
「医薬品医療機器情報提供システム及び PMDA ウェブサイトの機材更

新、システム移行業務及びデータセンタ調達」参加要項

第１条 「医薬品医療機器情報提供システム及び PMDA ウェブサイトの機材更新、システム移行

業務及びデータセンタ調達」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

より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、変更又はとり消しを行うことは出来ない。

第４条 「医薬品医療機器情報提供システム及び PMDA ウェブサイトの機材更新、システム移行

業務及びデータセンタ調達」に関する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） 本要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、下記８のとおり審査を行い、採用の是非を決定する。採用の是非については、

遅延なく参加者に対し通知する。

第６条 本要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 ： 医薬品医療機器情報提供システム及び PMDA ウェブサイトの機材更新、システム移

行業務及びデータセンタ調達

２．契約期間

契約締結日から令和 10 年７月末日まで 

３．提出書類・部数

企画提案書等紙媒体 18 部（事業者名記載したもの２部、事業者名を記載しないもの 16 部） 
ＣＤ－Ｒ等 ２部

４．留意事項

提出された企画提案書等提出書類に対する経費の支出は一切行わない。また、企画提案書等提出

書類は返却しない。

企画提案書等提出書類には営業上の機密事項が含まれていることに配慮し、各参加者の企画提案



書等は非公開とする。 
 事業者名無しの提出物については、事業者名、ロゴマーク及びコーポレートカラー等を一切記載

せず、提出者が特定できないよう、最大限の配慮を行うこと。 
（パンフレット、カタログ等は除く)  

 
５．提出場所・期限 

（１） 提出場所・連絡先 
〒１００－００１３ 東京都千代田区霞が関３－３－２新霞が関ビル１３階 
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 
電話 ： ０３－３５０６－９００３ 

 
（２） 提出期日 
令和 3 年 4 月 27 日 １７：００（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。 

 
（４） 選定 
価格点と技術点の合算で、最も点数の高かった事業者を選定する。 
価格点及び技術点について、評価基準書に基づき選定する。 

 
６．プレゼンテーション及び入札の手順 

（１）価格入札を実施する。その結果、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、

その後の企画案プレゼンテーションに進めないものとする。なお、プレゼンテーションの順番

はこの時点で発表される。 
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）価格入札で入札価格が予定価格の範囲内であった参加者は、企画提案書に基づき、上記 ７．

の評価基準による評価を受けやすいようプレゼンテーションを行う。その際、事業者名は明か

さず、Ａ社・Ｂ社として実施する。企画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 15 分程度、質疑応答を 10 分程度実施するものとする。 
（３）参加者は機構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、各参加者から提出された入札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、上記（５）（６)の合計点を算出し、最高点を得た参加者を選定する。 
（８）入札に際して、著しく低い価格の入札があった場合には落札を留保し、機構が調査を実施し、

契約の履行ができないと認められる場合には、その者と契約を結ばず、次点の者を落札者とし

て契約を結ぶこととする。 

 



７．手続の全体フロー 

（１）入札公告  令和 3 年 3 月 17 日（水） 
（２）企画提案書提出 令和 3 年 4 月 27 日（火） 
（３）入札 令和 3 年 5 月 12 日（水） 
（４）開札、プレゼンテーション 令和 3 年 5 月 13 日（木） 
（５）契約締結 

  



「医薬品医療機器情報提供システム及び PMDA ウェブサイトの機材更

新、システム移行業務及びデータセンタ調達」評価基準書 

１．価格点の評価：600 点満点 

評価項目 評価基準 配点 

1 価格 価格点＝600（価格点の満点）×［1－（入札価格／予定価格）］ 600 

 
２．技術点の評価：１２００点満点 

評価項目／調達仕様書の要件／評価基準 配点 基準点

１ 調達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）が記載されているか。 
60 30 

２ 作業体制、工程管理  

 ２ 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項  

  調達案件間の作業区分における提案者に求められる役割と実施する作業

が明確に示されていること 
60 30 

 ３ 作業の実施内容に関する事項  

  企画提案書により、全ての要件を満たすことを明示されていること 必須 必須 

 ５ 作業の実施体制・方法に関する事項  

  「システムの更改（ハードウェア及びソフトウェアの更新／アプリケーシ

ョンのマイグレーション）」「データセンタ又はクラウド環境及び回線の提

供」「保守サービス及び技術支援の提供」「撤去及び現状復帰」の各作業を

実施するためのそれぞれのプロジェクト実施、品質管理、情報セキュリテ

ィ管理の体制が明記されており、各担当の役割が明確に示されているこ

と。 

60 30 

  作業要員に求める資格等の要件を満たしていること 必須 必須 

  品質管理、進捗管理、課題管理、リスク管理、コミュニケーション管理等

の作業管理に関する方針が明確に示されていること。 
120 60 

３ 機能要件、非機能要件  

 「別紙１ 機能要件」「別紙２ 非機能要件」「別紙 6 情報セキュリティ要件」  

  「別紙１ 機能要件」「別紙２ 非機能要件」「別紙 6 情報セキュリティ要

件」に記載されているすべての要件を満たすこと。また、満たしているこ

とを示すための根拠を明確にすること。 

必須 必須 
「別紙 3 サーバ構成案」「別紙 4 システム構成案」と別構成で要件と同等

の機能・性能を実現できる場合、構成を明確に説明した上で PMDA が許

可したものは可とする。 

根拠が要件に対して具体性のない実現方法となっている場合は PMDA か

ら応札者に質問を行う場合や、実現不可と判断する場合がある。 

  PMDA ウェブサイトの連携バッチ改修 60 30 



評価項目／調達仕様書の要件／評価基準 配点 基準点

情報提供システムから PMDA ウェブサイトへの連携バッチを廃止し、情

報提供システムのデータを直接参照して PMDA ウェブサイトの添付文書

等検索機能を情報提供システムで公開された情報をタイムラグなく利用

できるようにすると共に、将来、添付文書等の件数が増加した場合にスト

レージの消費量を抑制できている。 

  サイバー攻撃に対するセキュリティ 

50 25 D-Dos 攻撃などのインターネット回線からの異常な通信を検知した場合、

通信の遮断や抑制する機能を備えている。 

  統合セキュリティ監視 

120 60 

共通基盤のインターネット FW を通過・遮断した通信、IPS で検査・遮断

された通信を PMDA の SOC(Security Operation Center)で運用している

SIEM に連携することで、その他の通信等と統合して、高度、且つ、スピ

ーディーなセキュリティ監視が実現できている。もしくは、共通基盤と同

等以上の IPS 装置を使用し、SIEM と連携するなどして、同等以上のセキ

ュリティ監視が実現できている。 

  拡張性・性能 

100 50 仮想の物理サーバの CPU/MEM が高性能でリソースが多く、キャパシィ

不足になった場合に対応できる範囲が広い (通常時/縮退時) 

  システム管理 

30 15 
情報提供システム及び PMDA ウェブサイトで共用する装置の管理が物理

／論理的な分離ができており、担当するシステムが部分しかアクセスでき

ない。 

  システム管理 

50 25 
システムの構成変更の履歴を 1 年以上保管し、いつ、だれが、何を変更し

たのかを確認できる仕組みがある。尚且つ、変更履歴を改ざん、消去でき

ないようになっている。 

  可用性 

100 50 回線、通信、装置などが冗長化構成となっており、現行システムよりも可

用性が高い 

  アプリケーション 
50 25 

脆弱性対応された最新のフレームワークを採用している。 

  アプリケーション 

100 50 PC、スマートフォン、タブレットで広く使用されているより多くのブラウ

ザで動作するようにアプリケーションを改修する 

  インターネット検索 

50 50 
Google 等の検索で重要性の高いコンテンツが検索結果の上位に出力され

るようにする。また、不要なコンテンツが検索結果に表示されないように

する。 

  その他の付加価値 

120 60 その他提案者の提供するサービスで、本業務に有効と考えられることがあ

る場合は、その内容を提案として記載すること 



評価項目／調達仕様書の要件／評価基準 配点 基準点

４ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標  

  女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業） 30 N/A 

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 N/A 

若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業） 20 N/A 

合計 1,200 N/A 

 必須となっている評価基準については、満たしていない場合は不選定とする。 

 


