
(部局名)

１　開催日

２　委員の氏名及び役職等 委 員 長
委 員
委 員

３  審査対象期間

４　審査契約件数
（１）公共工事

①　競争入札によるもの
　　・審査対象件数 0 件
　　・審議件数 0 件

うち、低入札価格調査の対象となったもの 0 件

②　随意契約によるもの
　　・審査対象件数 0 件
　　・審議件数 0 件

（２）物品・役務等
①　競争入札によるもの
　　・審査対象件数 13 件
　　・審議件数 8 件

うち、契約金額が500万円以上のもの 5 件
うち、参加者が一者しかいないもの 0 件
うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの

0 件

②　随意契約によるもの
　　・審査対象件数 9 件
　　・審議件数 6 件

0 件

0 件

0 件
　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの

0 件

５　審査案件の抽出方法

６　審査結果
不適切等と判断した件数 0 件
結果内容及び措置状況（具体的な内容を記載するとともに、審査を行った際の書類も併せて提出すること。）

平成２５年７月１日～９月３０日契約締結分

　うち、直近の随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないもの

　うち、新規案件で競争性のない随意契約で調達しているもの

　うち、企画競争又は公募をしたが、参加者（応募者）が一者しかいないもの

５００万円以上の物品役務等は全て。
１００万円以上５００万円未満（入札）は、落札率が低い案件。
１００万円以上５００万円未満（随意契約）は、落札率が100％の案件。

所見なし

公共調達審査会活動状況報告書

国立医薬品食品衛生研究所

平成２５年１０月２９日（火）

　奥田　晴宏　（副所長）
　中垣　俊郎　（企画調整主幹）
　今井　愛　　 （総務部総務課厚生係長）



別紙様式３

部局名：国立医薬品食品衛生研究所

公益法
人の区
分

国所
管、都
道府県
所管の
区分

応札・
応募者
数

1
違法ドラッグデータ閲覧システム　1式
購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年7月24日

株式会社ヒューリンクス
代表取締役　藤澤　義麿
東京都中央区日本橋藤崎町５－１
４

一般競争入札         7,417,585         6,804,000 91.7% 所見なし

2 プローブ交換用冷却システム

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年8月6日

株式会社JEOL RESONANCE
ソリューション・マーケティング部総
括部長　根岸　克行
東京都立川市曙町２－８－３

一般競争入札         9,767,476         9,765,000 99.9% 所見なし

3 高性能質量解析システム　1式　賃貸借

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年8月26日
日立キャピタル株式会社
代表執行役　三浦　和哉
東京都港区西新橋２－１５－１２

一般競争入札       99,996,120       99,156,960 99.2% 所見なし

4
Transpack Packaging Extract（100反応）
単価契約

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研
究所総務部長
日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀
１－１８－１

平成25年9月17日

尾崎理化株式会社
代表取締役　尾崎　晃
神奈川県相模原市緑区根小屋１８
８８

一般競争入札 720,800/箱（税抜） 636,000/箱（税抜） 88.2%

単価契約
概算見込額
6,678,000円

2者

所見なし

5
内分泌かく乱化学物質スクリーニン
グ試験（子宮肥大試験）一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年9月25日

株式会社化合物安全性研究所
代表取締役社長　松浦正男
北海道札幌市清田区真栄３６３
番２４

一般競争入札         9,418,500         6,300,000 66.9% 3 所見なし

6
指定添加物等の安全性に関する試験
（グルコン酸第一鉄外４物質に関する染
色体異常試験）　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年7月19日
株式会社ボゾリサーチセンター
代表取締役　山内久実
東京都渋谷区大山町３６－７

一般競争入札         7,350,000         3,517,500 47.9% 6 所見なし

7
指定添加物等の安全性に関する試験
（酢酸シクロヘキシル外４物質に関する
染色体異常試験）　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年7月19日

株式会社化合物安全性研究所
代表取締役社長　松浦正男
北海道札幌市清田区真栄３６３番
２４

一般競争入札         7,350,000         3,045,000 41.4% 5 所見なし

8
難分解性・高蓄積物質に関する毒性
等調査：国際文書化作成業務　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年9月10日

一般財団法人化学物質評価研究
機構
安全性評価技術研究所長　今田
中　伸哉
東京都文京区後楽一丁目４番２
５号

一般競争入札         8,327,226         3,328,500 40.0% 3 所見なし

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

公益法人の場合

備　考
公共調達審査会
審議結果状況（所

見）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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）



公益法
人の区
分

国所
管、都
道府県
所管の
区分

応札・
応募者
数

公益法人の場合

備　考
公共調達審査会
審議結果状況（所

見）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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）

9 純水・超純水製造装置　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年8月1日

株式会社帝国理化
代表取締役　鈴木洋史
東京都中央区日本橋室町２－５－
８－７０２

一般競争入札         3,129,000         3,050,250 97.5%

10
食品添加物（増粘剤及び酵素）のサルモ
ネラ試験の培養温度の同等性に関する
検討　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年8月2日

一般財団法人日本食品分析セン
ター
理事長　佐藤秀隆
東京都渋谷区元代々木町５２番１
号

一般競争入札         3,668,704         2,887,500 78.7% 2

11
酵素製品（食品添加物）における微生物
限度試験の適合性に関する検討　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年8月2日

一般財団法人日本冷凍食品検査
協会
理事長　前田重春
東京都港区芝大門２－４－６

一般競争入札         2,919,294         2,476,740 84.8% 2

12 リアルタイムPCR装置　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年8月6日

岩井化学薬品株式会社
代表取締役社長　　岩井　正雄
東京都中央区日本橋本町３－２－
１０

一般競争入札         4,003,650         3,960,600 98.9%

13
内分泌かく乱化学物質スクリーニン
グ試験（ハーシュバーガー試験）一
式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年9月25日
株式会社ボゾリサーチセンター
代表取締役　山内久実
東京都渋谷区大山町３６－７

一般競争入札         3,407,250         2,058,000 60.4% 4

※以下の①～⑤に該当する場合には、備考欄に当該符号を付すこと。

⑤委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」
④新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」
③競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」
②随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」
①低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」



別紙様式４

部局名：国立医薬品食品衛生研究所

公益法
人の区
分

国所
管、都
道府県
所管の
区分

応札・
応募者
数

1
平均的食事からの放射性物質摂取量
推定のための試料調製　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年8月7日

一般財団法人日本食品分析セ
ンター
理事長　佐藤秀隆
東京都渋谷区元代々木町５２
番１号

公募を実施し、応募のあった者が一者であったため会計
法２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の
４第
３号による随意契約を締結した

    21,819,000     21,819,000 100.0% 1 所見なし

2
安全性審査済の遺伝子組換え食品
の検査法の確立と妥当性確認試験
一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年8月19日

独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構
食品総合研究所長　大谷　敏
郎
茨城県つくば市観音台２－１－
１２

遺伝子組換え食品開発当初から検査法の開発研究を行
うとともに、検査法開発研究部門の他に精度管理を専門
とする部門があり、相互に連携しながら高い精度の検査
法確立を行うことができる環境にある我が国唯一の研究
機関であることより、会計法第２９条の３第４項に基づく
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契
約を締結した。

      9,000,000       9,000,000 100.0% 所見なし

3
即時型食物アレルギーによる健康被
害防止のための資料改訂及び各種
食物アレルゲンに関する解析　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年7月30日

分任契約担当者
学校法人藤田学園
理事長　小野雄一郎
愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪
１－９８

過去に食物アレルギー・ヒヤリハット事例集の作成に関
わり、またアレルゲンの解析作業も行える食物アレル
ギーに関する高度な専門性を有する機関で行う必要性
から、当該機関以外実施し得ないため、会計法第２９条
の３第４項に基づく予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号により随意契約を締結した。

      4,950,000       4,950,000 100.0% 所見なし

4
マーケットバスケット試料のプルトニウ
ム分析　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年8月7日

公益財団法人日本分析セン
ター
放射能分析業務部長　池内嘉
宏
千葉県千葉市稲毛区山王町２
９５番地の３

公募を実施し、応募のあった者が一者であったため会計
法２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の
４第
３号による随意契約を締結した

      4,935,000       4,935,000 100.0% 公財 1 所見なし

5
食品試料中のプルトニウム分析　一
式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年8月7日

公益財団法人日本分析セン
ター
放射能分析業務部長　池内嘉
宏
千葉県千葉市稲毛区山王町２
９５番地の３

公募を実施し、応募のあった者が一者であったため会計
法２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の
４第
３号による随意契約を締結した

      2,598,750       2,598,750 100.0% 公財 1 所見なし

6
次世代医療機器評価指標作成事業
心臓カテーテルアブレーション
一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年9月2日

国立大学法人東京医科歯科
大学
学長　大山　喬史
東京都文京区湯島一丁目５
番４５号

国が承認を与えることになる新規技術を活用する次
世代医療機器について、迅速且つ効率的に審査をす
るための評価指標の作成を目的としている事業であ
り、利益相無い中立的な者と契約する必要があるこ
と。また、17年度から実施している同事業に係る分
析技術・手法との整合性を維持する必要性から、当
該機関以外実施し得ないため会計法第２９条の３第
４項に基づく予算決算及び会計令１０２条の４第３
号により随意契約を締結した。

  4,000,000   4,000,000 100.0% 所見なし

公共調達審
査会審議結
果状況（所

見）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

公益法人の場合
再就職
の役員
の数
（人）

備　考



公益法
人の区
分

国所
管、都
道府県
所管の
区分

応札・
応募者
数

公共調達審
査会審議結
果状況（所

見）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
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

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

公益法人の場合
再就職
の役員
の数
（人）

備　考

7 パソコン　８台　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年7月9日

株式会社伊藤サプライ
東京都世田谷区喜多見２－１
０－３
代表取締役　伊藤嘉信

予定価格が160万円を超えない物品の購入であることか
ら、予算決算及び会計令第99条第3号に該当するため。       1,557,150       1,544,550 99.2%

8
次世代医療機器評価指標作成事業
再生医療分野　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年7月30日

国立大学法人大阪大学
大学院医学系研究科長　金田
安史
大阪府吹田市山田丘２番２号

国が承認を与えることになる新規技術を活用する次世代
医療機器について、迅速且つ効率的に審査をするため
の評価指標の作成を目的としている事業であり、利益相
無い中立的な者と契約する必要があること。また、17年
度から実施している同事業に係る分析技術・手法との整
合性を維持する必要性から、当該機関以外実施し得な
いため会計法第２９条の３第４項に基づく予算決算及び
会計令１０２条の４第３号により随意契約を締結した。

      4,025,963       4,000,000 99.4%

9
次世代医療機器評価指標作成事業
三次元積層インプラント分野　一
式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成25年9月2日

国立大学法人大阪大学
大学院医学系研究科長　金
田安史
大阪府吹田市山田丘２番２
号

国が承認を与えることになる新規技術を活用する次
世代医療機器について、迅速且つ効率的に審査をす
るための評価指標の作成を目的としている事業であ
り、利益相無い中立的な者と契約する必要があるこ
と。また、17年度から実施している同事業に係る分
析技術・手法との整合性を維持する必要性から、当
該機関以外実施し得ないため会計法第２９条の３第
４項に基づく予算決算及び会計令１０２条の４第３
号により随意契約を締結した。

  4,517,928   4,500,000 99.6%

②随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」

③競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」

④新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」

⑤委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」

※以下の①～⑤に該当する場合には、備考欄に当該符号を付すこと。

①低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」


