
法人名 国立成育医療研究センター

案件番号 1/7

入札及び契約方式 一般競争入札

契約の件名及び数量 乳児用調製粉乳の調達

契約締結日 2022/3/15　契約期間（2022/4/1～2023/3/31）

契約の相手方（商号又は名称等） 雪印ビーンスターク株式会社　東日本統括支店

2022年1月28日　公告

入札経緯及び結果 2022年3月2日　入札書受領期限

2022年3月4日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 〇 法人内委員会で仕様書の審査をした

②業務等準備期間の十分な確保 〇 17日間設けた　準備期間（3月15日～3月31日 17日間）

③公告期間の見直し 〇 土日を除く20日営業日の公告期間を確保した

④公告周知方法の改善 〇 センターホームページ及び院内掲示を行った。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り 〇 入札辞退した会社にアンケートを実施した

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

（注）１．「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札
　　　　・１者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、岡田委員、西田委員

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０２１年度）　　

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

入札資料受領は１社のみだった。（参考見積は２社受領）
業者にヒヤリングしたところ、入札説明書受領を忘れていたとのこと。
今後は入札公告と同時に関係業者へ働きかけをしていく。

契約監視委員会のコメント

積極的に同業他社を調査したうえで、引き続き入札を実施されたい。



法人名 国立成育医療研究センター

案件番号 2/7

入札及び契約方式 一般競争入札

契約の件名及び数量 母体・胎児総合監視システム保守契約

契約締結日 2022/3/31　契約期間（2022/5/1～2023/4/30）

契約の相手方（商号又は名称等） 株式会社ライフメッド

2022年2月22日　公告

入札経緯及び結果 2022年3月25日　入札書受領期限

2022年3月28日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 〇 法人内委員会で仕様書の審査をした

②業務等準備期間の十分な確保 〇 30日間設けた　準備期間（4月1日～4月30日 30日間）

③公告期間の見直し 〇 土日を除く20日営業日の公告期間を確保した

④公告周知方法の改善 〇 センターホームページ及び院内掲示を行った。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り 〇 入札辞退した会社にアンケートを実施した

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

（注）１．「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札
　　　　・１者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、岡田委員、西田委員

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０２１年度）　

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

入札資料受領は１社のみだった。
等級拡大を行い幅広い入札業者を募ることにする

契約監視委員会のコメント

入札参加資格者の等級拡大を行い、引き続き入札を実施すること。



法人名 国立成育医療研究センター

案件番号 3/7

入札及び契約方式 一般競争入札

契約の件名及び数量 研究用ネットワーク機器保守業務

契約締結日 2022/3/18　契約期間（2022/4/1～2023/3/31）

契約の相手方（商号又は名称等） KCCSモバイルエンジニアリング株式会社

2022年01月27日　公告、再公告3月7日

入札経緯及び結果 2022年03月1日　入札書受領期限　再公告時3月16日

2022年3月17日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 〇 法人内委員会で仕様書の審査をした

②業務等準備期間の十分な確保 〇 13日間設けた　準備期間（3月19日～3月31日　13日間）

③公告期間の見直し 〇 土日を除く49日営業日の公告期間を確保した

④公告周知方法の改善 〇 センターホームページ及び院内掲示を行った。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り 〇 入札辞退した会社にアンケートを実施した

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

（注）１．「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札
　　　　・１者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、岡田委員、西田委員

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０２１年度）　　

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

入札資料受領は２社で１社辞退された。
業者の辞退アンケートによると、構築業者が圧倒的に有利との回答であった。
専門性が高いと考えられるが、引き続き入札を実施していく。

契約監視委員会のコメント

システムの更新時期も見据えた契約方法を検討していただきたい。



法人名 国立成育医療研究センター

案件番号 4/7

入札及び契約方式 一般競争入札

契約の件名及び数量
血液一般・生化学検査、尿検査、血清分離保存、尿検体保存の
業務委託

契約締結日 2022/3/9　契約期間（2022/4/1～2023/3/31）

契約の相手方（商号又は名称等） 株式会社エスアールエル

2022年2月7日　公告　再公告2022年2月25日

入札経緯及び結果 2022年2月24日　入札書受領期限　再公告時2022年3月7日

2022年3月8日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 〇 法人内委員会で仕様書の審査をした

②業務等準備期間の十分な確保 〇 23日間設けた　準備期間（3月9日～3月31日 23日間）

③公告期間の見直し 〇 土日を除く15日営業日の公告期間を確保した

④公告周知方法の改善 〇 センターホームページ及び院内掲示を行った。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り 〇 入札辞退した会社にアンケートを実施した

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

（注）１．「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札
　　　　・１者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、岡田委員、西田委員

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０２１年度）　

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

入札資料受領は７社あり、業者の辞退アンケートによると、①取扱のない検体があること、②休日（日曜
日）の実施は難しいとの回答を得た。仕様書を精査して、引き続き入札を実施していく

契約監視委員会のコメント

積極的に同規模他施設参入業者からの情報収集を実施すると同時に、さらに誘引を可能とするような契約
形態を検討されたい。



法人名 国立成育医療研究センター

案件番号 5/7

入札及び契約方式 一般競争入札

契約の件名及び数量
NovaSeq6000を用いたヒト全エクソンシークエンス（単価契約）
の業務委託

契約締結日 2022/3/10　契約期間（2022/4/1～2023/3/31）

契約の相手方（商号又は名称等） 株式会社髙長

2022年1月26日　公告

入札経緯及び結果 2022年2月28日　入札書受領期限

2022年3月1日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 〇 法人内委員会で仕様書の審査をした

②業務等準備期間の十分な確保 〇 22日間設けた　準備期間（3月10日～3月31日 22日間）

③公告期間の見直し 〇 土日を除く20日営業日の公告期間を確保した

④公告周知方法の改善 〇 センターホームページ及び院内掲示を行った。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り 〇 入札辞退した会社にアンケートを実施した

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

（注）１．「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札
　　　　・１者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、岡田委員、西田委員

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０２１年度）　　

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

入札資料受領は２社で１社辞退された。
業者の辞退アンケートによると、仕様に合う製品を扱ってないとの回答を得た。
専門性が高いと考えられるが、引き続き入札を実施していく。

契約監視委員会のコメント

入札参加資格者の等級拡大を行い、引き続き入札を実施すること。



法人名 国立成育医療研究センター

案件番号 6/7

入札及び契約方式 一般競争入札

契約の件名及び数量 エキスパートパネル支援システムの利用

契約締結日 2022/3/18　契約期間（2022/4/1～2023/3/31）

契約の相手方（商号又は名称等） 株式会社メディセオ

2022年1月27日　公告　再公告2022年3月4日

入札経緯及び結果 2022年3月1日　入札書受領期限　再公告時2022年3月14日

2022年3月15日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 〇 法人内委員会で仕様書の審査をした

②業務等準備期間の十分な確保 〇 14日間設けた　準備期間（3月18日～3月31日 14日間）

③公告期間の見直し 〇 土日を除く25日営業日の公告期間を確保した

④公告周知方法の改善 〇 センターホームページ及び院内掲示を行った。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り 〇 入札辞退した会社にアンケートを実施した

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

（注）１．「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札
　　　　・１者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、岡田委員、西田委員

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０２１年度）

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

入札資料受領も１社であった。
専門性が高いと考えられるが、２０日以上の公告期間を設けて、引き続き入札を実施していく。

契約監視委員会のコメント

積極的に同規模他施設の状況を調査したうえで、引き続き入札を実施されたい。



法人名 国立成育医療研究センター

案件番号 7/7

入札及び契約方式 一般競争入札

契約の件名及び数量 プロメガ社簡易DIAプロテオーム解析の受託業務委託

契約締結日 2022/3/17　契約期間（2022/4/1～2023/3/31）

契約の相手方（商号又は名称等） 株式会社髙長

2022年1月26日　公告

入札経緯及び結果 2022年2月28日　入札書受領期限

2022年3月1日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 〇 法人内委員会で仕様書の審査をした

②業務等準備期間の十分な確保 〇 15日間設けた　準備期間（3月17日～3月31日 15日間）

③公告期間の見直し 〇 土日を除く20日営業日の公告期間を確保した

④公告周知方法の改善 〇 センターホームページ及び院内掲示を行った。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り 〇 入札辞退した会社にアンケートを実施した

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

（注）１．「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札
　　　　・１者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、岡田委員、西田委員

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０２１年度）　

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

入札資料受領は２社で１社辞退された。
辞退アンケートは取得できなかったが、専門性が高いと考えられる。
２０日以上の公告期間を設けて、引き続き入札を実施していく。

契約監視委員会のコメント

入札参加資格者の等級拡大を行い、引き続き入札を実施すること。


