24 一般競争 23,655,500円

粉末X線回折装置　一式 本部　財務部長 平野　浩之
東京都港区浜松町一丁目７番３
号

スペクトリス株式会社
マルバーン・パナリティカル事業
部

R3.3.24 一般競争 27,995,000円

高真空・高温加熱・結晶観察シス
テム 一式

本部　財務部長 平野　浩之
東京都千代田区鍛冶町二丁目１
０番７号

株式会社エイコー R3.3.24 一般競争 50,200,000円

電子ビーム描画装置 一式 本部　財務部長 平野　浩之
東京都八王子市元横山町三丁
目７番６号

株式会社エリオニクス R3.3.24 一般競争 99,990,000円

国立大学病院医療情報システム
遠隔バックアップシステム保守
（京都大学医学部附属病院 他 8
大学病院） 一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都中央区日本橋箱崎町19-
21

日本・アイ・ビー・エム株式会社 R3.3.25 随意契約 16,764,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第1号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

統合診療支援プラットフォームラ
イセンス　一式

本部　財務部長 平野　浩之
東京都港区西麻布二丁目２６番
３０号

富士フイルムメディカル　東京支
社

R3.3.25 一般競争 33,000,000円



臨床情報分析支援プラットフォー
ムライセンス　一式

本部　財務部長 平野　浩之
東京都千代田区東神田二丁目１
０番１７号

株式会社システムインフィニティ R3.3.25 一般競争 42,240,000円

スペクトル型フローサイトメーター
一式

本部　財務部長 平野　浩之
大阪府大阪市北区天満三丁目５
番８号

株式会社アズバイオ R3.3.25 一般競争 54,670,000円

分析電界放出形走査電子顕微
鏡システム　一式

本部　財務部長 平野　浩之
東京都千代田区大手町二丁目１
番１号　大手町野村ビル１３階

日本電子株式会社　東京支店 R3.3.25 一般競争 104,940,000円

高分解能質量分析装置
(LCMSMS)システム　一式

本部　財務部長 平野　浩之
東京都文京区本郷三丁目４４番
２号

理科研株式会社　東京支社 R3.3.25 一般競争 146,300,000円

医学部附属病院 病院情報管理
システム ネットワーク 再リース
一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都千代田区丸の内3-4-1 （株）ＪＥＣＣ R3.3.26 随意契約 12,888,312円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第1号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

クロマトグラフィーシステム
一式

本部　財務部長 平野　浩之
東京都渋谷区恵比寿西２－１６
－８

恵比寿サイエンス株式会社 R3.3.29 公開見積合せ 8,767,000円

国立大学病院医療情報システム
災害時参照システムおよび送受
信保管システムの保守運用 一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都新宿区西新宿3-19-2 東日本電信電話株式会社 R3.3.29 随意契約 29,013,600円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第1号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

国立大学病院医療情報システム
遠隔バックアップシステム保守
（東京大学医学部附属病院 他
18大学病院） 一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都港区東新橋1-5-2 富士通株式会社 R3.3.29 随意契約 32,900,340円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第1号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

卒前学生医用オンライン臨床教
育評価システムに関する運用管
理・問合せ対応等に関する業務

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都台東区台東2-3-2
日本システムエンジニアリング株
式会社

R3.3.30 随意契約 8,830,800円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第1号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0


