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1. 業務件名 

資料等のオンライン閲覧環境導入に必要な機器及びライセンスの購入（再調達） 

 

2. 契約期間 

契約期間は契約締結日から令和 6 年 3 月 31 日までとする。 

機器、ソフトウェア、ライセンスの導入は令和 4 年 3 月 31 日まで、回線サービスの提供

は令和 4 年 2 月 28 日までとし、サービスの提供期間（回線サービスを含む。）ハードウェ

ア及びソフトウェア保守期間は令和 6 年 3 月 31 日までとする。 

 

3. 業務概要 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）は、独立行政法人医薬

品医療機器総合機構法に基づく業務の一環として、MID-NET システムの運営及び管理を行

っている。 

本調達業務（以下「本業務という。」）は、オンライン資料閲覧環境導について導入を行う

とともに、方式設計、環境構築及びこれらに係る保守サービスを調達する。 

なお、本業務の受注の検討に当たっては、PMDA ホームページ内の MID-NET のペー

ジ（http://www.pmda.go.jp/safety/mid-net/0001.html）に公開される情報をあらかじめ確

認すること。 

 

4. 応札条件 

応札者は、以下の条件を満たしていること。 

① MID-NET の概要、運営及び仕組みを理解していること（PMDA のホームページ等

を参照）。 

② 本業務の遂行に当たり、十分なプロジェクト管理能力、課題解決能力、調整能力及び

プロジェクト推進能力を有し、これを証明できること。 

③ ＰＭＤＡから「概要図」の提供を受けていること。 

④ 責任部署は ISO9001 又は CMMI レベル 3 以上の認定の取得若しくはこれに準じた

措置がなされていること。 

⑤ ISO/IEC27001 認証（国際標準）又は JISQ27001 認証（日本産業標準）の取得若し

くはこれに準じた措置がなされていること。 
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5. 応札制限 

以下に掲げる事項に該当する事業者は応札者となれない。 

① PMDA の CIO 補佐が現に属する、又は過去 2 年間に属していた事業者等 

② ①の親会社及び子会社（「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規定」（昭和

38 年大蔵省令第 59 号）第 8 条に規定する親会社及び子会社をいう。以下同じ。） 

③ ①と同一の親会社を持つ事業者 

④ ①から委託を受けるなど緊密な利害関係を有する事業者 

⑤ 過去に独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務に関わり、遅延又は改善等に関す

る指導を受けたことがある事業者 

  

6. 作業内容 

本業務の受注者は、作業実施計画書に基づき、以下 6.1 及び 6.2 の作業を実施すること。

また、以下の本業務を遂行する際の留意点を確認し、対応すること。 

本調達業務の受注者は、業務実施計画書に基づき各種作業を実施することほか、次の点に

留意し、作業を実施すること。 

・ 契約締結後 2 週間以内を目安に、業務実施計画書（案）を作成し、PMDA に提出するこ

と。業務実施計画書（案）には、各調達仕様書に記載される業務内容、作業スケジュー

ル、留意事項、納品物、調達希望者宛に配布された質疑応答集（Q/A）の内容等を加える

とともに、本調達業務における受注者の体制を記載すること。また、業務実施計画書（案）

に対して PMDA から意見を提示するので、それを反映し、PMDA からの意見を提示後

1 週間以内に修正案を提示し、PMDA から承認を得ること。 

・ PMDA から指定がない場合、作業時間は、平日 9 時 30 分～17 時とする。作業時間の変

更を希望する場合には、あらかじめ PMDA に相談し、許可を得ること。 

・ 本調達業務の受注者は、本調達業務を遂行するために、PMDA オンサイトセンターに訪

問して作業を実施する必要がある。作業を実施する場合には、訪問作業計画（作業を実

施する予定の方の氏名を含む。）を作成し、PMDA の承認を得た上で、作業を実施する

こと。訪問作業計画の提出後に、何らかの事情で作業を実施する予定の方を変更する必

要が生じた場合であっても、PMDA の承認を得た上で、作業を実施すること。作業終了

後、速やかに作業日報を PMDA に提出し、承認を得ること。 

・ 導入作業終了後、テスト結果等を提出すること。なお、PMDA は、本調達業務の受注者

によるテスト実施後、必要に応じて、PMDA 独自の受入れテストを実施するので、テス

ト結果等を速やかに提出するとともに、当該テストのテスト項目の検討・実施に係る支

援を行うこと。 

・ PMDA からの問合せについては、管理台帳に記載して管理すること。問合せ完了時には、
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管理台帳上に、回答、対応状況を記載するとともに、回答作成、PMDA への説明対応、

レビュー等の対応に要したそれぞれの時間及び人数を記載すること。管理台帳を更新し

た場合には PMDA にメールで送付すること。 

 

6.1 作業の概要 

本業務の範囲は以下のとおり。 

  

（１） オンライン資料閲覧環境（以下、本システムという。）に必要となるサービス及び回

線サービスの提供、機器及びソフトウェア等、物品の納品 

（２） 本システムに係る設計・導入 

（３） 本システム機器及びソフトウェアに係る保守（導入～令和 6 年 3 月 31 日） 

※各項目の詳細は「6.2 作業の内容」を確認すること。 

 

6.2 作業の内容 

（１） 本システム機器に係るサービス及び回線サービスの提供、各機器等の物品の納品 

受注者は、本調達仕様書に記述する要件を全て満たすサービス及び機器等を納

品すること。詳細は、「8.情報システムの要件」を確認すること。なお、機器等の

導入役務に必要な具材を含むものとする。 

 

（２） 本システム機器に係る各機器等の設計・導入 

受注者は、本システムに使用するサービス及び各機器等の設計・導入を行うこと。 

設計・導入には以下の内容を含むものとする。 

 

(ア) 作業実施計画 

① 受注者は、PMDA の指示に基づき、作業実施計画書を作成し、PMDA の承認

を受けること。 

 

(イ) 設計 

① 受注者は、本システムの設計を行い、成果物について PMDA の承認を受ける

こと。「8.情報システムの要件」、「9.情報セキュリティ要件」及び「10.設計要

件」に示す内容を満たすように設計を行うこと。 

 

(ウ) 構築・導入 

① 受注者は、設計内容に基づきサービス及び各機器を構築し、導入すること。 
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② 受注者は、導入にあたり情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物

の確認方法（例えば、導入場所での調査等についての実施主体、手順、方法等）

を定め、PMDA の確認を受けること。 

③ 受注者は本調達で導入する機器等を使用するための物理設置や配線作業を行

うこと。また、これらの作業を行うための付帯作業も行うこと。 

④ 受注者は本システムを使用するために必要となるネットワーク構築を行うこ

と。 

 

(エ) テスト 

① 受注者は「11.テスト要件」に示す内容を満たすよう、導入における動作確認

テストを実施すること。 

② 受注者は、テストの実施結果を PMDA に報告すること。 

 

(オ) 運用手順書の作成 

① 受注者はPMDAが運用を行うにあたり必要となる運用手順書等のドキュメン

トの作成を行うこと。 

② 必要となる手順書の項目、内容については事前に PMDA と協議の上、決定す

ること。 

 

(カ) 会議・報告 

① 受注者は、作業実施計画書に基づき、本調達の進捗状況を報告する会議体を設

定すること。会議における報告様式や会議の開催頻度、参加者の選定は PMDA

と協議し、指示に従うこと。また、当該会議後 3 営業日以内に議事録を作成し

PMDA の承認を受けること。 

報告には以下の内容を含めること。 

・ 作業実施計画書にて示した WBS で定義した計画と実績 

・ 課題等の対応状況 

・ 次回会議開催までの作業内容予定の報告 

作業進捗や発生課題等に関する PMDA の報告様式について、PMDA から様

式の指定があった場合には、指定された様式を使用すること。 

② 受注者は、本調達の各工程における設計内容や成果物などに関する PMDA と

の協議を随時行い、PMDA と受注者間で認識違いのないように業務を行うこ

と。 
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7. 納入成果物及び納入期限 

7.1 納入成果物及び納入期限 

本業務の受注者は、成果物として表 1 に示す成果物（指定の数量）を作成し、納入期限の

2 週間前までに成果物（案）を提出すること。また、PMDA からの意見を踏まえ、納入期限

までに成果物を納入すること。 

成果物については以下の条件を満たすこと。 

・ 業務報告書については、業務実施計画書に基づく年間の作業状況を記載すること。 

・ 納入成果物（業務実施計画書及び業務報告書）を、紙媒体で提出すること。 

・ 紙のサイズは、日本産業規格 A 列 4 番を原則とすること。図表については、必要に応

じて A 列 3 番縦書き、横書きを使用することができる。バージョンアップ等の際に差

し替えが可能なようにバインダー方式とすること。 

・ 全ての納入成果物を紙媒体で１部、電子媒体にて 2 部納入すること。紙媒体及び電子

媒体は 1 部ごとに冊子を分け、パイプ式ファイル等のファイルに綴じて納品すること。

なお、PMDA は、効率的に成果物を確認することを目的に、全ての納入成果物（案）

を含んだ電子媒体の事前提出を依頼する場合がある。その場合には協力すること。 

・ 電子媒体等に保存する形式は原則 PDF、Microsoft Office 2016 及びそれより新しいバ

ージョンの Microsoft Office で扱える形式とすること。ただし、PMDA が別に形式を

定めて提出を求めた場合は、この限りでない。 

・ 成果物提出日以降に実施した作業記録等の提出日については、PMDA 担当者と相談し、

決定すること。 

 

表 1 納入成果物と納期 

No 納入成果物 数量 納期注 1 

1 
作業実施計画書（ドキュメント体系、用語の定義を含む）、導

入・構築体制図 
1 部 契約締結後 2 週間以内 

2 情報資産台帳注 1、全体構成図、ネットワーク構成図 1 部 令和 3 年 11 月 30 日 

3 

方式設計書、設計書 

（方式設計書及び設計書には以下の設計項目を網羅するこ

と。） 
 
システム設計、物理設計、論理設計、セキュリティ設計 

1 部 令和 3 年 11 月 30 日 

4 導入機器設定書 1 部
ドラフト版：令和 3 年 11 月 30 日 

終版：令和 4 年 1 月 24 日 

5 
テスト実施要領、計画書及び結果報告書 

（テスト結果のエビデンス含む） 
1 部

テスト実施要領、計画書はテスト実施

日の 2 週間前までに提出 

結果報告書は作業終了後 2 週間以内に
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注 1 情報資産台帳は PMDA が指定するフォーマットを使用し、ソフトウェア一覧、ハード

ウェア一覧、ライセンス一覧などの必要な情報を記載すること。 

 

7.2 納入場所 

納入場所は、PMDA の指定する場所とする。 

 

○ドキュメント、サービス及び調達機器一式の納品場所 

・独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療情報活用部 

・PMDA オンサイトセンター 

 

8. 情報システムの要件 

8.1 全体構成 

（１） 本業務の調達範囲 

本業務では本システムの構築に係るサービス、ハードウェア、ソフトウェアの設計、

導入・設定、テスト、機器等の保守を調達範囲とする。 

調達範囲の詳細は「概要図」を参照のこと。応札を検討している者は、令和３年   

11 月４日（木）までに本仕様書に記載の「14．窓口連絡先」に「概要図」閲覧を希望

する旨をメールにて連絡し、PMDA から「概要図」の提供を受けること。 

「概要図」に記載の内容を理解せずに調達した物品やサービスの導入は認められな

いため、「概要図」の内容は必ず確認を行い、本システムの構成を理解すること。 

なお、本システムの構成上必要となるサービスの選定、ハードウェア、ソフトウェア、

ライセンスは受注者の責任において準備すること。 

 

（２） サービス及びハードウェア、ソフトウェア 

本業務において導入するサービス、ハードウェア、ソフトウェアは「8.2 サービス構

成」「8.3 ハードウェア構成」「8.4 ソフトウェア構成」を参照のこと。また「12.保守要

件」等の要件を考慮して機器等を選定すること。 

 

（３） システムの基本要件 

 本業務で導入するシステムの基本要件を以下に示す。 

提出 

6 運用手順書 1 部 令和 4 年 1 月 28 日 

7 その他の関連資料 1 部 随時 
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・ PMDA オンサイトセンターに設置されたオンライン資料格納ノート PC に対し、

クラウド型ネットワークサービスにて認証されたユーザーが、インターネット経

由でリモート接続が出来る環境を導入すること。なお、接続経路上の通信は完全に

暗号化されていること。 

 

8.2 サービス構成 

本業務において導入するサービスに要求する基本仕様を以下に示す。 

 

サービス 

導入するサービス 個数 備考 

クラウド型ネットワークサービス 

（認証及びリモート管理サービス） 

一式 必要アカウント数は 35 以上、同時

接続数は 10 アカウント 

回線サービス 一式 1Gbps ベストエフォート、または

10Mbps 帯域保証 

ビデオ会議サービス 

（Cisco Webex Starter） 

一式  

その他、本システムの構築に必要となる

サービス 

  

 

※クラウド型ネットワークサービスの詳細要件は以下のとおり。 

１. 接続に利用する端末にハードウェアの制約がないこと。 

（例：ハードウェア SIM モジュールが必要、Wi-Fi 機能が必須等の制約） 

２. Wi-Fi、有線、LTE 等アクセス回線を問わない利用が可能なこと。 

３. 3GPP AKA の認証プロトコルを利用した認証の仕組みであること。 

４. MILENAGE を認証アルゴリズムに利用する仕組みであること。 

５. オープンネットワークを利用した接続の際であってもキュリティ強度を維持

でき、端末からの全 IP 通信が暗号化されること。 

６. ユーザー利用端末からオンライン資料格納ノート PC へアクセスする際に、

NAT などによるユーザー利用端末のアドレス変換を必要とせずに、ユーザー

利用端末が保持する IP アドレスで通信が可能なこと。 

７. 初回ドメイン接続時もキャッシュログオンを必要とせずリモート環境からド

メインログオンできる方法を提供できること。 

８. オンライン資料格納ノート PC にアクセスする際に、あらかじめ利用できるプ

ロトコルや接続先を制限可能なこと。 

９. ユーザー操作は PC へのログインすることで、オンライン資料格納ノート PC
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が接続されているネットワークへ自動接続できる機能を有すること。 

１０. 端末の接続状況/接続履歴を管理画面（GUI）で一意に管理・確認が可能なこ

と。 

１１. サービス全体の利用トラフィック量・稼働状況等を管理画面（GUI）及び API

で管理・確認が可能なこと。 

１２. 端末の接続許可、不許可を管理画面（GUI）から変更可能なこと。 

 

8.3 ハードウェア構成 

・ 本業務において導入する機器に要求する基本仕様を以下に示す。 

 

ハードウェア 

導入する機器 個数 備考 

オンライン資料格納ノート PC 

（同時接続数 10 名） 

1 台 PMDA 外部からのリモート接続

を受け、オンライン資料閲覧用の

資料を格納する 

バックアップデータ格納用ストレージ 

（USB3.0 接続、SSD、2TB、USB バス

パワー対応、キャリングケース付属） 

2 台 USB 接続タイプの外付けポータ

ブル SSD（暗号化機能付きまた

は、暗号化されたデータのみ格納）

その他、本システムの構築に必要となる

機器 

  

 

8.4 ソフトウェア構成 

・ 本業務において導入するソフトウェアの一覧を以下に示す。 

・ 導入するソフトウェアについて、OS サポートを含む製品間の互換性を考慮した選定を

行うこと。 

・ 構成上、必要と考えられるエージェントや OS に関連して必要となるサーバーライセン

ス、CAL 等のライセンスは準備すること。 

 

ソフトウェア 

導入するソフトウェア 個数 備考 

Microsoft Office Professional 2019 2 本 永続ライセンス 

Adobe Acrobat Pro 2020 2 本 永続ライセンス 

バックアップソフト 1 本 バックアップデータは、USB 接続

タイプの外付けポータブル SSD
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に格納 

ログ収集ソフト 

（ログイン・ログオフ（リモートデスク

トプ接続ログも含む）、ファイル操作・持

出しログ、印刷ログ、レポート機能） 

1 台 管理ポータルがオンラインサービ

ス提供となっているタイプのライ

センスも可 

リモートデスクトップ接続ログ

は。接続したユーザー、接続開始・

終了時刻を記録すること 

ウイルス対策ソフト 2 本  

その他、本システムの構築に必要とな

るソフトウェア 

 OS、CAL。その他必要となるライ

センス 

 

8.5 機器設置・調整要件 

 本業務で導入するハードウェア、ソフトウェアの設置・調整に関し、要求する事項を以下

に示す。 

（１） 共通要件 

・ PMDA オンサイトセンターに設置する機器は、PMDA が指示する場所に設置する

こと。 

・ PMDA の指示に従い、ネットワーク設定、セキュリティ設定、通知設定等必要な

設定を行うこと。 

・ 機器単体の稼働試験及び疎通試験を行うこと。 

・ 電源ケーブルやUTPケーブル等、必要なものは全て受注者の負担で準備すること。 

 

8.6 ネットワーク環境要件 

・ 必要に応じ PMDA オンサイトセンター内の LAN 工事を行うこと。 

・ 接続に必要となるインターネット回線を敷設すること。回線の敷設に付帯する全て

の作業は受注者の責任において対応すること 

・ オンライン資料格納ノート PC と接続元の端末間の通信は暗号化されていること。 

・ インターネットを経由してのオンライン資料格納ノート PC へのリモート接続が可

能となるよう設計し、必要となるライセンスも用意すること。なお、接続には 2 要素

認証を必須とし、接続元のデバイスの認証をすることで、接続制限が可能であること。 

 

8.7 セキュリティ要件 

（１） エンドポイント対策 
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・ オンライン資料格納ノート PC に対しウイルス対策ソフトウェアをインストール

すること。 

・ ウイルス対策ソフトウェアの定義ファイルは、インターネット経由で常に 新の

ものを取得できるよう設定すること。 

 

（２） アカウント認証 

・ アカウントの認証方法は、2 つ以上の要素を用いた認証とすること。 

・ パスワードポリシーは PMDA の指示に従い設定すること。 

 

（３） 各種ログ取得について 

・ ログ収集ソフトを使用し、オンライン資料格納ノート PC の操作ログを取得するこ

と。また、クラウド型ネットワークサービスのログを定期的に確認可能とし、誰が、

いつ、どこから接続をしたのか簡単に調査が可能であること。 

・  

8.8 バックアップ要件 

（１） 共通要件 

・ 受注者は、初期構築状態に復元できるよう、本調達にて用意するバックアップデー

タ格納用ストレージに機器のバックアップを取得すること。 

 

9. 情報セキュリティ要件 

9.1 遵守事項 

本調達業務の受注者は、次に掲げる事項に留意して作業を実施すること。 

・ 民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、個人情報の保護に関

する法律等の関連する法令等を遵守すること。 

・ 次の基準等の 新版を遵守すること。 

① 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準 

② 政府機関等の情報セキュリティ対策の運用等に関する指針 

③ MID-NET システムの管理に関する細則 

④ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構情報システム管理利用規程 

⑤ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構個人情報保護規程 

⑥ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 情報セキュリティポリシー 

⑦ 協力医療機関が定める情報システム管理利用規程及び個人情報保護規程 

また、本調達業務で管理する情報のうち医療情報を取扱う場合については、次の基準
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の 新版に沿って対応すること。 

⑧ 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 

⑨ 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 

なお、上記①及び②については内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）のウェ

ブサイトを、上記⑧及び⑨については、厚生労働省のウェブサイトを参照すること。ま

た、上記③については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構例規集データベース

（https://reiki.pmda.go.jp/）を参照すること。上記④から⑦までについて、公告から入

札までの間に閲覧を希望する場合は PMDA に連絡すること。⑦については、閲覧する

ことができない場合であっても、協力医療機関から指示があった場合には、その指示に

従うこと。 

・ PMDA や協力医療機関等へ電子ファイルを提示する場合には、事前にウイルスチェッ

ク等を行い、悪意のあるソフトウェア等が混入していないことを確認すること。 

・ 取り扱う情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生することを防止する観点から、情報の適正

な保護・管理対策を実施するとともに、PMDA 及び協力医療機関が定期又は不定期に

これらの実施状況を確認する場合には、その作業に協力すること。 

・ 万一、情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生した場合に実施すべき事項及び手順等を明確

にしておくこと。また、その手順を PMDA 担当者に提出すること。さらに、そのよう

な事態が発生した場合は、PMDA 担当者及び協力医療機関担当者へ報告するとともに、

当該手順等に基づき可及的速やかに修復すること。 

本調達業務の遂行にあたり、PMDA から提供された資料、不要になった資料は、本調達

業務終了後、適切に削除すること（PMDA の了承を得ている場合を除く。）。 

 

10. 設計要件 

（１） システム設計 

 受注者は、「8.情報システムの要件」を満たすよう以下の項目を含む内容について設

計し、設計書を作成すること。 

・ ネットワーク設計（アドレス体系、NAT 一覧、ルーティング、VLAN、各ネット

ワーク機器パラメータ設計 等） 

・ DNS 設計 

・ NTP 設計 

・ その他必要な事項 

 

（２） セキュリティ設計 

 受注者は「8.7 セキュリティ要件」及び「9.情報セキュリティ要件」を満たすよう以

下の項目を含む内容を理解し、本システムの設計をすること。 
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11. テスト要件 

11.1 テスト計画 

・ テストを計画的に実施するため、受注者は関係機関と調整の上、テストの実施項目を決

め、テスト実施要領を提示すること。また、PMDA、協力医療機関及び受注者のテスト

実施体制と役割、テストに係る詳細な作業及びスケジュール、テスト環境、テストツー

ル、テスト項目、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、PMDA 及び協力

医療機関の承認を得てテストを行うこと。 

・ テスト計画書については以下の内容を含むこと。 

 テストの実施方針 

 単体テスト、複合テスト、移行作業における正常及び異常テストの内容 

・ テストは以下の点に留意して実施すること。 

 導入機器及びネットワーク等が想定通りに稼働すること（冗長構成時の片系障害

時の動作、疑似的に障害を起こした際監視システムで正常に検知できるか、ウイル

ス検知が正常にできるか（eicar.com 等テストウイルスを使用）等） 

 十分なセキュリティが担保されていること 

 バックアップ、リストアが問題なく実施できること。リストアのテストについては、

アプリケーションの動作確認までを要件とするため、別途 PMDA が契約するアプ

リケーション保守ベンダーと連携し、リストア及びリストア後のアプリケーショ

ン正常動作テストの証跡を採取し、テスト報告書に含めること。 

・ 院内ネットワーク等との疎通確認においては、協力医療機関等と連携し、テスト計画の

立案、テスト実施項目作成及びテストを実施すること。病院情報システム側の操作が

必要なテストケース等について、テストを実施すること。PMDA  あるいは協力医

療機関からの要請により協力医療機関病院情報システム運用業者等にテスト実施

を委託する場合、当該事業者よりテスト結果エビデンスを入手し、テスト結果報告

書に添付すること。PMDA の指示に従って各協力医療機関を訪問する際にあわせて疎

通確認を行う等、作業の効率化を図ること。なお、テスト委託費用が生じる場合につい

ては本業務に含めること。 

・ テスト時においても、他システムの環境に影響を与えないよう留意すること。 

 

11.2 テストの実施 

・ 作成したテスト計画を遵守し、テストを実施すること。 
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・ PMDA 及び協力医療機関にて実施すべきテストについては、その支援を行うこと。 

 

11.3 テスト結果報告 

・ テスト終了後にはテスト結果について報告を行い、PMDA から承認を得ること。 

・ 各テストの実施後に、実施日時、実施者、実施項目、実施した手順の記録、テストデー

タ（入力値）、テスト結果（出力値）、合否判定及び当該合否判定に至ったプロセスをテ

スト項目毎に記載したテスト結果報告書を作成し、PMDA 及び協力医療機関に提出す

ること。 

・ テスト結果報告書は、テスト計画書に定められた基準及びテスト結果等を用いて、品質

が確保されていることを確認できること。また、テスト結果のエビデンス（ログやハー

ドコピー等）に関しては、情報を取りまとめ、PMDA が容易に確認できるようにする

こと。 

・ PMDA にて実施すべきテストについても、上記同様に報告書を作成し、PMDA に提出

すること。 

 

12. 保守要件 

12.1 ハードウェア保守要件 

・ 平日（土日祝日、年末年始除く。）9:00～17:00、電話受付／障害対応体制がとれること。 

・ 保守は導入後、契約期間内において継続的に行うこと。 

・ 導入するハードウェアは、導入から令和 6 年 3 月 31 日まで、メーカー保守が可能であ

ること 

・ 故障発生時に HDD や SSD 等の交換を行う場合は、撤去する機器に一切のデータが復

旧できないような措置を講ずること。 

 

12.2 ソフトウェア保守要件 

・ 平日（土日祝日、年末年始は除く。）9:00～17:00、電話受付／障害対応体制がとれるこ

と。 

・ 保守は導入後、契約期間において継続的に行うこと。 

・ 導入するソフトウェアは導入から令和 6 年 3 月 31 日までのメーカー保守が可能である

こと。 

・ ウイルス対策ソフトウェア等、年毎にライセンス更新費用が発生するソフトウェアが

ある場合は、その費用及び更新手続きも含めること。また、PMDA がライセンスの状
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況を把握できるよう、一覧表とし、PMDA に提示すること。 

 

13. 特記事項 

13.1 基本事項 

受注者は、次に掲げる事項を遵守すること。  

① 本業務の遂行に当たり、業務の継続を第一に考え、善良な管理者の注意義務をもって誠

実に行うこと。 

② 本業務の履行場所を他の目的のために使用してはならないこと。  

③ 本業務に従事する要員は、PMDA 担当者と円滑なコミュニケーションを行う能力と意 

思を有していること。 

④ 本業務に従事する要員は、履行場所での所定の名札の着用等、従事に関する所定の規則

に従うこと。 

⑤ 要員の資質、規律保持、風紀及び衛生・健康に関すること等の人事管理並びに要員の責

めに起因して発生した火災・盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任を負うこと。 

⑥ 民法、刑法、著作権法、不正アクセス禁止法、個人情報保護法等の関連法規を遵守する

ことはもとより、下記の規程を遵守すること。 

• 独立行政法人医薬品医療機器総合機構情報システム管理利用規程  

• 独立行政法人医薬品医療機器総合機構個人情報管理規程  

• 協力医療機関が定める情報システム管理利用規程及び個人情報保護規程  

• 独立行政法人医薬品医療機器総合機構情報セキュリティポリシー  

 

 

13.2 検収条件等 

（１） 検収条件 

設置された機器等の数量が揃っていること、「11.テスト要件」に記載された事項を満たし

ていること及び「7.1 納入成果物及び納入期限」に定める納入成果物の納入が完了している

ことについて、PMDA が確認完了したことをもって検収合格とする。また、正当な理由が

ある場合は条件付き合格を認める。 

なお、以下についても遵守すること。 

① 検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は直ちに

引き取り、必要な修復を行った後、PMDA の承認を得て指定した日時までに修正が反

映されたすべての納入成果物を納入すること。 

② 「納入成果物」に規定されたもの以外にも、必要に応じて提出を求める場合があるので、
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作成資料等を常に管理し、 新状態に保っておくこと。 

③ PMDA の品質管理担当者が検査を行った結果、不適切と判断した場合は、品質管理担

当者の指示に従い対応を行うこと。 

 

（２） 所有権 

本業務の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受

注者の責任において、その権利の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切

の手続きを行なわなければならない。 

 

13.3 契約不適合責任 

（１） 本調達業務の 終検収後 1 年以内の期間（修正が発生した場合には、その時点から

1 年以内の期間）において、委託業務の納入成果物に関して本システムの安定稼働

等に関わる不具合の疑いが生じた場合であって、PMDA が必要と認めた場合は、受

注者は速やかに不具合の疑いに関して調査し回答すること。調査の結果、納入成果

物に関して不具合等が認められた場合には、受注者の責任及び負担において速やか

に修正を行うこと。なお、修正を実施する場合においては、修正方法等について、

事前に PMDA の承認を得てから着手するとともに、修正結果等について、PMDA

の承認を受けること。 

（２） 本調達業務の受注者は、契約不適合責任を果たす上で必要な情報を整理し、その一

覧を PMDA に提出すること。契約不適合責任の期間が終了するまで、それら情報が

漏洩しないように、ISO/IEC27001 認証（国際標準）又は JISQ27001 認証（日本産

業標準）に従い、また個人情報を取り扱う場合には JISQ15001（日本産業標準）に

従い、厳重に管理をすること。また、契約不適合責任の期間が終了した後は、速や

かにそれら情報を、データ復元ソフトウェア等を利用してもデータが復元されない

ように完全に消去すること。データ消去作業終了後、受注者は消去完了を明記した

証明書を作業ログとともに PMDA に対して提出すること。なお、データ消去作業に

必要な機器等については、受注者の負担で用意すること。 

（３） 万一、受注者の責任において生じた重大な問題により、MID-NET システム関連業

者等の関係する業者に費用が発生した場合は、受注者にて当該費用を負担すること。 

 

13.4 再委託 

・ 本調達業務の受注者は、本件業務の全部、又は主要業務（受注業務における総合的な企

画及び判断並びに業務遂行管理部分をいう。）を第三者に再委託してはならない。ただ

し、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、この契約の一部（仕様



18 
 

書に示す業務の主たる部分を除く。）を第三者に再委託（再々委託以降の委託を含む。

以下同じ。）する場合は、受注者は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住

所並びに再委託する業務の範囲、再委託の必要性、再委託に要する金額、その他必要事

項について記載した書面を PMDA に提出し、承認を得なければならない。 

・ 前項は、本調達業務の受注者が再委託先を変更する場合その他の事由により、PMDA

から承認を受けた内容を変更する場合において準用する。 

・ PMDA の許可なく、作業の一部又は全部を第三者（再委託先）に請け負わせてはなら

ない。また、再委託先は MID-NET の概要、運営及び仕組みを理解していることを条

件とする。 

・ 作業の一部又は全部を第三者（再委託先）に請け負わせることを PMDA が許可した場

合には、受注者は、PMDA との契約上受注者に求められる水準と同等の情報セキュリ

ティ水準を、再委託先においても確保すること。また、受注者は、再委託先が実施する

情報セキュリティ対策及びその実施状況について、PMDA に報告すること。 

・ 委託事業において取り扱う情報について、再委託先が閲覧することがないように、受注

者は情報を厳重に管理すること。やむを得ず、再委託先において委託事業に係る情報を

閲覧する必要がある場合には、受注者は、事前に PMDA の担当者と調整し、PMDA の

担当者の指示に従うこと。（再委託先における情報の取扱いを含む包括的な秘密保持契

約を締結する、作業の都度情報の取扱いについて調整するなどの手続方法について合

意すること。） 

・ 受注者は、この契約の一部を第三者に再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託

先の行為について、全ての責任を負うものとする。 

・ 受注者は、知的財産権、情報セキュリティ（機密保持を含む。）及びガバナンス等に関

して、本仕様書が定める受注者の責務を再委託先も負うよう、必要な処置を実施し、そ

の内容について PMDA の承認を得なければならない。 

・ 受注者は、本契約の一部を再委託するときは、受注者がこの契約を遵守するために必要

な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。 

 

13.5 知的財産 

知的財産の帰属は、次のとおりである。 

① 本調達業務に係り作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権（著

作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。）は、受注者が本件のシステ

ム開発の従前より権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ書面にて権

利譲渡不可能と示されたもの以外、PMDA が所有する等現有資産を移行等して発生し

た権利含めて全て PMDA に帰属するものとする。 

② 本調達業務に係り発生した権利については、受注者は著作権人格権を行使しないもの
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とする。 

③ 本調達業務に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等

であっても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。 

④ 本調達業務に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者

が権利を有する著作物が含まれる場合、受注者は当該著作物の使用に必要な費用負担

や使用許諾契約に係る一切の手続を行うこと。この場合は事前に PMDA 担当者へ報

告し、承認を得ること。 

本調達業務に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該

紛争の原因が専ら PMDA の責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担において一切を処

理すること。この場合、PMDA は係る紛争の事実を知った時は、受注者に通知し、必要な

範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講ずる。なお、受注者の著作又は一般

に公開されている著作について、引用する場合は出典を明示するとともに、受注者の責任に

おいて著作者等の承認を得るものとし、PMDA に提出する際は、その旨併せて報告するも

のとする。 

 

13.6 秘密保持 

本調達業務を実施する上で必要とされる機密保持に係る条件は、次のとおりである。 

① 受注者は、本調達業務の実施の過程で PMDA が開示した情報（公知の情報を除く。以

下同じ。）、他の受注者が提示した情報及び受注者が作成した情報を、本調達業務の目

的以外に使用、又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために

必要な措置を講ずること。 

② 受注者は、本調達業務を実施するに当たり、PMDA から入手した資料等については管

理台帳等により適切に管理し、かつ、次の事項に従うこと。 

・ 複製しないこと。 

・ 用務に必要がなくなり次第、速やかに PMDA に返却すること。 

・ 本調達業務完了後、上記①に記載される情報を削除、又は返却し、受注者において

該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を PMDA へ提出すること。 

③ 受注者は、本調達業務の実施の過程で協力医療機関が開示した情報（公知の情報を除

く。以下同じ。）を当該協力医療機関の承諾を得ないで本調達業務の目的以外に使用、

又は協力医療機関以外（PMDA を含む。）に開示若しくは漏洩してはならないものと

し、そのために必要な措置を講ずること。 

④ 受注者は、本調達業務を実施するに当たり、協力医療機関から入手した資料等につい

ては管理台帳等により適切に管理し、かつ、次の事項に従うこと。 

・ 複製しないこと。 

・ 用務に必要がなくなり次第、速やかに当該協力医療機関に返却すること。 
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・ 本調達業務完了後、上記③に記載される情報を削除、又は返却し、受注者において

該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を当該協力医療機関へ提出するこ

と。 

⑤ 契約予定者についても上記①から④に準ずること。 

⑥ このほか、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構情報システム管理利用規程」の第 52

条に従うこと。 

⑦ 別に『秘密保持等に関する誓約書』を提出し、これを遵守しなければならない。 

機密保持の期間は、当該情報が公知の情報になるまでの期間とする。 

 

13.7 作業場所 

本業務の作業場所は再委託も先も含め、PMDA 内、または日本国内で PMDA の承認し

た場所で作業すること。PMDA 内での作業が必要な場合は、必要な規定の手続を実施し承

諾を得ること。 

 

14. 窓口連絡先 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療情報活用部 

曽我 健太郎（soga-kentaro●pmda.go.jp）、 小澤 美和（ozawa-miwa●pmda.go.jp） 

飛知和 康史（hichiwa-koshi●pmda.go.jp） 

電話：03-3506-9473 

※迷惑メール防止対策をしているため、●を半角のアットマークに変えてください。 



（参考資料）
No 名称 種別 数量 機種/スペック等 備考

1 オンライン資料格納ノートPC ノートPC 1 コア数 16 (最低8コア以上)
メモリ 64GB 以上
ハードディスク 500GB 以上 (可能なら SSD)
Windows 10 Pro (or Enterprise)

サイズは最⼤でもA4サイズ
Hyper-V を動かすので Pro か Enterpriseが必要

2 ファイアウォール ファイアウォール 1 FortiGate 40F 単品 Wrap 接続実績のある FortiGate を選定
外部からの通信はVPN/RDPのみとなるためUTM等不要

3 インターネット回線 回線 1 1Gbpsベストエフォート or 10Mbps帯域保証 Wrap 接続実績のある PPPoE⽅式
4 リモート接続⽤サーバ OS OS 1 Windows Server 2019 リモート接続⽤のサーバOS (Hyper-V を利⽤して仮想サーバとして構築)

10ユーザ同時アクセス要件のためサーバOSが必要
5 デバイス CAL CAL 40 Windows デバイスCAL 35アカウント程度とのことなので

リモート接続⽤サーバ(Windows Server 2019 アクセスに必要)
6 RDP デバイス CAL CAL 40 Windows RDP デバイスCAL リモートデスクトップ接続のため RDP CAL も必要
7 ログ収集ソフト ソフトウェア 1 MylogStar 4 FileServer BOX 操作ログ等取得 リモート接続⽤サーバのみ (Windows 10 はPMDA職員のみ操作想定)
8 ウィルス対策ソフト ソフトウェア 2 Apex One オンライン資料格納ノートPC、リモート接続⽤サーバそれぞれ必要

サーバモジュール(管理)はリモート接続⽤サーバへ導⼊
9 ビデオ会議サービス サービス 1 Cisco Webex Starter 主催者ごとに費⽤がかかる

10 Wrap サービス 50 Wrap / ソフトウェアSIM
11 バックアップデータ格納⽤ストレージ 外付けSSD 2 USB3.0接続、SSD、2TB、USBバスパワー対応、

キャリングケース付属
USB接続タイプの外付けポータブルSSD
（暗号化機能付き）

12 Microsoft Office Professional 2019 ソフトウェア 2 永続ライセンス オンライン資料格納ノートPC、リモート接続⽤サーバそれぞれ必要
13 Adobe Acrobat Pro 2020 ソフトウェア 2 永続ライセンス オンライン資料格納ノートPC、リモート接続⽤サーバそれぞれ必要
14 LANケーブル LANケーブル 1 Cat6 (Cat5e) 15m 程度 設置場所は以下。

・ノートPC 20F
・ファイアウォール 20F
・インターネット回線 10F
10F、20F間およびフロアスイッチはPMDA様にて対応。
ファイアウォール／ノートPC間のLANケーブル(15m程度)を⽤意。
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