公益調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(物品役務等)
件名又は品目

契約年月日

契約金額

契約方式

しゅん工又
は納入期限

千葉県柏市柏の葉６－
千葉県佐倉市太田2464-1
５－１ 国立研究開発法
ワタキューセイモア株式会社 千葉営業所
人 国立がん研究セン
所長 飯島 賢
ター 東病院

施行又は
納入場所

相手方住所氏名

セットレンタル業務提携契約

令和3年7月1日

7,855,047 円

随意規約

令和3年7月1日～
令和4年6月30日

MONSTAR-SCREEN試験：データマネジメ
ント業務

令和3年7月1日

2,582,140 円

随意契約

令和3年10月31日

千葉県柏市柏の葉６－
山梨県甲府市田町アリア101
５－１ 国立研究開発法
EP山梨株式会社
人 国立がん研究セン
代表取締役社長 奥本 誠司
ター 東病院

令和3年12月31日

千葉県柏市柏の葉６－
山梨県甲府市田町アリア101
５－１ 国立研究開発法
EP山梨株式会社
人 国立がん研究セン
代表取締役社長 奥本 誠司
ター 東病院

GOZILA試験：データマネジメント業務

「がん治療中のせん妄の発症予防を目指した多
職種せん妄プログラムの開発」にかかるデータ解
析補助、データ回収に対する支援作業および
データコンバート作業

COSMOS-CRC試験：データマネジメント業
務

厚生労働省令和3年度臨床研究総合促進事業上
級者臨床研究コーディネーター養成研修受講者
専用e-learning配信サービス提供

校正用密封線源（Ge-68 LINE SOURCE 2
個 外3品目）

治験関連文書等院外倉庫保管管理業務
にかかる覚書

令和3年7月1日

令和3年7月1日

令和3年7月1日

令和3年7月5日

令和3年7月6日

令和3年7月7日

1,263,240 円

1,375,000 円

2,424,840 円

2,492,600 円

3,840,100 円

2,719,200 円

随意契約

随意契約

随意契約

令和4年3月31日

令和3年11月30日

随意契約

令和4年3月31日

随意契約

契約締結日
～令和4年1月31日

随意契約

千葉県柏市柏の葉６－
大阪府大阪市中央区今橋３‐２‐１７‐２
５－１ 国立研究開発法
有限会社 メディカル・リサーチ・サポート
人 国立がん研究セン
代表取締役 大谷 透
ター 東病院

千葉県柏市柏の葉６－
山梨県甲府市田町アリア101
５－１ 国立研究開発法
EP山梨株式会社
人 国立がん研究セン
代表取締役社長 奥本 誠司
ター 東病院

千葉県柏市柏の葉６－
５－１ 国立研究開発法
人 国立がん研究セン
ター 東病院

東京都中央区築地1丁目12－22
コンワビル5F
公益財団法人 日本教育科学研究所
理事長 大朏 直人

東京都中央区築地５－
東京都文京区本駒込２丁目２８番４５号
１－１ 国立研究開発法
公益社団法人 日本アイソトープ協会
人 国立がん研究セン
専務理事 畑澤順
ター

令和3年8月20日

千葉県柏市柏の葉６－
千葉県千葉市中央区中央港２丁目４番４号
５－１ 国立研究開発法
株式会社キーペックス
人 国立がん研究セン
代表取締役 齊藤 進
ター 東病院

NCCH2007 MASTER KEY Asiaで利用する
海外知識データベースの年間利用ライセ
ンス契約

令和3年7月7日

1,127,500 円

随意契約

令和4年3月31日

東京都中央区築地５－
東京都中央区勝どき３丁目１３番１号
１－１ 国立研究開発法
株式会社キアゲン
人 国立がん研究セン
代表取締役社長 ユストゥス・クラウゼ・ハーダー
ター

医薬品戦略相談対面助言相談料

令和3年7月9日

4,784,300 円

随意契約

令和3年9月17日

千葉県柏市柏の葉６－
東京都千代田区霞が関３－３－２ 新霞ヶ関ビル
５－１ 国立研究開発法
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
人 国立がん研究セン
理事長 藤原 康弘
ター 東病院

令和5年9月30日

東京都中央区築地５－
東京都新宿区新小川町６番２９号
１－１ 国立研究開発法
EPクルーズ株式会社
人 国立がん研究セン
代表取締役 島田 達二
ター

『切除不能進行・再発胃癌を対象とするマイクロ
サテライト不安定性ステータス別の遺伝子プロ
ファイリング及び免疫関連有害事象に関連する
遺伝子バリアントを探索する研究
(WJOG13320GPS-TR)』における、システム構築
及び運用業務

令和3年7月14日

4,889,500 円

随意契約

バイオバンク事業にかかる既存システム群
の運用に関するシステム保守作業

令和3年7月19日

2,127,400 円

随意契約

令和4年3月31日

東京都中央区築地５－
東京都中央区八丁堀２丁目２３番地１号
１－１ 国立研究開発法
株式会社DTS
人 国立がん研究セン
代表取締役社長 北村 友朗
ター

腫瘍浸潤免疫のシングルセルシークエン
スおよび情報解析

令和3年7月21日

27,164,500 円

随意契約

令和6年3月31日

千葉県柏市柏の葉６－
大阪府吹田市山田丘2-1
５－１ 国立研究開発法
KOTAIバイオテクノロジーズ株式会社
人 国立がん研究セン
代表取締役 山下 和男
ター 東病院

メラノーマBRAF遺伝子変異解析（ダブラ
フェニブ、エンコラフェニブ）

令和3年7月28日

4,862,000 円

随意契約

令和3年8月1日
～令和4年7月31日

WGS、WESデータを用いた染色体不安定
性解析業務

令和3年7月30日

2,989,500 円

随意契約

東京都中央区築地５－
東京都千代田区内神田１丁目１３番４号
１－１ 国立研究開発法
株式会社ＬＳＩメディエンス
人 国立がん研究セン
代表取締役 渡部晴夫
ター

令和4年3月31日

東京都中央区築地５－
東京都台東区蔵前４丁目１１番６号
１－１ 国立研究開発法
株式会社スタージェン
人 国立がん研究セン
代表取締役 加来 淳一
ター

血漿分離（STRECK) 単価契約

令和3年7月30日

1,650,000 円

随意契約

令和8年3月31日

東京都中央区築地５－
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
１－１ 国立研究開発法
株式会社エスアールエル
人 国立がん研究セン
専務取締役 松本 誠
ター

『服薬指導管理システム』における追加開
発業務

令和3年7月30日

1,056,000 円

随意契約

令和3年9月30日

東京都中央区築地５－
東京都新宿区新小川町６番２９号
１－１ 国立研究開発法
EPクルーズ株式会社
人 国立がん研究セン
代表取締役 島田 達二
ター

Amoy Master Panel 検査 一式(単価契約)

令和3年7月30日

193,780,620 円

随意契約

令和4年3月31日

千葉県柏市柏の葉６－
東京都千代田区内神田一丁目１３番４号
５－１ 国立研究開発法
株式会社ＬＳＩメディエンス
人 国立がん研究セン
代表取締役社長 渡部 晴夫
ター 東病院

随意契約

令和4年3月31日

千葉県柏市柏の葉６－
５－１ 国立研究開発法
人 国立がん研究セン
ター 東病院

随意契約

令和3年4月1日～
令和4年3月31日

東京都中央区築地５－
東京都新宿区西新宿２丁目１番１号
１－１ 国立研究開発法
株式会社エスアールエル
人 国立がん研究セン
代表取締役 東 俊一
ター

東京都中央区築地５－
東京都大田区東糀谷３丁目１３番７号
１－１ 国立研究開発法
株式会社トーショー
人 国立がん研究セン
代表取締役 大村 司郎
ター

東病院カタログデータの運用に関するシス
テム保守・改修作業

ＧE社製放射線装置保守業務 変更契約
一式

令和3年7月30日

令和3年7月31日

1,584,000 円

37,878,500 円

外部委託検査（FoundationOne Liquid CDx
がんゲノムプロファイリング）

令和3年8月1日

83,160,000 円

随意契約

令和3年8月1日
～令和4年7月31日

薬袋発行機年間保守契約

令和3年8月1日

1,361,360 円

随意契約

令和3年8月1日
～令和4年7月31日

東京都中央区八丁堀2-23-1
エンパイヤビル8階
株式会社DTＳ
代表取締役社長 北村 友朗

千葉県柏市柏の葉６－
東京都港区赤坂５丁目２番２０号赤坂パークビル
５－１ 国立研究開発法
GEヘルスケアジャパン株式会社
人 国立がん研究セン
支店長 中島 学
ター 東病院

備

考

公益調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(物品役務等)
件名又は品目

契約年月日

契約金額

契約方式

しゅん工又
は納入期限

施行又は
納入場所

備

相手方住所氏名

新規融合遺伝子解析(前向き研究)検査業
務 一式(単価契約)

令和3年8月1日

4,730,000 円

随意契約

令和4年3月31日

千葉県柏市柏の葉６－
東京都千代田区内神田1丁目13番4号
５－１ 国立研究開発法
株式会社 ＬＳＩメディエンス
人 国立がん研究セン
代表取締役 渡部 晴夫
ター 東病院

富士通社共同研究における実装化支援業
務

令和3年8月2日

2,178,000 円

随意契約

令和4年3月31日

東京都中央区築地５－
東京都千代田区神田三崎町2-18-5
１－１ 国立研究開発法
株式会社メディカルエージェンシー
人 国立がん研究セン
代表取締役 小林隆則
ター

令和4年3月31日

東京都中央区築地５－
東京都千代田区内神田1丁目4番地1号
１－１ 国立研究開発法
バイロン株式会社
人 国立がん研究セン
代表取締役 藤野 靖
ター

令和6年3月31日

千葉県柏市柏の葉６－
５－１ 国立研究開発法
人 国立がん研究セン
ター 東病院

国際DB Accessシステム追加開発『海外医
師/共同研究者カタログDB』

「がん局所免疫評価による腫瘍微小環境
解析に基づくがん免疫応答調節機構の解
明」における次世代シークエンス業務（単
価契約）

マウス凍結胚

TOP2がん遺伝子プロファイリング解析業
務

TOP2がん遺伝子プロファイリング解析業
務

JDreamⅢデータ一式

令和3年8月2日

令和3年8月2日

1,551,000 円

14,420,000 円

随意契約

随意契約

東京都文京区本郷７丁目３番１号
国立大学法人 東京大学
総長 藤井 輝夫
代理人
千葉県柏市柏の葉５丁目１番５号
新領域創成科学研究科

東京都中央区築地５－
神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目１７番６号
１－１ 国立研究開発法
日本チャールス・リバー株式会社
人 国立がん研究セン
代表取締役社長 武本 行弘
ター

令和3年8月4日

1,615,900 円

随意契約

令和3年12月31日

令和3年8月10日

26,950,000 円

随意契約

令和4年3月31日

東京都中央区築地５－
東京都港区芝浦1丁目1番地1号
１－１ 国立研究開発法
コニカミノルタプレシジョンメディシンジャパン株式
人 国立がん研究セン
会社
ター

令和4年3月31日

東京都中央区築地５－
東京都港区芝浦1丁目1番地1号
１－１ 国立研究開発法
コニカミノルタプレシジョンメディシンジャパン株式
人 国立がん研究セン
会社
ター

令和4年3月31日

千葉県柏市柏の葉６－
東京都港区海岸３－９－１５
５－１ 国立研究開発法
株式会社ジー・サーチ
人 国立がん研究セン
コンテンツサービスグループ長
ター 東病院

令和3年8月10日

令和3年8月10日

16,170,000 円

1,760,000 円

随意契約

随意契約

下西 英男

東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

OMOPサーバ環境構築作業(Atlas・
HADES)

令和3年8月12日

8,932,000 円

随意契約

令和3年12月1日

千葉県柏市柏の葉６－
富士通Japan 株式会社
５－１ 国立研究開発法
東京エリア本部 東京第二統括ビジネス部
人 国立がん研究セン
統括部長
ター 東病院

稲川 和昌

オフィス什器一式

研究機器（中古品）二式

令和3年8月16日

令和3年8月23日

1,446,500 円

5,852,000 円

随意契約

随意契約

令和3年8月31日

千葉県柏市柏の葉６－
株式会社コマツ
５－１ 国立研究開発法
千葉県市川市南八幡４－１５－１２
人 国立がん研究セン
代表取締役 飯沼 俊雄
ター 東病院

令和3年8月31日

千葉県柏市柏の葉６－
５－１ 国立研究開発法
人 国立がん研究セン
ター 東病院

東京都江東区新砂２丁目３番１５号
日本通運株式会社東京流通センター1号棟4階
エム・キャスト株式会社
代表取締役社長 瀬間 淑匡

遺伝子改変マウスの個体復元業務

令和3年8月23日

2,688,620 円

随意契約

令和4年2月28日

東京都中央区築地５－
神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目１７番６号
１－１ 国立研究開発法
日本チャールス・リバー株式会社
人 国立がん研究セン
代表取締役社長 武本 行弘
ター

超低温槽 一式

令和3年8月23日

1,430,000 円

随意契約

令和3年9月30日

千葉県柏市柏の葉６－
５－１ 国立研究開発法 東京都文京区本郷３丁目４番６号
人 国立がん研究セン 株式会社ＭＭコーポレーション
ター 東病院
代表取締役 北内 秀明

令和3年8月30日

千葉県柏市柏の葉６－
５－１ 国立研究開発法 千葉県市川市南八幡４－１５－１２
人 国立がん研究セン 株式会社コマツ
ター 東病院
代表取締役 飯沼 俊雄

令和4年3月31日

東京都中央区築地５－
東京都港区愛宕２丁目５番１号
１－１ 国立研究開発法
三井情報株式会社
人 国立がん研究セン
代表取締役社長 浅野 謙吾
ター

令和3年8月31日

千葉県柏市柏の葉６－
東京都港区麻布台１－７－２神谷町麻布台ビル１
５－１ 国立研究開発法
０F
人 国立がん研究セン
株式会社CGI
ター 東病院

新規ロッカー一式

ATLASプロジェクトレポート作成支援業務

CAP-LAP認定のコンサルティングサポート
一式

令和3年8月27日

令和3年8月31日

令和3年8月31日

1,372,250 円

16,721,654 円

4,012,800 円

随意契約

随意契約

随意契約

代表取締役 マーク・アラン・コルビー

小線源治療室フレキシトロン用線源フレキ
シソース

全ゲノム患者還元レポート作成支援業
務

IDCサービス利用契約（多施設共同臨床試
験支援システム）

令和3年8月31日

令和3年9月1日

令和3年9月1日

2,163,700 円

16,720,000 円

4,602,000 円

随意契約

令和3年10月31日

千葉県柏市柏の葉６－
５－１ 国立研究開発法 東京都文京区本駒込２丁目２８番４５号
人 国立がん研究セン 公益社団法人 日本アイソトープ協会
ター 東病院
専務理事 畑澤 順

随意契約

令和4年3月31日

東京都中央区築地５－
東京都港区愛宕２丁目５番１号
１－１ 国立研究開発法
三井情報株式会社
人国立がん研究セン
代表取締役社長 浅野 謙吾
ター

随意契約

令和3年9月1日
～令和4年8月31日

東京都中央区築地５－
東京都新宿区新小川町6番29号
１－１ 国立研究開発法
ＥＰクルーズ株式会社
人 国立がん研究セン
代表取締役 島田達二
ター

全ゲノム解析臨床情報EDCシステム機能
追加開発業務

令和3年9月1日

4,400,000 円

随意契約

令和3年9月30日

東京都中央区築地５－
東京都新宿区新小川町６番２９号
１－１ 国立研究開発法
EPクルーズ株式会社
人国立がん研究セン
代表取締役 島田 達二
ター

CT・MRI新設に伴う一次側電源改修工事

令和3年9月1日

2,420,000 円

随意契約

令和3年9月30日

千葉県柏市柏の葉６－
東京都足立区千住旭町2-9
５－１ 国立研究開発法
株式会社叶建装
人 国立がん研究セン
代表取締役 平松 利明
ター 東病院

令和4年3月31日

千葉県柏市柏の葉６－
５－１ 国立研究開発法
人 国立がん研究セン
ター 東病院

新システム移行後臨床試験管理システム
保守業務

令和3年9月1日

10,318,000 円

随意契約

東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
富士通Japan 株式会社
東京エリア本部 東京第二統括ビジネス部
統括部長 稲川 和昌

考

公益調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(物品役務等)
件名又は品目

令和３年度事業年度における会計監査
人監査契約

乳癌PDXを用いた抗腫瘍試験における発
現解析

寝具賃貸借

契約年月日

令和3年9月3日

令和3年9月9日

令和3年9月10日

変更契約

契約金額

16,500,000 円

1,650,000 円

13,752,710 円

契約方式

随意契約

しゅん工又
は納入期限
令和4年6月28日

随意契約

令和3年12月24日

随意契約

令和3年10月1日～
令和4年3月31日

施行又は
納入場所

相手方住所氏名

東京都中央区築地５－
１－１ 国立研究開発法 東京都千代田区有楽町1-1-2
人 国立がん研究セン ＥＹ新日本有限責任監査法人
ター

東京都中央区築地５－
東京都千代田区内神田１丁目１３番地４号株式会
１－１ 国立研究開発法
社LSIM安全科学研究所
人国立がん研究セン
代表取締役社長 高橋 要
ター

千葉県柏市柏の葉６－
東京都江東区南砂５丁目１６番５号
５－１ 国立研究開発法
東洋リネンサプライ株式会社
人 国立がん研究セン
代表取締役 松本 行雄
ター 東病院

M365多要素認証導入（共通基盤システム）

令和3年9月10日

3,899,159 円

随意契約

令和3年10月31日

東京都中央区築地５－
東京都千代田区丸の内2-7-2 ＪＰタワー
１－１ 国立研究開発法
ネットワンシステムズ株式会社
人 国立がん研究セン
代表取締役 竹下隆史
ター

ナースコールシステム保守一式

令和3年9月10日

2,695,000 円

随意契約

令和3年10月1日～
令和4年9月30日

千葉県柏市柏の葉６－
千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-3-33
５－１ 国立研究開発法
株式会社ケアコム
人 国立がん研究セン
東関東支店 支店長 矢部 剛生
ター 東病院

システムネットワーク構築業務

『全ゲノム解析臨床情報EDCシステム』
における画面改修及び外部データイン
ポートツールの追加開発業務

令和3年9月14日

令和3年9月15日

令和3年9月17日

DNA抽出作業

4,499,000 円

3,300,000 円

3,872,000 円

随意契約

随意契約

随意契約

令和4年3月18日

東京都中央区築地５－
東京都台東区蔵前４丁目１１番６号
１－１ 国立研究開発法
株式会社スタージェン
人国立がん研究セン
代表取締役 加来 淳一
ター

令和3年9月30日

東京都中央区築地５－
東京都新宿区新小川町６番２９号
１－１ 国立研究開発法
EPクルーズ株式会社
人国立がん研究セン
代表取締役 島田 達二
ター

令和4年3月25日

東京都中央区築地５－
東京都千代田区内神田１丁目１３番地４号
１－１ 国立研究開発法
株式会社LSIメディエンス
人国立がん研究セン
代表取締役 伊藤 昭夫
ター

東京都中央区築地５－
１－１ 国立研究開発法
人 国立がん研究セン
ター

がんゲノム情報レポジトリ―システム機能
追加業務

令和3年9月21日

205,183,000 円

随意契約

令和4年3月31日

清掃業務委託

令和3年9月28日

59,644,200 円

随意契約

令和3年10月1日～
令和4年3月31日

変更契約

ヒト全ゲノム ウルトラロングリード
シークエンス解析 2検体8セル

プラセボ製造及び試験薬のオーバーカプ
セル化業務

令和3年9月28日

令和3年9月28日

4,224,000 円

2,403,194 円

令和3年12月22日

随意契約

令和3年12月31日

東京都中央区築地５－
富山県富山市梅沢町２丁目９番地１号
１－１ 国立研究開発法
株式会社廣貫堂
人国立がん研究セン
代表取締役社長 塩井 貴晴
ター

東京都中央区築地５－
東京都中央区八重洲2-7-15
１－１ 国立研究開発法
株式会社メディセオ
人 国立がん研究セン
代表取締役社長 長福 恭弘
ター

東京都中央区築地５－
東京都文京区水道一丁目6番13号
１－１ 国立研究開発法
アルフレッサ株式会社 東京中央病院支店
人 国立がん研究セン
支店長 樋野 克彰
ター

随意契約

ブレヤンジ静注 単価契約

令和3年9月30日

97,943,283 円

随意契約

イエスカルタ点滴静注

令和3年9月30日

97,836,522 円

随意契約

令和3年10月1日
～令和4年11月30日

超音波診断装置Viamo用プローブ 一式

令和3年9月30日

1,498,200 円

千葉県柏市柏の葉６－
愛知県名古屋市名東区照が丘２３９－２
５－１ 国立研究開発法
日本空調サービス株式会社
人 国立がん研究セン
代表取締役 田中 洋二
ター 東病院

東京都中央区築地５－
神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目８番地８号
１－１ 国立研究開発法
株式会社ジーンベイ
人国立がん研究セン
代表取締役 上村 泰央
ター

令和3年10月1日
～令和4年11月30日

単価契約

東京都港区東新橋1-5-2
富士通Ｊａｐａｎ株式会社
東京第二統括ビジネス
部長 稲川和昌

随意契約

令和3年10月30日

千葉県柏市柏の葉６－
東京都文京区本郷３丁目４番６号
５－１ 国立研究開発法
株式会社ＭＭコーポレーション
人 国立がん研究セン
代表取締役 北内 秀明
ター 東病院

備

考

