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液化窒素（充填、搬入、設置を含む）
国立大学法人滋賀医科大学
長　 塩田　浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年7月31日

 
滋賀カーバイド株式会社
滋賀県愛知郡愛荘町愛知川1485番地

一般競争入札 -
3,363,120

(支出予定額)
- 単価契約

米国ベクトン・ディッキンソン社製BD
FACSAria Fusion セルソーター用
レーザーアップグレードキット　一式
（配線、調整を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
長　 塩田　浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年6月11日
和研薬株式会社
京都府京都市左京区一条寺西水干町
17番地

一般競争入札 - 6,426,000 -

寝具設備等の賃貸借（ベッドメーキン
グ含む）、病衣・診察衣等の賃貸借及
びリネン類の洗濯請負並びにサージ
カルリネン類の賃貸借

国立大学法人滋賀医科大学
長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年5月31日
株式会社トーカイ
岐阜県岐阜市若宮町九丁目十六番地

一般競争入札 -
375,098,616
(支出予定額)

- 単価契約

サル飼育用固形飼料（搬入を含む）
国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年5月21日
日本クレア株式会社
東京都目黒区東山一丁目２番７号

一般競争入札 - 257 - 単価契約

GeneChip Expression Array解析業務
182検体

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年5月14日

 
ナカライテスク株式会社
京都市中京区二条通烏丸西入東玉屋
町498番地

一般競争入札 - 9,995,076

メドトロニック社製在宅自己注射用シ
リンジポンプ　モデル　パラダイムイン
スリンポンプ ７２２　外１点の賃貸借

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月29日
株式会社三笑堂　滋賀支店
滋賀県栗東市手原１丁目５番３６号

一般競争入札 -
14,748,858

（支出予定額）
単価契約

経カテーテル人工生体弁セット　サピ
エンXT経心尖システムAscendra＋経
心尖アプローチキット　23㎜　外９点

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月29日
（株）ダテ・メディカルサービス
京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町４
８

一般競争入札 － 69,265,584 - 単価契約

植込型除細動器　RESONATE　ICD
VR　DF4　D432　外28点の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月29日
（株）ダテ・メディカルサービス
京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町４
８

一般競争入札 － 103,709,654 - 単価契約

医療材料　Ｊ＆Ｊ社製　ＬＡＳＳＯ２５１５
ＮＡＶＩ　ｅｃｏ　Ｄ１３４３０１　７Ｆｒ　１１５
ｃｍ　外２３点の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月28日
株式会社ダテ・メディカルサービス
京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町４
８

一般競争入札 －
158,256,048

（支出予定額）
－ 単価契約

医療材料　ニプロ社製　ニプロＦＳ血
糖センサーライト　１１－７６６　３０マイ
イリ　外１点の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月28日
石黒メディカルシステム株式会社滋賀支
店
滋賀県守山市勝部６丁目４番３６号

一般競争入札 －
8,988,738

（支出予定額）
－ 単価契約

医療材料　Ｊ＆Ｊ社製　ＬＦＳクイックセ
ンサー　　１０３２６　３０マイイリ　外２点
の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月28日
株式会社増田医科器械
京都府京都市伏見区竹田藁屋町５０番
地

一般競争入札 －
19,258,808

（支出予定額）
－ 単価契約

医療材料　Ｊ＆Ｊエチコン社製　イン
ターシード　４３５０ＸＬ　１２．７＊１５．
２ｃｍ　外９点の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月28日
株式会社三笑堂滋賀支店
滋賀県栗東市手原１丁目５番３６号

一般競争入札 －
48,146,594

（支出予定額）
－ 単価契約

医療材料　コヴィディエンジャパン社
製　エンドＧＩＡ　トライステープル６０
（縫合器用カートリッジ）　ＥＧＩＡ６０Ａ
ＭＴ　の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月28日
佐野器械株式会社
京都府京都市南区上鳥羽奈須野町１－
１

一般競争入札 －
7,021,728

（支出予定額）
－ 単価契約

医療材料　アルコン社製　コンステ
レーション　２５Ｇコンバイントータルプ
ラスパック　８０６５７５２０２２　外１点の
購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月28日
株式会社城南メディカル
京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花４８－１

一般競争入札 －
16,580,214

（支出予定額）
－ 単価契約

医療材料　セントジュードメディカル
社製　ドラゴンフライ　ＯＰＴＩＳ　Ｃ４０８
６４５　の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月28日
株式会社池上器械
京都府京都市南区上鳥羽北島田町１０
９－２

一般競争入札 －
6,359,184

（支出予定額）
－ 単価契約
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医療材料　ニプロ社製　ＵＴフィル
ター　ＵＴ－１５００Ｓ　の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月28日
西村器械株式会社
京都市中京区河原町通夷川上ル指物
町３３０番地

一般競争入札 －
4,006,800

（支出予定額）
－ 単価契約

医療材料　三和化学社製　グルテスト
Ｎｅｏセンサー　の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月28日
株式会社スズケン大津支店
滋賀県大津市稲津一丁目４番４４号

一般競争入札 －
3,931,200

（支出予定額）
－ 単価契約

医薬品「タコシール組織接着用シート
9.5cm×4.8cm」外45点の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月28日
株式会社メディセオ
東京都中央区八重洲二丁目７番１５号

一般競争入札 －
394,160,885

（支出予定額）
－ 単価契約

医薬品「エスラックス静注
50mg/5.0mL 50mg/5mL/瓶」外26点
の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月28日
株式会社ケーエスケー滋賀支店
草津市南草津１番４番７号

一般競争入札 －
239,987,700

（支出予定額）
－ 単価契約

医薬品「ビミジム点滴静注液5mg
5mg/5mL/瓶」外33点の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月28日
株式会社スズケン大津支店
大津市稲津一丁目４番４４号

一般競争入札 －
299,142,095

（支出予定額）
－ 単価契約

医薬品「アルブミナー25％静注12.5ｇ
／50mL 50mL/B」外13点

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月28日
アルフレッサ株式会社滋賀第二支店
栗東市野尻６０４番地

一般競争入札 －
128,097,507

（支出予定額）
－ 単価契約

医薬品「生食注シリンジ「SN」10mL
10mL/筒」の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月28日
東邦薬品株式会社滋賀営業部
草津市追分一丁目５番１８号

一般競争入札 －
4,263,840

（出予定額）
－ 単価契約

医薬品「サブパック血液ろ過用補充
液-Bi　2020mL/キット」の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月28日
株式会社三笑堂滋賀支店
栗東市手原１丁目５番３６号

一般競争入札 －
8,368,704

（支出予定額）
－ 単価契約

「カニクイザルを用いた創薬基盤技術
の構築」にかかる獣医学的管理・研究
支援等の労働者派遣

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月20日

 
一般社団法人予防衛生協会
茨城県つくば市桜一丁目16番2

一般競争入札 － 4,320 － 単価契約

カニクイザルを用いた医科学研究の
支援業務等にかかる労働者派遣

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月20日

 
株式会社ケー・エー・シー
京都市中京区西ノ京西月光町４０番地

一般競争入札 － 3,240 － 単価契約

実習用顕微鏡　一式（搬入、据付、調
整、既存顕微鏡の撤去を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月20日

 
株式会社増田医科器械
京都府京都市伏見区竹田藁屋町５０番
地

一般競争入札 － 7,738,200 －

下部消化管汎用ビデオスコープ　一
式（搬入、調整、撤去、操作訓練及び
既存設備との接続を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月16日
佐野器械株式会社
京都府京都市南区上鳥羽奈須野町１－
１

一般競争入札 － 15,595,200 －

ＮＩＣＵ重症部門患者情報システム
一式の購入（搬入、配線、調整及び
既存設備との接続を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月16日
㈱ダテ・メディカルサービス
京都市伏見区竹田北三ツ杭町４８

一般競争入札 － 5,173,200 －

臨床実習送迎業務請負
国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月12日

 
滋賀エムケイ株式会社
京都市右京区西院久保田町６番地の７

一般競争入札 －
4,485,858

（支出予定額）
－ 単価契約

特別管理産業廃棄物（感染性廃棄
物）の収集運搬及び処分

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月9日
（株）メディカルウェイストシステム
滋賀県栗東市手原３丁目１０番１１号

一般競争入札 － 41.04 － 単価契約

生体情報モニター　三式（搬入、据
付、調整を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月8日
株式会社ダテ・メディカルサービス
京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町
48番地

一般競争入札 － 7,840,800 －

遠隔モニタリングシステム　一式（搬
入、据付、配線、調整、撤去及び操
作訓練を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月6日
株式会社ダテ・メディカルサービス
京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町４
８番地

一般競争入札 － 15,973,200 －

滋賀医科大学医学部附属病院患者
給食業務請負

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年3月5日
シダックスフードサービス㈱
東京都調布市調布ヶ丘３丁目６番地３

一般競争入札 － 103,576,320 －

心臓リハビリシステム　一式
国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年2月28日
㈱ダテ・メディカルサービス
京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町
48

一般競争入札 － 13,014,000 －
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超音波・空圧式衝撃波結石破砕装置
一式（搬入、据付、調整、撤去、操作
訓練及び既存設備との接続を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年2月23日
株式会社三笑堂滋賀支店
滋賀県栗東市手原1丁目5番36号

一般競争入札 － 11,340,000 －

人工呼吸器　二式の購入（搬入、調
整を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年2月22日
株式会社ダテ・メディカルサービス
京都市伏見区竹田北三ツ杭町４８

一般競争入札 － 14,256,000 －

滋賀医科大学電気設備及び機械設
備等運転・監視その他保全業務

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年2月15日

                                 ｵﾘｯｸｽ･ﾌｧｼﾘ
ﾃｨｰｽﾞ株式会社
京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大
宮町99番地

一般競争入札 － 203,083,200 －
低入札価格調査

実施済

抗がん剤混注支援システム　三式（搬
入、据付、配線、調整及び既存設備
との接続を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年2月14日
小西医療器㈱
大阪府大阪市中央区内淡路町２丁目１
番５号

一般競争入札 － 5,076,000 －

マルチモードプレートリーダー　一式
（搬入、据付、配線、調整を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年2月9日
和研薬株式会社
京都市左京区一乗寺西水干町17番地 一般競争入札 － 7,163,640 －

滋賀医科大学構内警備等業務
国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年1月30日

                                                 株式
会社大進                                   滋賀
県近江八幡市中村町2番地の4

一般競争入札 － 69,181,560 －

大型液体窒素試料保存容器　一式
（搬入、据付、配線、調整を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年1月31日
和研薬株式会社
京都市左京区一乗寺西水干町17番地 一般競争入札 － 9,768,600 －

超音波診断装置　一式（搬入、据付、
配線、調整、撤去、操作訓練及び既
存設備との接続を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年1月30日
宮野医療器㈱
兵庫県神戸市中央区楠町5丁目4番8号

一般競争入札 － 9,774,000 －

滋賀医科大学臨床研究棟改修に伴う
移転業務請負(二期戻り移転)

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年1月22日
ブルームビルド株式会社
宮城県黒川郡大和町杜の丘３－２－６ 一般競争入札 － 32,940,000 －

遠心血液ポンプシステム　一式（搬
入、配線、調整、撤去及び操作訓練
を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年1月19日
株式会社ダテ・メディカルサービス
京都市伏見区竹田北三ツ杭町４８

一般競争入札 － 12,938,400 －

顕微鏡用共焦点モジュール　 一式
（搬入、据付、配線、調整を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成30年1月17日

オリンパスメディカルサイエンス販売株式
会社
京都営業所京都市下京区五条通室町
西入東錺屋町186ヤサカ五条ビル４階

一般競争入札 － 4,800,000 －

関節鏡システム　一式（搬入、据付、
配線、調整、撤去、操作訓練及び既
存設備との接続を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年12月21日
株式会社増田医科器械
京都市伏見区竹田藁屋町５０番地

一般競争入札 － 12,938,400 －

温冷痛覚計　一式（搬入、調整を含
む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年12月13日
㈱ミユキ技研
東京都文京区本郷３丁目１８番１４号

一般競争入札 － 4,801,680 －

光学式眼軸長測定装置　一式（搬
入、据付、配線、調整、操作訓練及
び既存設備との接続を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年12月11日
㈱城南メディカル
京都市南区上鳥羽卯ノ花48番1

一般競争入札 － 4,244,400 －

LWW電子ジャーナルの利用
国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年12月6日
丸善雄松堂株式会社
東京都中央区日本橋2丁目3番10号

一般競争入札 － 6,957,847 －
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自動染色装置　一式（搬入、据付、配
線、調整を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年12月4日
和研薬株式会社
京都市左京区一乗寺西水干町17番地 一般競争入札 － 3,353,400 －

滋賀医科大学医学部附属病院院内
搬送等業務請負

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年12月1日
㈱トーカイ
岐阜県岐阜市若宮町九丁目十六番地

一般競争入札 － 45,360,000 －

滅菌コンテナ在庫管理システム 一式
国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年11月30日
㈱三笑堂　滋賀支店
滋賀県栗東市手原１丁目５番３６号

一般競争入札 － 9,504,000 －

ウロダイナミックシステム検査装置　一
式（搬入、据付、調整、撤去を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年11月29日
㈱三笑堂　滋賀支店
滋賀県栗東市手原１丁目５番３６号

一般競争入札 － 5,832,000 －

バーチャルスライドスキャナ 一式（搬
入、据付、配線、調整を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年11月28日
和研薬株式会社
京都市左京区一乗寺西水干町17番地 一般競争入札 － 4,999,320 －

血液浄化装置　一台（搬入、調整、撤
去及び操作訓練を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年11月21日
㈱ダテ・メディカルサービス
京都市伏見区竹田北三ツ杭町４８

一般競争入札 － 5,724,000 －

高周波熱凝固装置　一式（搬入、調
整を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年10月30日
㈱三笑堂　滋賀支店
栗東市手原１丁目５番３６号

一般競争入札 － 4,082,400

臨床化学自動分析装置　一式（搬
入、据付、調整、撤去、処分及び操
作訓練を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年10月26日
㈱アテスト
京都府宇治市槇島町落合１２１－２

一般競争入札 － 5,292,000 －

セントラルモニタ　　一式（搬入、据
付、調整、撤去を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年10月11日
㈱ダテ・メディカルサービス
京都市伏見区竹田北三ツ杭町４８

一般競争入札 － 9,999,720 －

医療材料　Ｊ＆Ｊ社製　ＬＡＳＳＯ２５１５
ＮＡＶＩ　ｅｃｏ　Ｄ１３４３０１　７Ｆｒ　１１５
ｃｍ　外２７点の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月28日
株式会社ダテ・メディカルサービス
京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町４
８

一般競争入札 －
175,385,206

（支出予定額）
－ 単価契約

医療材料　ニプロ社製　ニプロＦＳ血
糖センサーライト　１１－７６６　３０マイ
イリ　外１点の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月28日
石黒メディカルシステム株式会社滋賀支
店
滋賀県守山市勝部６丁目４番３６号

一般競争入札 －
9,080,080

（支出予定額）
－ 単価契約

医療材料　Ｊ＆Ｊ社製　ＬＦＳクイックセ
ンサー　　２３８３９　３０マイイリ　外２点
の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月28日
株式会社増田医科器械
京都府京都市伏見区竹田藁屋町５０番
地

一般競争入札 －
21,798,284

（支出予定額）
－ 単価契約

医療材料　Ｊ＆Ｊエチコン社製　イン
ターシード　４３５０ＸＬ　１２．７＊１５．
２ｃｍ　外１１点の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月28日
株式会社三笑堂滋賀支店
滋賀県栗東市手原１丁目５番３６号

一般競争入札 －
59,198,221

（支出予定額）
－ 単価契約

医療材料　コヴィディエンジャパン社
製　エンドＧＩＡ　トライステープル６０
（縫合器用カートリッジ）　ＥＧＩＡ６０Ａ
ＭＴの購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月28日
佐野器械株式会社
京都府京都市南区上鳥羽奈須野町１－
１

一般競争入札 －
6,739,200

（支出予定額）
－ 単価契約

医療材料　アルコン社製　コンステ
レーション　２５Ｇコンバイントータルプ
ラスパック　８０６５７５２０２２　外１点の
購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月28日
株式会社城南メディカル
京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花４８－１

一般競争入札 －
15,388,380

（支出予定額）
－ 単価契約

医療材料　セントジュードメディカル
社製　ドラゴンフライ　ＯＰＴＩＳ　Ｃ４０８
６４５の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月28日
株式会社池上器械
京都府京都市南区上鳥羽北島田町１０
９－２

一般競争入札 －
7,524,272

（支出予定額）
－ 単価契約

医療材料　ニプロ社製　ＵＴフィル
ター　ＵＴ－１５００Ｓの購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月28日
西村器械株式会社
京都市中京区河原町通夷川上ル指物
町３３０番地

一般競争入札 －
3,538,080

（支出予定額）
－ 単価契約
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医療材料　三和化学社製　グルテスト
Ｎｅｏセンサーの購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月28日
株式会社スズケン大津支店
滋賀県大津市稲津一丁目４番４４号

一般競争入札 －
4,082,400

（支出予定額）
－ 単価契約

バイオハザード対策用キャビネット
一台（搬入、据付、調整、撤去及び処
分を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月28日
㈱増田医科器械　京都市伏見区竹田藁
屋町５０番地

一般競争入札 － 3,542,400 －

次亜塩素酸ナトリウム水溶液 外２点
（搬入及び薬剤投入を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月15日

 
清水実験材料株式会社
京都府京都市左京区吉田下阿達町37
番地

一般競争入札 － 5,034,657 －

タンパク質多項目同時解析装置 一
式（搬入、据付、配線、調整を含む）

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月15日
和研薬株式会社
京都市左京区一乗寺西水干町17番地 一般競争入札 － 9,658,440 －

医薬品「タコシール組織接着用シート
9.5cm×4.8cm」外49点の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月15日
株式会社メディセオ
東京都中央区八重洲二丁目７番１５号

一般競争入札 －
419,089,779

（支出予定額）
－ 単価契約

医薬品「エスラックス静注
50mg/5.0mL 50mg/5mL/瓶」外29点
の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月15日
株式会社ケーエスケー滋賀支店
草津市南草津１番４番７号

一般競争入札 －
244,819,686

（支出予定額）
－ 単価契約

医薬品「ビミジム点滴静注液5mg
5mg/5mL/瓶」外24点の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月15日
株式会社スズケン大津支店
大津市稲津一丁目４番４４号

一般競争入札 －
224,810,984

（支出予定額）
－ 単価契約

医薬品「アルブミナー25%静注
12.5g/50mL 50mL/B」外13点の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月15日
アルフレッサ株式会社滋賀第二支店
栗東市野尻６０４番地

一般競争入札 －
132,807,660

（支出予定額）
－ 単価契約

医薬品「生食注シリンジ「SN」10mL」
外2点の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月15日
東邦薬品株式会社滋賀営業部
草津市追分一丁目５番１８号

一般競争入札 －
10,694,592

（支出予定額）
－ 単価契約

医薬品「サブパック血液ろ過用補充
液－Ｂｉ 2020mL/キット」の購入

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年9月15日
株式会社三笑堂滋賀支店
栗東市手原１丁目５番３６号

一般競争入札 －
6,376,320

（支出予定額）
－ 単価契約

医療用液体酸素の購入　純度99.5％
以上　予定数量161,340ｋｇ

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年8月10日
大陽日酸株式会社京滋支店
滋賀県草津市若竹町１０－４１

一般競争入札 －
7,231,258

（支出予定額）
－ 単価契約

滋賀医科大学臨床研究棟改修に伴う
移転業務請負(一期戻り移転・二期移
転)

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年8月2日

 
ブルームビルド株式会社
宮城県黒川郡大和町杜の丘３－２－６

一般競争入札 － 26,784,000 －
低入札価格調査

実施済

滋賀医科大学医学部附属病院ＳＰＤ
（物流管理）システム管理運用等業務
請負

国立大学法人滋賀医科大学
学長　塩田浩平
滋賀県大津市瀬田月輪町

平成29年8月1日
株式会社メディカルサポート
京都市南区上鳥羽北塔ノ本町２番地

一般競争入札 － 32,021,568 －

※予定価格及び落札率の欄の「－」は同種の他の契約の予定価格を類推される等のおそれがあるため公表しないもの。


