
   

令和 5～7年度 PMDA-ATC e-ラーニングシステム（ELS）サービスの調達参加要項 

 

 

第１条 本業務に参加を希望する者は、下記４（１）に掲げる提出書類を下記４（２）

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 提出書類の記載及び提出にあたっては、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、変更又は取消しを行うことはで

きない。 

 

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 本要項に定めのない事項は全て独立行政法人医薬品医療機器総合機構会計

規程等に定めるところによって処理する。 

 

記 

 

１．業務内容 

件名：令和 5～7年度 PMDA-ATC e-ラーニングシステム（ELS）サービスの調達 

 

２．契約期間 

契約締結日から令和 8年 3月 31日まで 

 

３．入札説明会 

本調達は、本入札公告のウェブページへの掲載をもって入札説明会の開催に代え

ることとし、質問については、受付期間内に限り受け付けることとする。 

（詳細については、入札説明書「6 質問の受付」を参照。） 

 

４．参加申込み 

（１）提出書類・部数 

① 一般競争入札参加申込書（様式 1）・・・ 1部（紙媒体） 

② サービス及びシステム概要（デモンストレーション資料） 



 

③ 令和 5～7年度 PMDA-ATC e-ラーニングシステム（ELS）サービス チェックリ

スト（参加要項別紙） 

チェックリスト作成にあたっては、「要件」ごとに対応状況と該当ページ番号

を所定の位置に入力し、エクセルファイルのまま電子媒体で提出すること。

該当ページ番号には「サービス及びシステム概要（デモンストレーション資

料）」上で「要件」に該当する内容を確認できるページ番号を記入すること。 

④ ワーク・ ライフ・バランス等に関する資料 

 

上記②と③を 1つの電子媒体（DVDあるいは CD）にて 2部提出する。電子媒体

表面に会社名を記載すること。 

上記②と③の資料中には会社名やロゴ、商品名などを一切記載しない、もしく

は見えない状態にすること。 

 

 

（２）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 19階 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 国際部 企画管理課 

担当：長谷川  電話：03-3506-9456 

② 提出期日 

令和 5年 2月 9日（木）（17時 30分） （必着） 

③ 提出方法 

原則として提出書類は郵送によるものとし、上記（２）②の受領期限内に当機

構へ到達した提出書類について有効な提出として認める。 

郵便による提出の場合の到達時刻については、配達記録が残る郵送方法の場合

は機構に到着した時刻を追跡機能等により必要に応じて機構にて確認することと

し、配達記録が残らない郵送方法の場合は到着時刻を提出者において証明できな

い場合は無効とする。 

持参による提出も認めることとするが、持参する場合は必ず機構国際部担当者

まで事前に仕様書 15.窓口連絡先に記載のメールアドレスまで連絡すること。（提

出書類受付時間は平日の 9：30～12：00、13：15～17：30） 

持参による提出の際は、発熱、せき、倦怠感その他新型コロナウイルスの感染

が疑われる症状がない者（代表者、代理人問わず）がマスク着用のうえで提出す

ること。 

 

（４）留意事項 

① 提出された書類に対する経費の支出は行わない。また、提出書類は返却しな

い。なお、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、非



 

公開とする。 

② 入札に参加する者は、参加にあ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。  

③ 後述するデモンストレーションは会社名を伏せた状態で行うため、サービス

及びシステム概要（デモンストレーション資料）には会社名やロゴ、商品名

などを一切記載しない、もしくは見えない状態にすること。 

④ デモンストレーション時の操作画面にも会社名やロゴなどを可能な限り表示

しないよう努めること。 

⑤ 調達におけるデモンストレーションは本業務に従事する者が行うこと。 

⑥ 評価事項５．ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の採点は事務

局が行うため、証明書類は別に提出すること。電子ファイルで提出する場合

は上記４.（１）②、③と同じ電子媒体でよい。 

 

５．開札日時・場所 

令和 5年 2月 17日（金）13時 30分から 

東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 6階 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第 5会議室 

 

６．落札者決定方式 

① 価格入札を実施し、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、技術審査に進むことはできない。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。

参加者は令和 5～7年度 PMDA-ATC e-ラーニングシステム（ELS）サービス チ

ェックリスト（参加要項別紙）に基づき、各機能について操作画面を提示し

ながらデモンストレーションを 20分以内で行う。 

③ 参加者は選定委員から質疑を受ける。質疑応答時間は 5～10分間とする。 

④ 選定委員はサービス及びシステム概要（デモンストレーション資料）、並びに

デモンストレーション及び質疑応答をもとに評価を行い、各参加者の技術点

を採点用紙に記入する。 

⑤ 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。（注：④の段階では委員は各参加者の価格点は把

握していない） 

⑥ 機構は、価格点と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。 

⑦ 入札に際し著しく低い価格の入札があった場合には、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

の者と契約を結ぶこととする。 



 

 

（デモンストレーション時の注意事項等） 

① デモンストレーションは、機構が準備するプロジェクター（HDMI ケーブルの

み接続可）及びオンライン会議システム（Microsoft Teams）の画面共有機能

を用い、提供するサービスの操作画面等を提示しながら操作説明等を行うこ

と。なお、オンライン会議システムの音声接続機能は使用しない。 

② デモンストレーションに用いる PC 及び Wi-Fi 等のインターネット接続環境

（選定委員が利用するものを除く）については、機構側で一切準備を行わな

いため、参加者自身で準備すること。 

③ 会場の都合上、デモンストレーションへの参加は 1 参加者あたり最大 4 名ま

で、当日 Teams に接続する PC は最大 2 台まで（1 台はプロジェクターに接続

するもの、他の 1台は参加者自身で確認を行うためのもの）とする。 

④ オンライン会議の画面を含め、録音・録画等を一切行わないこと。 

⑤ 当日のオンライン会議情報（Microsoft Teamsのリンク先）については、令和

5年 2月 16日（木）までに、様式１に記載された E-メールアドレスへ機構よ

り送付する。 

 

７．技術点の評価基準 

（１）評価項目 別紙 評価基準 参照  

（２）評価点  

① 価格に対する得点を 1200点、技術に対する得点を 1200点とする。  

② 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、1200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（1200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

術審査には進めないものとする。 

 

  



 

 

（様式 1） 

 

令和  年  月  日 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

国際部 トレーニングセンター事業課 殿 

 

 

法 人 名   

 

代表者氏名                        ㊞ 
 

 

令和 5～7年度 PMDA-ATC e-ラーニングシステム（ELS）サービスの調達 

 一般競争入札参加申込書 
 
 

令和 年  月  日付「令和 5～7年度 PMDA-ATC e-ラーニングシステム（ELS）

サービスの調達」に関する公示を承知のうえ、応募いたします。 

 

本件に係る連絡先 

会 社 名：                           

部 署：                           

担当者名：                           

住 所：                           

電 話：                           

フ ァ ッ ク ス：                           

Ｅメール：                           

 



（価格点の評価） ※評価点は目安

項番 項目 選定基準 評価点

1 価格
価格点=1200点（価格点の満点）×[１－（入札価格／予定価
格）]

計算式による

（技術点の評価） 

項番 項目 選定基準 配点（満点）

7 操作性 〇上記１～６の操作が感覚的かつ容易に実行できること。 100点

20点

8

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）

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・トライくるみん認定企業）

若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業） 20点

100点

100点

100点

100点

30点

6
海外からの受講
者アクセス

〇海外からのアクセス制限がないこと。
〇PC、モバイル両方での受講が可能であり、機種に依存し
ない形で標準的な動画の視聴が行えること。
〇受講者が期間中、24時間いつでも学習できるようインター
ネットを配信すること。保守などの利用により配信を止める
場合は、事前のアナウンスを行えること。
〇過去５年間に海外からのアクセス使用実績があること。

3
コンテンツ格納
容量

〇静止画（Microsoft Word, Excel, Power Point、PDFファイル）

及び動画（mp4動画）の標準的なファイル形式での掲載が可
能であること。
〇1コンテンツあたり、動画は500MB以上の容量の掲載が可
能であること。

4
コース設定・小
テスト

〇複数のコンテンツを1つのコースとして設定可能であり、1
コースあたり最大20コンテンツの掲載が可能であること。
〇コースごとに、閲覧可能なコンテンツ、受講者及び受講期
間を制御できること。
〇コンテンツ視聴後の理解度を確認するための小テストが
コンテンツごとに設定できること。小テストは、選択式（ラジオ
ボタン、複数選択の設定可）、回答後の解説表示、複数回の
回答を設定できること。
〇コース毎の受講終了時にアンケート（選択式及び自由記
入式）を設定できること（小テスト機能を流用することでも
可）。

5 修了証
〇修了証をコースごとに自動的に発行できること。修了証
は、受講者氏名、受講完了日及びコース名が記載され、A4
横向き、PMDAロゴ及び縁取りデザインのあるものとする

令和5～7年度PMDA-ATC e-ラーニングシステム（ELS）サービスの調達に係る評価基準書

500点

130点2 学習状況管理

〇受講者ID付与は、CSVファイルによる一括付与、一括削
除が可能であること。
○受講者は、所属（組織）に加え、カテゴリやグループで管
理でき、これらを組み合わせて受講コースを設定できるこ
と。
〇受講者及び管理者は、動画コンテンツの学習進捗状況
を、１コンテンツあたりの時間単位まで（再生途中の場合は
何分何秒まで）確認できること。
〇受講者は視聴途中のコンテンツの途中再生ができるこ
と。
〇管理者は、全受講者のコンテンツ視聴状況（視聴の有
無、履歴）、小テスト受講状況と結果及びアンケート回答を
受講者ごとに集計、CSV形式でのレポート出力が可能であ
ること。

1
受講者インター
フェイス

○独自ドメイン（https://www.pmda-atc-elearning.site）が設
定できること。
○受講者のインターフェース（画面）は英語表記であること。
アジアの主要な言語（中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、
インドネシア語など）の表記設定の拡張性があること。
〇受講者のログイン画面において、PMDAロゴの設定及び
オリジナル画面の設定、不要なアイコンの非表示など教育
研修効果上必要なカスタマイズが行えること。
（参考：https://www12.webcas.net/form/pub/pmda-atc/e-
learning02）


