
 

 

令和元年度 PMDAメディナビ、健康被害救済制度及び 

RMPの認知度向上のための印刷発送業務に関する仕様書 

 

１．業務名 

令和元年度 PMDAメディナビ、健康被害救済制度及び RMPの認知度向上のための印刷

発送業務 

 

２．目的 

医薬品医療機器総合機構（以下、PMDAという）安全性情報・企画管理部では平成 17

年 8月から「医薬品医療機器情報配信サービス（PMDAメディナビ）」により、医薬品・

医療機器等の安全に関する特に重要な情報が発出された際に、登録者の電子メールア

ドレス宛にどこよりも速く情報を配信するサービスを提供している。 

健康被害救済部においては、一般国民及び医療関係者等に対し健康被害救済制度に

ついて、種々の媒体を用いて広報活動を実施している。 

また、PMDAでは、PMDAホームページに医薬品リスク管理計画（RMP）を掲載し、医

療従事者向けに提供している。 

本業務は PMDA メディナビの更なる登録件数の増加、認知度の向上、健康被害救済

制度の周知、認知度の向上及び RMPの認知度、活用度の向上を目的として配布するリ

ーフレットの印刷業務を委託するものである。 

 

３．業務の範囲及び内容 

（1） 印刷・発送業務について 

① 各種リーフレットの印刷 

以下の内容でリーフレットを印刷し、指定場所に納品する。 

①－１ 

・1種類（3分でわかる！RMP講座） 

・デザイン：PMDAから元データを提供（PDFファイル） デザイン修正無し 

・規格： A4 1枚、コート紙 菊判 76.5ｋｇ （両面、カラー４色） 

・校正：1回以上 

・色校：1回以上（本番同様の機械・用紙で印刷をおこなうこと） 

・印刷枚数：6,000部 

・梱包単位：500部単位（100部ごとに合紙を挟み納品すること）で梱包し、包

み紙にリーフレットの種類等、PMDAが指定する内容を明記のこと 

・納期：契約日から 1ヵ月内のなるべく早い日程（具体的な日程は契約後調整） 

・送付先：PMDA安全性情報・企画管理部 

 

 



 

 

①－２ 

・A（汎用版）、B（歯科医師向け）、C(薬剤師向け)の 3種類 

・デザイン：PMDAが提供するデータ（aiファイル、excelファイル、PPTファ

イル）を元にデザインを修正（詳細については PMDAの指示に従うこと。） 

・規格： A3（中折り） 1枚、コート紙 菊判 76.5ｋｇ （両面、カラー４色） 

・校正：1回以上 

・色校：1回以上（本番同様の機械・用紙で印刷をおこなうこと） 

・印刷部数：A 15,000部 B 2,000部 C 3,000部 

・梱包単位：500部単位（100部ごとに合紙を挟み納品すること）で梱包し、包

み紙にリーフレットの種類等、PMDAが指定する内容を明記のこと 

・納期：A（汎用版）：契約日から 1 ヵ月内のなるべく早い日程（具体的な日程は

契約後調整） 

B(歯科医師向け)：令和元年 9月上旬(具体的な日程は契約後調整） 

C(薬剤師向け)：令和 2年 3月末（具体的な日程は契約後調整） 

・送付先：PMDA安全性情報・企画管理部 

 

② 薬剤師免許配布時広報資材の印刷・発送 

以下の内容でリーフレットおよび送付状を印刷し、発送を行うこと。  

＜リーフレット＞ 

・デザイン：PMDAが提供するデータ （aiファイル、excel ファイル、PPTフ

ァイル）を元にデザインを修正（詳細については PMDA の指示に従うこと。） 

・規格：A3（中折り）1枚、コート紙 菊判 76.5ｋｇ （両面、カラー４色） 

・校正：1回以上 

・色校：1回以上（本番同様の機械・用紙で印刷をおこなうこと） 

・印刷部数：19,000部 

＜送付状＞ 

・デザイン：PMDAから提示 （wordファイル） 

・規格：A4 1枚、上質紙 四六判 70kg、片面、モノクロ 

・印刷部数：47部  

＜梱包内容及び形態・納期・送付先＞ 

・梱包内容：以下のとおりまとめ梱包すること  

・リーフレット：別途明示する指定枚数（※1）（100部ごとに合紙を

挟むこと） 

・送付状：1部 

  ・梱包単位：500部単位（100部ごとに合紙を挟む）で梱包（500部未満の

場合は１つに梱包）し、包み紙にリーフレットの種類等、PMDAが指定す

る内容を明記のこと 



 

 

  ・納期：令和 2年 3月中旬を予定（詳細については PMDAの指示に従うこと。） 

・送付先：PMDA 指定の 48 箇所（都道府県各 1 箇所ずつ及び PMDA 安全性情

報・企画管理部）（※2）。このうち、PMDA安全性情報・企画管理部納品分

は、1,000 部を予定。 

 

③ 医師免許配布時広報資材の印刷・発送 

以下の内容でリーフレットおよび送付状を印刷し、発送を行うこと。  

＜リーフレット＞ 

・デザイン：PMDAが提供するデータ （aiファイル、excelファイル）を元に、

デザインを修正（詳細については PMDAの指示に従うこと。） 

・規格：A3（中折り）1枚、コート紙 菊判 76.5ｋｇ （両面、カラー４色） 

・校正：1回以上 

・色校：1回以上（本番同様の機械・用紙で印刷をおこなうこと） 

・印刷部数：12,000部 

＜送付状＞ 

・デザイン：PMDAから提示 （wordファイル） 

・規格：A4 1枚、上質紙 四六判 70kg、片面、モノクロ 

・印刷部数：47部  

＜梱包内容及び形態・納期・送付先＞ 

 ・梱包内容：以下のとおりまとめ梱包すること  

・リーフレット：別途明示する指定枚数（※1）（100部ごとに合紙を

挟むこと） 

・送付状：1部 

  ・梱包単位：500部単位（100部ごとに合紙を挟む）で梱包（500部未満の

場合は１つに梱包）し、包み紙にリーフレットの種類等、PMDA が指定する

内容を明記のこと 

 ・納期：令和 2年 3月中旬を予定（詳細については PMDAの指示に従うこと。） 

・送付先：PMDA 指定の 48 箇所（都道府県各 1 箇所ずつ及び PMDA 安全性情

報・企画管理部）（※2）。このうち、PMDA安全性情報・企画管理部納品分

は、1,000 部を予定。 

 

④ 歯科医師免許配布時広報資材の印刷・発送 

以下の内容でリーフレットおよび送付状を印刷し、発送を行うこと。  

＜リーフレット＞ 

・デザイン：PMDAが提供するデータ （aiファイル、excel ファイル、PPTフ

ァイル）を元にデザインを修正（詳細については PMDA の指示に従うこと。） 

・規格：A3（中折り）1枚、コート紙 菊判 76.5ｋｇ （両面、カラー４色） 



 

 

・校正：1回以上 

・色校：1回以上（本番同様の機械・用紙で印刷をおこなうこと） 

・印刷部数：3,800部 

＜送付状＞ 

・デザイン：PMDAから提示 （wordファイル） 

・規格：A4 1枚、上質紙 四六判 70kg、片面、モノクロ 

・印刷部数：47部  

＜梱包内容及び形態・納期・送付先＞ 

・梱包内容：以下のとおりまとめ梱包すること  

・リーフレット：別途明示する指定枚数（※1）（50 部ごとに合紙を

挟むこと） 

・送付状：1部 

  ・梱包単位：500部単位（50部ごとに合紙を挟む）で梱包（500部未満の

場合は１つに梱包）し、包み紙にリーフレットの種類等、PMDA が指定する

内容を明記のこと 

  ・納期：令和 2年 3月中旬を予定（詳細については PMDAの指示に従うこと。） 

・送付先：PMDA 指定の 48 箇所（都道府県各 1 箇所ずつ及び PMDA 安全性情

報・企画管理部）（※2）。このうち、PMDA安全性情報・企画管理部納品分

は、約 500部を予定。 

 

⑤ 実務実習用広報資材の印刷・発送 

以下の内容でリーフレットおよび送付状を印刷し、発送を行うこと。  

＜リーフレット＞ 

・デザイン：PMDA から提供する データ（ai ファイル、excel ファイル、

PPTファイル）を元にデザインを修正（詳細については PMDA の指示に従

うこと。） 

・規格：A3（中折り）1枚、コート紙 菊判 76.5ｋｇ （両面、カラー４色） 

・校正：1回以上 

・色校：1回以上（本番同様の機械・用紙で印刷をおこなうこと） 

・印刷部数：14,500部 

＜送付状＞ 

・デザイン：PMDAから提示 （wordファイル） 

・規格：A4 1枚、上質紙 四六判 70kg、片面、モノクロ 

・印刷部数：75部  

＜梱包内容及び形態・納期・送付先＞ 

・梱包内容：以下のとおりまとめ梱包すること  

・リーフレット：別途明示する指定枚数（※1）（100部ごとに合紙を



 

 

挟むこと） 

・送付状：1部   

 ・納期：令和元年 12月上旬を予定（詳細については PMDAの指示に従うこと。） 

・送付先：PMDA指定の全国 75箇所（※2） 

  

※１ 各発送先へ送付する部数については現時点で提示できないため、契約後調整する。 

※２ 各印刷物の発送先住所については現時点で提示できないため、契約後調整する。 

また、発送先の確認は密に行い、タイミングについても PMDAからの指示を厳守

すること。 

 

（2） 納品について 

（2）-1 印刷物について 

・各印刷物については、用紙の反り、折れ、シワ、たわみ、色移り等が無いものと

すること。 

（2）-2 デザイン納品形態について 

・本業務にて新規に作成した成果物（リーフレット原稿）について、別途入稿デー

タ（データ作成のアプリケーション名、バージョン等を明示）及び PMDA で編集

可能な形態（aiデータなど）を CD-Rにて PMDA安全性情報・企画管理部に納品す

ること。なお、最終的な納品形態は PMDAと協議の上、決定すること。 

 

４．個人情報の管理・取り扱いについて 

本業務で取り扱う発送先担当者名等の個人情報については個人情報保護法等に基

づき適切に管理を行うこと。 

 

５．著作権について 

 （１） 正式に採用され、使用されたデザイン及び成果物に関しては本著作権に関

する全ての著作権（著作権法第２７条、同第２８条に定める権利を含む）、使用

権等、作品に係る一切の権利を、当機構に譲渡するものとする。 

 （２） 本著作権については、正当な権利を取得した第三者およびその他の指定す

る者に対し、著作者人格権（公表権、氏名表示権および同一性保持権）を行使

しないものとする。 

 

６．再委託について 

（１） 受注者は、受注業務の全部又は主要部分を第三者に再委託することはできな

い。受注業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を

PMDAに申請し、承認を受けること。申請にあたっては、「再委託に関する承認申請

書」の書面を作成の上、PMDAに提出すること。受注者は、機密保持、知的財産権



 

 

等に関して本仕様書が定める受注者の責務を再委託先業者も負うよう、必要な処

置を実施し、PMDAに報告し、承認を受けること。なお、第三者に再委託する場合

は、その最終的な責任を受注者が負うこと。 

 

（２） 受注者又は本業務の一部の委託を受けた業者（以下この項において「委託元

業者」という。）から本業務に係る業務の一部を受けた業者は、当該業務の一部を

第三者に再委託する場合、再委託する業務の範囲及び再委託先等について、委託

元業者を通じ、受注者が取りまとめの上、PMDAに申請し、承認を受けること。申

請にあたって必要な書類及び手続き並びに本仕様書に定める責務について、（１）

に準拠する。なお、再委託された業務に係る最終的な責任は受注者が負うこと。 

 

７．秘密保持について 

PMDAから提供する配送先等の情報については、秘密保持契約の対象とする。なお、

本項目の詳細要件については秘密保持契約書に明記してあるので、受注者においては

別途書類提出を求めることとする。 

 

８．応札者の条件 

過去、同種業務の経験があり、本調達における内容を正確に理解し、確実に履行で

きること。 

 

９．契約期間 

契約締結日～令和 2年 3月 31日 

 

１０．その他 

印刷物等の作成に当たっては、グリーン購入推進の観点から、以下に配慮したもの

とすること。 

・植物由来の油を使用したインキ（いわゆる「植物油インキ」、「大豆油インキ」）で

印字すること。 

・平成 31 年 2 月閣議決定「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」中、「2．紙

類」および「22-2．印刷」記載の「【判断の基準】」を可能な限り満たすものである

こと。 

 

１１．連絡先 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

安全性情報・企画管理部 リスクコミュニケーション推進課  松田 

03-3506-9482 

matsuda-akiko●pmda.go.jp （迷惑メール対策のため、●は＠に置き換えて下さい。） 


