
競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間
及び種別若しくは物品役務等
の名称及び数量

契約担当者の氏名並びに
その所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の
別（総合評価の
実施）

予定価格
契約金額
（税込）

落札率 備考 ホームページ公表日

周産母子センター用超音波画像
診断装置　一式

松岡玲子
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年2月20日
（株）シーメック
高知県高知市南久保9-8

一般競争入札 - 7,992,000 － 平成29年5月1日

産科婦人科用超音波画像診断
装置　一式

松岡玲子
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年2月20日
（株）シーメック
高知県高知市南久保9-8

一般競争入札 - 7,452,000 － 平成29年5月1日

生体情報モニタ　一式
松岡玲子
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年2月22日
四国医療器（株）
香川県高松市錦町1丁目
11-11

一般競争入札 - 6,955,200 － 平成29年5月1日

全身麻酔装置　一式
松岡玲子
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年2月22日
四国医療器（株）
香川県高松市錦町1丁目
11-11

一般競争入札 - 6,134,400 － 平成29年5月1日

医学部・病院事務部医事課地域
医療連携係における労働者派遣
業務

井上智幸
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年2月28日
アールシステム（株）
高知県高知市北本町2丁
目8番21号

一般競争入札 - 17,155,152 － 単価契約 平成29年5月1日

医学部附属病院ＰＥＴセンターに
おける受付案内等労働者派遣業
務

井上智幸
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年2月28日
アールシステム（株）
高知県高知市北本町2丁
目8番21号

一般競争入札 - 5,059,584 － 単価契約 平成29年5月1日

手洗装置　一式
洞口武文
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月1日
（株）末徳屋医療器店
高知県高知市本町2丁目
3-14

一般競争入札 - 6,912,000 － 平成29年5月1日

超音波診断装置　一式
松岡玲子
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月1日
四国医療器（株）
香川県高松市錦町1丁目
11-11

一般競争入札 - 10,130,400 － 平成29年5月1日

高周波手術装置　二式
松岡玲子
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月1日
（株）末徳屋医療器店
高知県高知市本町2丁目
3-14

一般競争入札 - 9,288,000 － 平成29年5月1日

リネン類の洗濯
中山浩行
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月2日
新高知基準寝具（株）
高知県高知市薊野西町2
丁目25-22

一般競争入札 - 86,769,062 - 単価契約 平成29年5月1日

ベッドメーキング請負
中山浩行
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月2日
新高知基準寝具（株）
高知県高知市薊野西町2
丁目25-22

一般競争入札 - 17,896,200 - 単価契約 平成29年5月1日

mRI室用患者モニタリングシステ
ム　一式

松岡玲子
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月3日
四国医療器（株）
香川県高松市錦町1丁目
11-11

一般競争入札 - 12,387,600 － 平成29年5月1日
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寝具類 外賃貸借
中山浩行
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月6日
新高知基準寝具（株）
高知県高知市薊野西町2-
25-22

一般競争入札 - 67,065,540 - 単価契約 平成29年5月1日

牛乳及び乳製品類
牛乳

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月6日
（株）らくれん販売
愛媛県東温市南方955-1

一般競争入札 - 4,057,941 - 単価契約 平成29年5月1日

牛乳及び乳製品類
発酵乳（ドリンクタイプ）

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月6日
高知ヤクルト販売（株）
高知県南国市明見928

一般競争入札 - 936,299 - 単価契約 平成29年5月1日

牛乳及び乳製品類
低脂肪牛乳

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月6日
ひまわり乳業（株）
高知県南国市物部272-1

一般競争入札 - 183,983 - 単価契約 平成29年5月1日

牛乳及び乳製品類
とろけるゼリー　外1件

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月6日
（株）池田商店
香川県仲多度郡琴平町五
條488-2

一般競争入札 - 795,150 - 単価契約 平成29年5月1日

牛乳及び乳製品類
発酵乳（ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ）　外1件

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月6日
（株）高知タマモ
高知県高知市池字堀越
402-19

一般競争入札 - 1,305,333 - 単価契約 平成29年5月1日

高知大学岡豊団地で使用する電
気

井上智幸
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月7日
ＨＴＢエナジー（株）
長崎県佐世保市ハウステ
ンボス町1番地1

一般競争入札 － 270,190,337 - 単価契約 平成29年5月1日

肉類
鶏肉　国内産　モモ皮なし　外2
件

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月8日
㈲マイエミート
高知県高知市葛島2丁目
8-23

一般競争入札 - 854,567 - 単価契約 平成29年5月1日

肉類
豚肉　国内産　ロース

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月8日
（株）和耕
高知県高知市桜井町1丁
目9-32

一般競争入札 - 1,183,028 - 単価契約 平成29年5月1日

肉類
牛肉　和牛　バラ　外2件

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月8日
（株）三谷ミート
高知県香美市土佐山田町
栄町11-3

一般競争入札 - 835,284 - 単価契約 平成29年5月1日

肉類
牛肉　和牛　スネ　外1件

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月8日
大前精肉店
高知県高知市長浜609

一般競争入札 - 850,301 - 単価契約 平成29年5月1日

肉類
鶏肉　国内産　手羽肉ミンチ　外
3件

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月8日
清遠精肉店
高知県高知市日の出町5-
9

一般競争入札 - 821,145 - 単価契約 平成29年5月1日

2/11



競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間
及び種別若しくは物品役務等
の名称及び数量

契約担当者の氏名並びに
その所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の
別（総合評価の
実施）

予定価格
契約金額
（税込）

落札率 備考 ホームページ公表日

肉類
牛肉　和牛モモ

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月8日
（株）吉岡精肉店
高知県高知市中の島2-
105

一般競争入札 - 951,491 - 単価契約 平成29年5月1日

肉類
鶏肉　国内産　モモ

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月8日
㈲山重食肉
高知県高知市越前町2-6-
14

一般競争入札 - 1,785,118 - 単価契約 平成29年5月1日

冷凍食品類
モンゴイカ

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月9日
㈲第一物産
高知県高知市知寄町1丁
目8-18

一般競争入札 - 56,160 - 単価契約 平成29年5月1日

冷凍食品類
無頭海老　外7件

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月9日
高知鯨（株）
高知県高知市弘化台16-
28

一般競争入札 - 1,128,664 - 単価契約 平成29年5月1日

冷凍食品類
ワインゼリー　外2件

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月9日
（株）高知タマモ
高知県高知市池字堀越
402-19

一般競争入札 - 235,217 - 単価契約 平成29年5月1日

冷凍食品類
無頭海老　外4件

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月9日
（株）大幸水産
高知県高知市弘化台8-1

一般競争入札 - 1,461,024 - 単価契約 平成29年5月1日

冷凍食品類
青リンゴゼリー

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月9日
ケンショー物産（株）
高知県高知市南久保6-30

一般競争入札 - 233,107 - 単価契約 平成29年5月1日

冷凍食品類
うどん

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月9日
（株）池田商店
香川県仲多度郡琴平町五
條488-2

一般競争入札 - 21,297 - 単価契約 平成29年5月1日

ベッドサイドモニタ　一式
松岡玲子
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月9日
四国医療器（株）
香川県高松市錦町1丁目
11-11

一般競争入札 - 10,638,000 － 平成29年5月1日

医療用ガス
液体酸素

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月10日
土佐酸素（株）
高知県高知市稲荷町2-15

一般競争入札 - 7,632,496 - 単価契約 平成29年5月1日

乾物類
マロニー　外26件

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月14日
（株）高知タマモ
高知県高知市池字堀越
402-19

一般競争入札 - 2,052,333 - 単価契約 平成29年5月1日

乾物類
小麦粉　外18件

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月14日
ケンショー物産（株）
高知県高知市南久保6-30

一般競争入札 - 2,366,901 - 単価契約 平成29年5月1日
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乾物類
クズ粉　外20件

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月14日
（株）池田商店
香川県仲多度郡琴平町五
條488-2

一般競争入札 - 1,346,127 - 単価契約 平成29年5月1日

乾物類
カタクリ粉　外2件

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月14日
高知食糧（株）
高知県高知市朝倉南町9-
12

一般競争入札 - 974,408 - 単価契約 平成29年5月1日

高速カラープリンター
野口友美
財務部経理室
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年3月14日
（有）日本タイプ商会
高知県高知市上町三丁目
7番地32号

一般競争入札 - 92,673 - 単価契約 平成29年5月1日

岡豊団地廃水処理施設保全業
務

田邊和廣
医学部・病院事務部施設管
理室
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月15日
（株）ビル環境衛生管理
高知県高知市桟橋通4丁
目7-17

一般競争入札 － 12,960,000 － 2年契約 平成29年5月1日

事務情報システムの運用・管理
業務請負

青木啓三
財務部経理室
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年3月22日
（株）ソフテック
高知県南国市蛍が丘1-4

一般競争入札 - 7,445,520 - 平成29年5月1日

（朝倉・物部）排水処理施設保全
業務

毛利敬太
財務部施設企画課
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年3月24日
(株)西原ネオ高松営業所
香川県高松市木太町587
番地9

一般競争入札 － 7,387,200 － 平成29年5月1日

高知大学朝倉団地等昇降機設
備保全業務

毛利敬太
財務部施設企画課
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年3月24日

三菱電機ビルテクノサービ
ス(株)四国支社
香川県高松市番町1丁目6
番1号

一般競争入札 － 32,717,520 － 平成29年5月1日

（朝倉）図書館空気調和設備保
全業務

毛利敬太
財務部施設企画課
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年3月24日
大一設備(株)
高知県高知市大膳町6番2
号

一般競争入札 － 6,480,000 － 平成29年5月1日

医学部付属病院その他警備業
務請負

久保直毅
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月27日
(株）日本綜合警備保障
高知県高知市長浜4295-8

一般競争入札 － 19,440,000 － 平成29年5月1日

医療用薬品（'沈降2種混合トキソ
イド　（1mＬ） 外 28件）

船村正彦
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月27日
中澤氏家薬業（株）
高知県高知市大津乙
1842-1

一般競争入札 － 6,338,130 - 単価契約 平成29年5月1日

医療用薬品（アクトヒブ　（0.5mＬ）
外 30件）

船村正彦
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月27日
（株）アスティス
愛媛県松山市高野町甲1-
1

一般競争入札 － 27,188,495 - 単価契約 平成29年5月1日

医療用薬品（イソジンパーム液
０．5％　（500mL） 外 1件）

船村正彦
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月27日
（株）幸燿
香川県高松市田村町948

一般競争入札 － 7,922,094 - 単価契約 平成29年5月1日
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競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間
及び種別若しくは物品役務等
の名称及び数量

契約担当者の氏名並びに
その所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の
別（総合評価の
実施）

予定価格
契約金額
（税込）

落札率 備考 ホームページ公表日

医療用薬品（診断用アレルゲン
皮内エキス対照液　1.8ml 外 12
件）

船村正彦
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月27日
四国アルフレッサ（株）
香川県高松市国分寺町福
家甲1255-10

一般競争入札 － 1,584,533 - 単価契約 平成29年5月1日

再生ＰＰＣ用紙
青木啓三
財務部経理室
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年3月27日
（有）瓢千堂
高知県高知市小石木町
193番地6

一般競争入札 - 11,023,992 - 単価契約 平成29年5月1日

医療用薬品（エクリズマブ（遺伝
子組換え）300mg　30mL）

船村正彦
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月28日
（株）幸燿
香川県高松市田村町948

一般競争入札 － 176,174,676 - 単価契約 平成29年5月1日

医療用薬品（ラロニダーゼ(遺伝
子組換え）2.9mg　5mL）

船村正彦
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月28日
（株）アスティス
愛媛県松山市高野町甲1-
1

一般競争入札 - 224,488,800 - 単価契約 平成29年5月1日

医療用薬品（ニボルマブ（遺伝子
組換え）20mg　2mL）

船村正彦
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月28日
中澤氏家薬業（株）
高知県高知市大津乙
1842-1

一般競争入札 - 26,860,788 - 単価契約 平成29年5月1日

医療用薬品（ニボルマブ（遺伝子
組換え）100mg　10mL）

船村正彦
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月28日
（株）アスティス
愛媛県松山市高野町甲1-
1

一般競争入札 - 115,153,769 - 単価契約 平成29年5月1日

医療用薬品（レナリドミド水和物
カプセル　5mg×40カプセル）

船村正彦
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月28日
（株）幸燿
香川県高松市田村町948

一般競争入札 - 148,576,896 - 単価契約 平成29年5月1日

産業廃棄物（非感染性）処理業
務

川村龍市
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月30日
三谷美化産業（株）
高知市秦南町1丁目5番58
号

一般競争入札 － 9,402,307 － 単価契約 平成29年5月1日

医療用薬品（ヒーロンＶ　０．6
（2．3％　０．6mＬ） 外 878件）

船村正彦
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月30日
中澤氏家薬業（株）
高知県高知市大津乙
1842-1

一般競争入札 - 978,370,830 - 単価契約 平成29年5月1日

医療用薬品（アルブミナー5％静
注12．5g／25０mＬ 外 1161件）

船村正彦
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月30日
（株）アスティス
愛媛県松山市高野町甲1-
1

一般競争入札 - 1,466,101,703 - 単価契約 平成29年5月1日

医療用薬品（エフピーOD錠2.5
（2．5mg） 外 163件）

船村正彦
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月30日
（株）幸燿
香川県高松市田村町948

一般競争入札 - 163,748,525 - 単価契約 平成29年5月1日

医療用薬品（グロウジェクト注射
用8mg 外 276件）

船村正彦
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月30日
四国アルフレッサ（株）
香川県高松市国分寺町福
家甲1255-10

一般競争入札 - 242,419,576 - 単価契約 平成29年5月1日
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競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間
及び種別若しくは物品役務等
の名称及び数量

契約担当者の氏名並びに
その所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の
別（総合評価の
実施）

予定価格
契約金額
（税込）

落札率 備考 ホームページ公表日

医療用薬品（アップノン錠　4０mg
外 82件）

船村正彦
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月30日
高知第一薬品（株）
高知県高知市南御座7-14

一般競争入札 - 14,354,904 - 単価契約 平成29年5月1日

医療用薬品（クエチアピン錠
25mg 外 57件）

船村正彦
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年3月30日
東和薬品（株）
大阪府門真市新橋町2-1

一般競争入札 - 4,935,516 - 単価契約 平成29年5月1日

一般廃棄物（可燃ごみ・生ごみ）
処理業務請負

青木啓三
財務部経理室
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年3月30日
(有)セイム
高知県高知市神田1876番
地

一般競争入札 - 13,627,919 - 単価契約 平成29年5月1日

高知大学医学部における労働者
派遣業務（研究開発）

松岡玲子
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年4月1日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内二
丁目3番2号

一般競争入札 － 9,538,282 － 単価契約 平成29年6月12日

前眼部光干渉断層計　一式
久保　直毅
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年4月26日
四国医療器(株)高知支店
高知県高知市稲荷町10-7

一般競争入札 － 12,960,000 － 平成29年6月12日

高知大学岡豊地区建物清掃業
務

川村　龍市
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年4月28日
（株）和心
東京都新宿区市谷台町4
番地2号

一般競争入札 － 268,272,000 － 3年契約 平成29年6月12日

シード線源治療支援システム
一式

木下　和也
医学部・病院事務部会計課
高知県南国市岡豊町小蓮

平成29年5月26日

東芝メディカルシステムズ
（株）高知支店
高知県高知市本町4丁目
2-40

一般競争入札 － 11,999,880 － 平成29年7月24日

医療用薬品（ヒアロス関節注２５
ｍｇ　(2．5ｍL) 外 237件）

安岡杏紗
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年6月27日
中澤氏家薬業（株）
高知県高知市大津乙
1842-1

一般競争入札 - 178,930,703 - 単価契約 平成29年8月28日

医療用薬品（アザルフィジンＥＮ
錠500mg 外 10件）

安岡杏紗
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年6月27日
（株）アスティス
愛媛県松山市高野町甲1-
1

一般競争入札 - 1,293,909 - 単価契約 平成29年8月28日

医療用薬品（フローレス試験紙
（0．7mg×200枚） 外 5件）

安岡杏紗
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年6月27日
（株）幸燿
香川県高松市田村町948

一般競争入札 - 18,458,332 - 単価契約 平成29年8月28日

医療用薬品（ハイデルマートク
リーム2%（10g） 外 3件）

安岡杏紗
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年6月27日
四国アルフレッサ（株）
香川県高松市国分寺町福
家甲1255-10

一般競争入札 - 12,093,765 - 単価契約 平成29年8月28日
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競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間
及び種別若しくは物品役務等
の名称及び数量

契約担当者の氏名並びに
その所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の
別（総合評価の
実施）

予定価格
契約金額
（税込）

落札率 備考 ホームページ公表日

医療用薬品（イスキア配合錠
A330 外 2件）

安岡杏紗
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年6月27日
高知第一薬品（株）
高知県高知市南御座7-14

一般競争入札 - 66,324 - 単価契約 平成29年8月28日

高知大学医学部附属医学情報
センターにおける労働者派遣業
務

井上智幸
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年6月27日
（株）アイビス
高知県南国市蛍が丘2-2-
1

一般競争入札 － 6,324,480 － 単価契約 平成29年8月28日

高知大学朝倉団地で使用する電
気　5,205,020ｋwｈ

渡邉善雄
財務部経理室
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年7月12日
HTBエナジー（株）
長崎県佐世保市ハウステ
ンボス町1番地1

一般競争入札 － 85,714,498 － 平成29年9月8日

高知大学物部団地で使用する電
気　3,477,850ｋｗｈ

渡邉善雄
財務部経理室
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年7月12日
HTBエナジー（株）
長崎県佐世保市ハウステ
ンボス町1番地1

一般競争入札 － 54,877,889 － 平成29年9月8日

高知大学総合情報システム　一
式

青木啓三
財務部経理室
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年7月21日
NTTファイナンス（株）
東京都港区南一丁目2番
70号

一般競争入札
（総合評価）

－ 949,540,320 － 5年契約 平成29年9月8日

超音波診断装置　一式
安岡杏紗
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年8月1日
（株）末徳屋医療器店
高知県高知市本町2丁目
3-14

一般競争入札 - 7,020,000 － 平成29年9月8日

打込型海底下観測プラットフォー
ム　1台

辻本祐実
財務部経理室
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年8月23日
エフコン（株）
高知県高知市朝倉丙995
番地

一般競争入札 － 9,999,720 － 平成29年10月18日

高知大学小津地区附属学校構
内警備業務

渡邉善雄
財務部経理室
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年8月29日

四国教施研綜合サービス
(株）
高知県高知市堺町2番26
号

一般競争入札 － 9,385,632 －
2年契約
単価契約

平成29年10月18日

高知大学朝倉団地及び朝倉南
団地構内警備業務

渡邉善雄
財務部経理室
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年8月29日
（株）日本綜合警備保障
高知県高知市長浜4295番
地8

一般競争入札 － 7,887,456 － 2年契約 平成29年10月18日

高知大学朝倉及び物部地区建
物清掃業務

辻本祐実
財務部経理室
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年8月31日
（株）ビル環境衛生管理
高知県高知市桟橋通4-7-
17

一般競争入札 － 61,430,400 － 3年契約 平成29年10月18日
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競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間
及び種別若しくは物品役務等
の名称及び数量

契約担当者の氏名並びに
その所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の
別（総合評価の
実施）

予定価格
契約金額
（税込）

落札率 備考 ホームページ公表日

肉類
牛肉　豪州産又は米国産　肩
ロース 外

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年9月13日
（有）マイエミート
高知県高知市葛島2-8-23

一般競争入札 - 981,837 - 単価契約 平成29年11月10日

肉類
鶏肉　国内産　手羽肉ミンチ　外

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年9月13日
（株）和耕
高知県高知市桜井町1-9-
32

一般競争入札 - 782,855 - 単価契約 平成29年11月10日

肉類
鶏肉　国内産　ササミ　外

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年9月13日
（株）三谷ミート
高知県香美市土佐山田町
栄町11-3

一般競争入札 - 792,485 - 単価契約 平成29年11月10日

肉類
豚肉　国内産　ロース

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年9月13日
大前精肉店
高知県高知市長浜609

一般競争入札 - 278,570 - 単価契約 平成29年11月10日

肉類
鶏肉　国内産　モモ

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年9月13日
清遠精肉店
高知県高知市日の出町5-
9

一般競争入札 - 1,797,422 - 単価契約 平成29年11月10日

肉類
牛肉　和牛モモ　外

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年9月13日
（株）吉岡精肉店
高知県高知市中の島2-
105

一般競争入札 - 1,021,186 - 単価契約 平成29年11月10日

肉類
和牛　スネ　外

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年9月13日
（有）山重食肉
高知県高知市越前町2-6-
14

一般競争入札 - 766,525 - 単価契約 平成29年11月10日

冷凍食品類
無頭海老　外

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年9月13日
高知鯨（株）
高知県高知市弘化台16-
28

一般競争入札 - 2,137,719 - 単価契約 平成29年11月10日

冷凍食品類
ワインゼリー　外

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年9月13日
（株）高知タマモ
高知県高知市池字堀越
402-19

一般競争入札 - 274,460 - 単価契約 平成29年11月10日

冷凍食品類
モンゴイカ　外

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年9月13日
（株）大幸水産
高知県高知市弘化台8-1

一般競争入札 - 689,796 - 単価契約 平成29年11月10日
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競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間
及び種別若しくは物品役務等
の名称及び数量

契約担当者の氏名並びに
その所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の
別（総合評価の
実施）

予定価格
契約金額
（税込）

落札率 備考 ホームページ公表日

冷凍食品類
青リンゴゼリー

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年9月13日
ケンショー物産（株）
高知県高知市南久保6-30

一般競争入札 - 214,617 - 単価契約 平成29年11月10日

冷凍食品類
うどん

氏部美香
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年9月13日
（株）池田商店
香川県仲多度郡琴平町五
条488-2

一般競争入札 - 30,240 - 単価契約 平成29年11月10日

高知大学水道施設保全業務
浪上健一
財務部施設企画課
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年9月29日
(株)ビル環境衛生管理
高知県高知市桟橋通4-7-
17

一般競争入札 － 5,933,088 － 3年契約 平成29年11月10日

自動視野計
洞口武文
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年9月29日
四国医療器（株）高知支店
高知県高知市稲荷町10-7

一般競争入札 - 6,782,400 - 平成29年11月10日

自動免疫染色装置
洞口武文
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年9月29日
日進商事（株）
高知県高知市上町5-6-15

一般競争入札 - 13,548,600 - 平成29年11月10日

教育用電子計算機システム  一
式

青木啓三
財務部経理室
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年9月29日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

一般競争入札
（総合評価）

- 2,189,160 -
4年契約
月額

平成29年11月10日

全身麻酔装置　三式
洞口武文
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年10月2日
四国医療器(株)高知支店
高知県高知市稲荷町10-7

一般競争 - 12,849,840 - 単価契約 平成29年11月10日

生体情報モニタ　三式
洞口武文
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年10月2日
四国医療器(株)高知支店
高知県高知市稲荷町10-7

一般競争 - 15,098,400 - 単価契約 平成29年11月10日

レーザー治療システム　一式
洞口武文
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年10月6日
（株）末徳屋医療器店
高知県高知市本町2丁目
3-14

政府調達 - 40,246,200 - 単価契約 平成29年11月10日

ターゲット型紫外線治療器　一式
洞口武文
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年10月17日
（株）シーメック
高知県高知市南久保9番8
号

一般競争 - 8,640,000 - 単価契約 平成29年12月19日
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競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間
及び種別若しくは物品役務等
の名称及び数量

契約担当者の氏名並びに
その所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は
名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の
別（総合評価の
実施）

予定価格
契約金額
（税込）

落札率 備考 ホームページ公表日

密封小線源治療用超音波診断
システム　一式

安岡杏紗
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年10月24日

東芝メディカルシステムズ
㈱
栃木県大田原市下石上１
３８５番地

一般競争入札 - 5,076,000 - 単価契約 平成29年12月19日

2018年外国雑誌及び電子ジャー
ナル利用　一式

池　由美子
研究国際部学術情報課
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年10月27日

（株）紀伊國屋書店松山営
業所
愛媛県松山市千舟町5丁
目5番3号

一般競争入札 - 11,259,519 - 平成29年12月19日

2018年外国雑誌及び電子ジャー
ナル利用　一式

池　由美子
研究国際部学術情報課
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年10月27日
ユサコ（株）東京都港区東
麻布2丁目17番12号

一般競争入札 - 2,508,043 - 平成29年12月19日

2018年外国雑誌及び電子ジャー
ナル利用　一式

池　由美子
研究国際部学術情報課
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年10月27日
丸善雄松堂（株）岡山支店
岡山県岡山市北区表町1
丁目3番50号

一般競争入札 - 12,161,599 - 平成29年12月19日

汎用超音波診断装置　一式
洞口武文
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年10月27日
（株）シーメック
高知県高知市南久保9番8
号

一般競争 - 5,400,000 - 単価契約 平成29年12月19日

全学ソフトウェアライセンスならび
に運用・管理システム  一式

青木啓三
財務部経理室
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年10月27日
西日本電信電話（株）
大阪府大阪市中央区馬場
町3-15

一般競争入札 - 66,225,600 - 3年契約 平成29年12月19日

ドラフトチャンバー　一式
依光美樹
財務部経理室
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年10月30日
日進商事（株）
高知県高知市上町5-6-15

一般競争入札 - 6,588,000 - 平成29年12月19日

終夜睡眠ポリグラフィーシステム
一式

丸山　三智
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成29年11月21日
（株）末徳屋医療器店
高知県高知市本町2丁目
3-14

一般競争入札 - 9,968,400 - 平成30年1月31日

図書館システム  一式
青木啓三
財務部経理室
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年12月1日
西日本電信電話(株）
大阪府大阪市中央区馬場
町3番15号

一般競争入札 - 84,875,040 - 5年契約 平成30年1月31日

電子ジャーナル　Wiley Online
Library　の利用

池　由美子
研究国際部学術情報課
高知県高知市曙町2-5-1

平成29年12月22日
丸善雄松堂（株）岡山支店
岡山県岡山市北区表町1
丁目3番50号

一般競争入札 - 23,092,788 - 平成30年1月31日
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競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間
及び種別若しくは物品役務等
の名称及び数量

契約担当者の氏名並びに
その所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日
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実施）

予定価格
契約金額
（税込）

落札率 備考 ホームページ公表日

超音波診断装置　一式
洞口武文
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成30年1月9日
（株）末徳屋医療器店
高知県高知市本町2丁目
3-14

一般競争 - 6,512,400 - 平成30年3月19日

光線力学診断内視鏡システム
一式

洞口武文
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成30年1月19日
（株）末徳屋医療器店
高知県高知市本町2丁目
3-14

一般競争 - 15,876,000 - 平成30年3月19日

手術台　一式
洞口武文
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成30年1月19日
（株）末徳屋医療器店
高知県高知市本町2丁目
3-14

一般競争 - 15,768,000 - 平成30年3月19日

高知大学岡豊地区構内駐車場
運用管理業務

井上智幸
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成30年2月1日

アマノマネジメントサービス
（株）広島支店
広島県広島市西区南観音
町23番10号

一般競争入札 － 589,032,000 － 10年契約 平成30年3月19日

高知大学における総合医療情報
システム運用管理等の支援業務

井上智幸
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成30年2月14日
（株）アイビス
高知県南国市蛍が丘2-2-
1

一般競争入札 － 73,656,000 － 2年契約 平成30年3月19日

デジタル超音波診断装置　一式
洞口武文
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成30年2月23日
（株）末徳屋医療器店
高知県高知市本町2丁目
3-14

一般競争 - 9,990,000 - 平成30年4月19日

高知大学医学部・病院事務部医
事課地域医療連携係における労
働者派遣業務

井上智幸
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成30年2月27日
アールシステム（株）
高知県高知市北本町2丁
目8番21号

一般競争入札 － 22,158,738 －
（単価契約）
契約金額は超過勤務を
見込まない予定総額

平成30年4月19日

高知大学医学部附属病院ＰＥＴ
センターにおける受付案内等労
働者派遣業務

井上智幸
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成30年2月27日
アールシステム（株）
高知県高知市北本町2丁
目8番21号

一般競争入札 － 4,975,258 －
（単価契約）
契約金額は超過勤務を
見込まない予定総額

平成30年4月19日

高知大学医学部附属病院メディ
カル・サプライセンター〔滅菌管
理部門〕における労働者派遣業
務

井上智幸
医学部・病院事務部会計課
南国市岡豊町小蓮

平成30年2月27日
アールシステム（株）
高知県高知市北本町2丁
目8番21号

一般競争入札 － 9,190,260 －
（単価契約）
契約金額は超過勤務を
見込まない予定総額

平成30年4月19日

（注）単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価及び予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨を記載している。
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