
「健康被害救済業務システムリプレイス業務一式」に係る参加要項 

 

第１条 「健康被害救済業務システムリプレイス業務一式」に参加を希望する者は、下

記３に掲げる提出書類を下記５に掲げる方法で提出し参加を申し込むこと。提出期限ま

でに到達しない申込書は無効とするので、郵送による提出する場合は所要時間を十分考

慮し、余裕をもって送付すること。 

 

第２条 提出書類の記載にあたっては、下記４に留意して行うこと。 

 

第３条 提出書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取り消しを行うことは出

来ない。 

 

第４条 本公告記載のもの以外で、次に掲げるものに該当する参加申し込みは無効とす

る。 

 （１）本事項の規定に違反する参加申込み 

 （２）その他契約担当者等が提出書類不完全と認めたもの 

 

第５条 提出書類は、当機構選定委員による審査を行い、採用の是非を決定する。採用

の是非については、遅滞なく参加者に対し通知する。 

 

第６項 本事項に定めのない事項は全て会計規程に定めるところによって処理する。 

 

記 

 

１．業務内容 

  件名：健康被害救済業務システムのリプレイス業務一式  

 

２．契約期間 

  契約締結日 から 平成３７年３月３１日 

  ※詳細については、仕様書を確認すること。 

 

３．提出書類・部数 

 （１）企画提案書（仕様書、記５．及び記７．評価項目参照） 

    紙媒体 １４ 部（法人名入り：正副２部、法人名無し：１２部） 

    電子媒体（CD-R）２部（法人名入り Ver.／法人名無し Ver.を入れること） 

    なお、企画提案書には実施スケジュール及び実施体制図を記載すること。 



 

４．留意事項 

 提出された書類に対する経費の支出は一切行わない。また、提出書類は返却しない。 

  提出書類は営業上の機密事項が含まれていることに配慮し、非公開とする。 

  また、入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報及びそ

の他の件（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。 

 

５．提出場所・期限 

 （１）提出場所・連絡先 

  ① 企画提案書（別紙１評価基準書の評価項目に沿った形で作成すること） 

（以下の部署に紙媒体１４部及び CD-R２部を提出すること） 

   ・独立行政法人医薬品医療機器総合機構 ７階西 

    （新霞が関ビル６階 PMDA総合受付で担当者を呼び出してください。） 

    健康被害救済部企画管理課 電話：03-3506-9460 

  （２）提出期限 

    平成３１年５月２０日（月） １７時００分 （必着） 

  （３）提出方法 

    直接提出 

     郵送での提出も可とするが、提出期限までに到達しなかった申込書は無効とす

る。土曜日、日曜日及び休日の受付は行わない。 

 

   ・選 定 

     提出書類に基づいて審査を行い、質疑等を行ったうえで、評価基準書に基づき選

定する。提案書による説明として、プレゼンテーションを１者あたり３０分程度

（質疑応答・評価採点時間を含む）実施するものとする。 

     価格点及び技術点の合算による総合評価落札方式により、最も点数の高かった

事業者を選定する。 

 

 ６．落札者決定方式 

   落札者の決定は、企画段階で作成した企画提案書を利用し、一般競争入札（総合評価 

落札方式）により、総合評価点の最も高い者を落札者とする。 

 なお、技術の評価にあたっては、医薬品医療機器総合機構（以下、「機構」という。）

に設置する健康被害救済業務システムリプレイス業務一式選定委員会（以下、「選定委

員」という。）にて評価を行う。 

 

（１）選定の手順 



①価格入札を実施、入札価格が予定価格を上回った者はその時点で失格となり、プ

レゼンテーションに進めない。ただし、入札をした全ての者の入札価格が予定価格

を上回った場合は、その場で再度入札を実施する場合がある。 

②入札価格が予定価格の範囲内であった参加者に対し、技術審査を実施する。参加

者は企画提案書に基づき企画案プレゼンテーションを行い、評価を受ける。 

   評価は機構選定委員が行う。 

③参加者は選定委員から質疑を受ける。 

④選定委員は、上記②及び③の結果を審議する。 

⑤審議終了後、各選定委員は参加者の技術点数を投票用紙に記入し、投票する。 

⑥機構は、各参加者が入札した価格と機構算定の予定価格により、各参加者の価格

点を決定する。 

    ⑦機構は、価格点及び技術点の合計点を算出し、最高点を得た参加者を落札者とし、

契約を行う。結果については、速やかに参加者全員に通知する。 

    ⑧入札に際し著しく低い価格にて入札した場合には、機構が調査を実施し、契約履

行ができないと認められる場合には、その者との契約を結ぶことはせず、次点の者

と契約を結ぶこととする。また、次点の者についても同様とする。 

 

  （２）評価点の算出方法 

     本業務の選定については、一般競争入札（総合評価落札方式）により落札者を決

定する。落札者の決定方法については次に掲げる通りとする。 

    ①価格点と技術点の合計点が最も高かった者が落札者となる。 

    ②価格に対する得点を 400点、技術に対する得点を 1,200点とする。 

    ③価格点は、入札価格を予定価格で除した値を１から減じた値に、400を乗じ算出

（小数点以下第二位を四捨五入）する。 

      価格点の満点（400点）×（１－入札価格／予定価格） 

     競争入札のため予定価格は公表しない。入札価格が予定価格を超えた者は、技術

審査に進めないものとする。     

    ④技術点は、企画提案書とプレゼンテーションを総合して評価を行う。評価に当た

っては、「７．技術点の評価基準」に基づき審査、採点する。このとき、評価基

準書の採点項目ごとの平均点（小数点以下第二位を四捨五入）を合計して算出す

る。 

 

 ７．技術点の評価基準 

  別紙１「評価基準表」を参照 

 

 



８．入札実施日時 

（１）入札公告  

  （２）入札説明会  

（３）企画提案書提出  

（４）入札、プレゼンテーション 

（５）落札者決定、契約  

４月  9日（火）

４月１６日（火） 

５月２０日（月） 17 時 00 分まで 

５月２４日（金）  13 時 30 分から

５月２４日（金） 



健康被害救済業務システムのリプレイス業務一式に係る評価基準書 

（価格点の評価） 

評価項目 評価基準 配点 

1 価格 価格点＝４００（価格点の満点）×［１－（入札価格／予定価格）］ 400 

（技術点の評価） 

評価項目 調達仕様書に 

掲げる要件 

評価基準 配点 基準 

点 

1 調達案件

の概要に

関する事

項 

１調達案件の概要

に関する事項 

調達の概要及び内容を理解した上で、提案者の本調達全体

の遂行に当たっての基本的考え方（取り組み方針）が記載さ

れていること。 

20 ― 

2 作業体制、

工程管理 

３作業の実施内容

に関する事項 

５作業の実施体制・

方法に関する事項 

提案書により、全ての要件を満たすことを明示されている

こと。 

・各ステップの作業方針が仕様書の当該部分に示す要件を

満たす形で明記されていること。 

・本調達における責任者のプロジェクトマネージメントに

関する資格や実績が明記されていること。 

・各ステップを実施するためのプロジェクト体制が明記さ

れおり、各担当の役割が明確に示されていること。 

100 ― 

・基盤作業（ハードウェア、ソフトウェアの設計・導入及び

設定・テスト作業、移行作業等）及び業務アプリケーション

作業（設計、製造、テスト検証、移行等）のシステム利用開

始までに係る具体的な作業内容・スケジュールが提示され

ているとともに、各作業の依存関係やクリティカルパスが

明確に示されていること。 

・他システムと連携する部分について、どのような作業が発

生するか明確に示されており、効果的な方策が具体的に示

されていること。 

80 ― 

リプレイス後の運用保守のしやすさを考慮した基本設計

書、詳細設計書の体系、記載レベルについて、具体的に示さ

れていること。 

100 ― 

3 具体的な

技術要件 

別紙 3機能要件 提案書により、「別紙 3機能要件」に記載の項目を満たすこ

とを明示されていること。 

・各システムのマイグレーション対応方式について、効果的

な方策が具体的に示されていること。 

・各システムのマイグレーション後の品質を確実に担保す

るための方法について、効果的な方策が具体的に示されて

300 ― 



評価項目 調達仕様書に 

掲げる要件 

評価基準 配点 基準 

点 

いること。 

別紙 4非機能要件 

 

提案書により、「別紙 4機能要件」に記載の項目を満たすこ

とを明示されていること。 

・「10情報セキュリティに関する事項」の①～⑨の項目への

対応について、効果的な方策が具体的に示されていること。 

・移行要件を実現するための効果的な方策が具体的に示さ

れていること。 

・セキュリティや運用効率を考慮したネットワーク構成に

ついて、効果的な方策が具体的に示されていること。 

・更改後のソフトウェア構成について、マイグレーション後

の違いや各ソフトウェアのバージョン・サポート期限を含

めて具体的に示されていること。 

・リプレイス後の運用保守のしやすさを考慮した運用手順

書、システム操作手順書の体系、記載レベルについて、具体

的に示されていること。 

・監視要件について、監視対象も含めて効果的な方策が具体

的に示されていること。 

・データ管理要件、ログ運用要件について、ログ取得対象も

含めて効果的な方策が具体的に示されていること。 

・ハードウェア、ソフトウェアの保守対応の実績や保守体

制、障害発生時の対応について、具体的に示されているこ

と。 

・バックアップ要件を実現するための効果的な方策が具体

的に示されていること。 

・ウイルス対策管理要件、Windowsセキュリティパッチ配

信要件を実現するための効果的な方策が具体的に示されて

いること。 

・構成管理ツール、構成管理運用について、対象資産も含め

て効果的な方策が具体的に示されていること。 

400 ― 

別紙6セキュリティ

要件 

 

「別紙 6 セキュリティ要件」に記載されている全ての要件

を実現するための効果的な方策が具体的に示されているこ

と。 

50 ― 

別紙8システム要件 「別紙 8 システム要件」に記載されている全ての要件を満

たすこと。また、満たしていることの根拠を明確にするこ

と。 

80 ― 

4 ワーク・ラ なし 女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業） 30 ― 



評価項目 調達仕様書に 

掲げる要件 

評価基準 配点 基準 

点 

イフ・バラ

ンス等の

推進に関

する指標 

次世代法に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナくるみ

ん認定企業） 

20 ― 

若者雇用促進法に基づく認定 

（ユースエール認定企業） 

20 ― 

 

合計 

 

1200 

 

400 

 

１．価格点 400点満点、技術点 1200点満点（1：3）とする。 

２．技術点の評価点は、採点の目安を基に、各評価項目に示した範囲の点数で評価。（各者、項目毎に絶

対評価で採点。各者間の相対評価ではない。） 

３．技術点の評価項目について、合計点の採点結果（点数は採点者全員の平均値）が基準点に達しなけれ

ば、当該事業の確実な遂行が危ぶまれる可能性があるため、不合格とする。 




