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１ 調達案件の概要に関する事項 

（１） 調達件名 

H30 年度 PMDA コーポレートサイト改修業務 

 

（２） 用語の定義 

表 １.１ 用語の定義 

用語 概要 

添付文書 医薬品においては、用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意等の定めら

れた事項を記載し、医薬品に添付される文書。 

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」にその

根拠があり、医薬品、医療機器については添付文書の作成と添付が義務付けられ

ている。 

 

（３） 調達の背景 

平成 31 年 4 月より医療用医薬品の添付文書の記載要領の変更及び XML 化に対応するた

めに、情報提供システムの改修に合わせて、PMDA コーポレートサイトの情報検索機能の

改修を行う。 

なお、情報提供システムにおいては、平成 29 年度より改修を行っており、現在も改修中

である。 

（４） 目的及び期待する効果 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）では、平成 27 年 3 月

に従来運営してきた、以下の２つのサイトについて、2 を 1 に統合し、新たにコーポレー

トサイト（http://www.pmda.go.jp）としてリニューアルをし、PMDA のウェブサイト（以

下「本システム」という。）を運営しているところである。 

1. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ （http://www.pmda.go.jp/） 

2. 医薬品医療機器情報提供ホームページ（http://www.info.pmda.go.jp/）。 

本調達は、平成 31 年 4 月より医療用医薬品の添付文書の記載要領の変更及び XML 化が

行われた後も、医療用医薬品添付文書検索ページにて、添付文書が適切に検索・結果表示

がされるようにするため、本システムの改修を調達することを目的とする。 

 

（５） 業務・情報システムの概要 

本システムは、PMDA の業務である、審査関連業務、安全対策業務、健康被害救済業務

等について、国内外への情報発信をしている。具体的には PMDA の紹介、審査に係る申請
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手続きの情報、健康被害救済制度の給付決定に関する情報や、添付文書やラインリスト等

の安全対策に係る情報や承認情報等の情報についても掲載している。 

サイト利用者は一般国民・医療機関・製薬会社及び医療機器メーカー・教育機関・研究

機関等多岐にわたっている。なお、海外への情報発信を目的とした英語版ホームページは

コーポレートサイトの 1 コンテンツとして含めている。 

 

（６） 契約期間 

契約締結日から平成 31 年 3 月 31 日まで 

 

（７） 作業スケジュール 

本業務に係る想定スケジュールの概要を表 １.２ 作業スケジュールに示す。表 １.２ 作業

スケジュールはあくまで想定のスケジュールであり、詳細な実施スケジュールは受注者が検

討すること。 

表 １.２ 作業スケジュール 

工程 開始 終了 備考 

計画 平成 30年 6月上旬 平成 30年 6月中旬  

要件定義・基本設計 平成 30年 6月下旬 平成 30年 8月下旬 プロトタイプ画面による設計

確認を含む。 

詳細設計・開発・単体テスト 平成 30年 9月上旬 平成 30年 11月下旬  

結合テスト・総合テスト 平成 30年 12月上旬 平成 31年 1月下旬  

受入テスト 平成 31年 2月上旬 平成 31年 2月下旬  

教育 平成 31年 2月上旬 平成 31年 3月下旬  

導入・移行 平成 31年 3月上旬 平成 31年 3月下旬 平成 31 年 4 月より開始する医

療用医薬品の添付文書の記載

要領の変更及び XML 化と切り

離して移行可能な機能は、先

行して移行を行う。平成 31 年

4 月より追加・変更する機能に

ついても可能な限り事前に移

行を行い、平成 31 年 4 月より

機能を有効化する。 
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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 

（１） 調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 

 関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は次の表の通りである。 

 

表 ２.１ 関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等（既存契約） 

項番 調達案件名 調達の方式 実施時期 補足 

1 情報提供システムの最適化

の実施に係る仮想専用サー

バ等一式 

一般競争入札 平成 26 年 4 月から平

成 31 年 3 月 

PMDA ウェブサイトの基

盤サービスに関する調達 

2 PMDA ウェブサイトの運用

支援、及び保守業務 

一般競争入札  平成 30 年 4 月から平

成 31 年 3 月 

PMDA ウェブサイトのヘ

ルプデスク及び運用･保守

に関する調達 

3 医療用医薬品添付文書記載

要領改正に伴う医薬品医療

機器情報提供システムの機

能追加及び改修業務 

一般競争入札 平成 29 年 4 月から平

成 31 年 3 月 

本システムとバッチ連携

している医薬品医療機器

情報提供システムが、平

成 31 年 4 月より医療用

医薬品の添付文書の記載

要領の変更及び XML 化に

対応するための改修業

務。医薬品医療機器情報

提供システムの改修に依

存するため、相互に連携

して実施する必要があ

る。 

 

表 ２.２ 関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等（契約予定） 

項番 調達案件名 調達の方式 実施時期 補足 

1 PMDA ウェブサイト検証用

DB 構築業務 

一般競争入札 

(予定) 

平成 30 年 6 月から平

成 31 年 3 月 (予定) 

本番環境と独立したテス

ト用 DB を構築するため

の調達 

 

（２） 調達案件間の入札制限 

なし 

 

３ 作業の実施内容に関する事項 

（１） 作業の内容 

① 設計・開発 

ア 設計・開発実施計画書等の作成 

ア－1 受注者は、PMDA の指示に基づき、プロジェクト管理支援事業者と調整の

上、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の案を作成し、PMDA の承認を

受けること。 
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イ 設計 

イ－1 受注者は、基本設計及び詳細設計を行い、成果物について PMDA の承認を

受けること。 

イ－2 受注者は、情報システムの移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載し

た移行計画書を作成し、PMDA の承認を受けること。 

イ－3 受注者は、運用設計及び保守設計を行い、情報システムの次期更改までの

間に計画的に発生する作業内容、その想定される時期等を取りまとめた中長期運

用・保守作業計画の案を作成し、PMDA の確認を受けること。 

イ－4 受注者は、運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業内

容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等を取りまとめた運用計

画及び保守作業計画の案を作成し、PMDA の確認を受けること。 

 

ウ 開発・テスト 

ウ－1 受注者は、開発にあたり、アプリケーションプログラムの開発又は保守を

効率的に実施するため、プログラミング等のルールを定めた標準（標準コーディン

グ規約、セキュアコーディング規約等）を定め、PMDA の確認を受けること。 

ウ－2 受注者は、開発に当たり、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、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検

査、現場での抜き打ち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。 

ウ－3 受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体

制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等

を記載したテスト計画書を作成し、PMDA の承認を受けること。 

ウ－4 受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーショ

ンプログラムの開発、テストを行うこと。 

ウ－5 受注者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況を PMDA に報告す

ること。 

 

エ 受入テスト支援 

エ－1 受注者は、PMDA が受入テストのテスト計画書を作成するにあたり、情報

提供等の支援を行うこと。 

エ－2 受注者は、PMDA が受入テストを実施するにあたり、環境整備、運用等の

支援を行うこと。 

エ－3 受注者は、PMDA の指示に基づき、PMDA 内外の情報システム利用者のテ

スト実施も含めて、テスト計画書作成の支援を行うこと。 
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オ 情報システムの移行 

オ－1 受注者は、PMDA の移行判定を受けて、移行計画書に基づく移行作業を行

うこと。 

オ－2 受注者は、データ移行に当たり、新規情報システムのデータ構造を明示

し、保有・管理するデータの変換、移行要領の策定、例外データ等の処理方法等に

関する手順書を作成し、PMDA の承認を受けること。 

オ－3 受注者は、上記手順書に従い、データを変換・移行した後は、移行後のデ

ータだけでなく、例外データ等についても確認を行い、データの信頼性の確保を図

ること。 

 

カ 引継ぎ 

カ－1 受注者は、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、運用

事業者及び保守事業者に対して確実な引継ぎを行うこと。 

 

② 障害発生時対応 

ア 障害発生時対応 

ア－1 受注者は、本調達に起因する情報システムの障害発生時（又は発生が見込

まれる時）には、速やかに PMDA に報告するとともに、その緊急度及び影響度を判

断の上、障害発生時運用業務（障害検知、障害発生箇所の切り分け、既存システム

の保守事業者への連絡、復旧確認、報告等）を行うこと。障害には、情報セキュリ

ティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順は PMDA が定める

運用計画及び運用実施要領に基づいて行うこと。 

ア－2 受注者は、本調達に起因する情報システムの障害に関して事象の分析（発

生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等）を行い、同様の事象が将来にわ

たって発生する可能性がある場合には、恒久的な対応策を提案すること。 

 

③ 作業報告 

ア 作業工数実績の報告 

ア－1 受注者は、本業務で実施した作業の項目ごとに作業工数等の実績をまと

め、作業実績報告書を作成すること。また、開発・改修の項目ごとに開発・修正ス

テップ数及び新規作成を行った画面数及び影響を受けた画面数をそれぞれに取りま

とめ作業実績報告書に記載すること。様式等に関しては、業務開始時に PMDA と協

議し決定すること。 
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（２） 成果物の範囲、納品期日等 

① 成果物 

作業工程別の納入成果物を表 ３.１に示す。ただし、納入成果物の構成、詳細、納入

期日については、受注後、PMDA と協議し取り決めること。 

 

表 ３.１ 工程と成果物 

項番 工程 納入成果物 (注 1) 納入期日 納品に関する注意事項 

1 計画 ・プロジェクト実施計画書

（プロジェクトスコープ、

要員名簿、体制表、作業分

担、スケジュール、文書管

理要領、セキュリティ管理

要領、品質管理要領、変更

管理要領、WBS） 

契約締結日

から 2 週間

以内 

本業務実施者（以下「要員」とい

う。）の作業責任者、窓口及び体制

図等が変更になった場合には、要員

名簿及び運用における体制表を適宜

修正し、PMDA の承認を得ること。 

2 要件定義・

基本設計 

・要件定義書 

・基本設計書 

・プロトタイプ画面 

プロジェク

ト実施計画

書で定める

工程完了日

に提出し、

最終版の納

品は平成 31

年 

3 月 15 日 

 

3 詳細設計・

開発 

・詳細設計書 

・環境定義書 

・標準開発ポリシー定義書 

・アクセス権限/ロール一覧

表 

プロジェク

ト実施計画

書で定める

期日までに

提出し、最

終版の納品

は平成 31 年 

3 月 15 日 

 

4 テスト ・テスト計画書 

・テスト結果報告書 

・テスト結果エビデンス 

・テストデータ 

プロジェク

ト実施計画

書で定める

期日までに

提出し、最

終版の納品

は平成 31 年 

3 月 15 日 

 

5 導入 ・導入計画書 

・導入手順書 

・導入作業結果報告書 

・ソフトウェア製品 

・開発環境 

・ソースコード 

・実行プログラム 

プロジェク

ト実施計画

書で定める

期日までに

提出し、最

終版の納品

は平成 31 年 

3 月 29 日 

 

6 教育 ・教育計画書 

・操作マニュアル（管理

者） 

プロジェク

ト実施計画

書で定める
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項番 工程 納入成果物 (注 1) 納入期日 納品に関する注意事項 

・操作マニュアル（一般ユ

ーザ） 

・業務マニュアル（ヘルプ

デスク） 

・教育用資料 

・教育作業結果報告書等 

・FAQ 

期日までに

提出し、最

終版の納品

は平成 31 年 

3 月 15 日 

7 移行 ・移行計画書 

・移行作業結果報告書 

・移行手順書 

プロジェク

ト実施計画

書で定める

期日までに

提出し、最

終版の納品

は平成 31 年 

3 月 29 日 

 

8 運用計画 ・運用計画書 

・運用手順書 

プロジェク

ト実施計画

書で定める

期日までに

提出し、最

終版の納品

は平成 31 年 

3 月 15 日 

本調達にて作成・導入したプログラ

ム等の影響により新たに必要となる

運用業務、及び既存の運用業務の変

更が必要となる範囲について記載す

ること。 

9 保守計画 ・保守計画書 

・保守手順書 

プロジェク

ト実施計画

書で定める

期日までに

提出し、最

終版の納品

は平成 31 年 

3 月 15 日 

本調達にて作成・導入したプログラ

ム等の影響により新たに必要となる

保守業務、及び既存の保守業務の変

更が必要となる範囲について記載す

ること。 

10 保守 ・障害等作業記録 平成 31 年 

3 月 29 日 

（※必要に

応じて随時

提出） 

 

11 その他 ・打合せ資料 

・議事録 

・機密情報受理管理簿 

・データ消去証明書 

・開発に係る中間成果物

（進捗管理表、課題管理

表、変更管理表、リスク一

覧、トレーサビリティマト

リクス等） 

・作業実績報告書 

・瑕疵担保責任対応に係る

保有情報の一覧 

平成 31 年 

3 月 15 日 

（※必要に

応じて随時

提出） 

 

注 1 納入成果物の作成にあたっては、SLCP-JCF2013（共通フレーム 2013）を参考とするこ

と。 
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② 納品方法 

表 ３.１の納入成果物を含む全ての納入成果物を平成 31年 3月 29日に納品すること。 

なお、納入成果物については、以下の条件を満たすこと。 

 

ア 文書を磁気媒体等（CD-R 又は CD-RW 等）により日本語で提供すること。 

イ 磁気媒体等に保存する形式は、Microsoft Office2013 で扱える形式とする。ただ

し、PMDA が別に形式を定めて提出を求めた場合は、この限りではない。 

ウ 磁気媒体を二部用意すること。 

エ 一般に市販されているツール、パッケージ類の使用は PMDA と協議の上、必要で

あれば使用を認めることとするが、特定ベンダーに依存する（著作権、著作者人

格権を有する）ツール等は極力使用しないこと。 

オ 基本設計書及び詳細設計書については、最低限以下のドキュメントを含み、他業

者がこれを基にして同一システムを開発できるレベルの設計書を作成すること。

必須ドキュメント：システム機能設計書、コード設計書、帳票設計書、画面設計

書、画面遷移図、データ設計書（ER 図、データモデル、論理データ設計書、ファ

イル定義書、物理データベース設計書を含む。） 、ジョブ設計書（ジョブフロ

ー）、障害対策設計書、セキュリティ対策設計書、完成図書（機能説明書、プロ

グラム説明書）、外部インターフェース設計書（インターフェース一覧、インタ

ーフェース関連表、インターフェース定義書等）及びプログラムリスト等。現在

利用中の開発ツールに加え、新しく開発ツールを導入する場合はそのライセンス

及びメディアを納入すること。 

カ 本調達で使用した開発ツール等のライセンス及びメディアを納入すること。 

キ 本業務を実施する上で必要となる一切の機器物品等は、受注者の責任で手配する

とともに、費用を負担すること。 

ク 各工程の中間成果物も含め、本調達に係る全ての資料を納品すること。 

 

③ 納品場所 

独立行政法人 医薬品医療機器機構 企画調整部広報課 
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４ 本調達にて実施する改修項目に関する事項 

本業務の実施にあたっては、別紙１ 機能要件の改修項目を全て実施すること。 

 

５ 作業の実施体制・方法に関する事項 

（１） 作業実施体制 

① 受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成

すること。 

② システム設計・開発等を複数業者が連携（再委託を含めて）して実施する等の場合

は、参画する各業者の役割分担等を明示すること。 

 

（２） 作業要員に求める資格等の要件 

① 設計・開発に携わるリーダは特定非営利活動法人 日本プロジェクトマネジメント協

会の「プロジェクトマネジメント・スペシャリスト（PMS）」、PMI（Project 

Management Institute）の「PMP」資格、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の

「プロジェクトマネージャ」資格のいずれかを取得していること。 

② Web ページ制作技術に関する専門的な知識、及び CMS や ASP、サイト内検索サー

ビス、アクセスログ解析サービス、Java 言語、Oracle に関する専門的な知識を有し

ている者を体制に含めること。 

③ Web サーバ、ネットワークインフラに関する専門的な技術知識を有し、現場担当者

に対して適切な応答速度で有効な助言、指示を与えられる者を体制に含めること。 

 

（３） 作業場所 

① 受注業務の作業場所（サーバ設置場所等を含む）は、（再委託も含めて）PMDA

内、又は日本国内で PMDA の承認した場所で作業すること。 

② 受注者の負担により本システムの基盤サービス事業者より提供される VPN を利用し

て PMDA 外からのサーバへのリモート接続を認めるものとする。 

③ 受注業務で用いるサーバ、データ等は日本国外に持ち出さないこと。 

④ PMDA 内での作業においては、必要な規定の手続を実施し承認を得ること。 

⑤ なお、必要に応じて PMDA 職員は現地確認を実施できることとする。 

 

（４） 作業の管理に関する要領 

① 受注者は、PMDA が承認した設計・開発実施要項に基づき、設計・開発業務に係る

コミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管

理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。 
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② 受注者は、PMDA の指示に従い、運用業務に係るコミュニケーション管理、体制管

理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュ

リティ対策を行うこと。 

③ 受注者は、PMDA の指示に従い、保守業務に係るコミュニケーション管理、体制管

理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュ

リティ対策を行うこと。 

 

６ 作業の実施に当たっての遵守事項 

（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 本業務に従事する要員は、PMDA と日本語により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。 

③ 本業務の履行場所を他の目的のために使用しないこと。 

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 受注者は、本業務の履行に際し、PMDA からの質問、検査及び資料の提示等の指示

に応じること。また、修正及び改善要求があった場合には、別途協議の場を設けて

対応すること。 

⑦ 次回の本業務調達に向けた現状調査、PMDA が依頼する技術的支援に対する回答、

助言を行うこと。 

⑧ 本業務においては、業務終了後の運用等を、受注者によらずこれを行うことが可能

となるよう詳細にドキュメント類の整備を行うこと。 

 

（２） 機密保持、資料の取扱い 

本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、以下のとおり。 

① 受注者は、受注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、本受注業務

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。 
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② 受注者は、本受注業務を実施するにあたり、PMDA から入手した資料等については

管理簿等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。 

 複製しないこと。 

 用務に必要がなくなり次第、速やかに PMDA に返却又は消去すること。 

 受注業務完了後、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 に提出すること。 

③ 応札希望者についても上記①及び②に準ずること。 

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」の第 52 条に

従うこと。 

⑤ 「秘密保持等に関する誓約書」を別途提出し、これを遵守しなければならない。 

⑥ 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。 

 

（３） 遵守する法令等 

本業務を実施するにあたっての遵守事項は、以下のとおり。 

① 受注者は、最新の「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」、「府省

庁対策基準策定のためのガイドライン」、「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」及び「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」（以下、「セキュリティポリシー」という。）を遵守すること。セキュリ

ティポリシーは非公表であるが、最新の「政府機関の情報セキュリティ対策のため

の統一基準群」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。セキュリティポリ

シーの開示については、契約締結後、受注者が担当職員に「秘密保持等に関する誓

約書」を提出した際に開示する。 

② PMDA へ提示する電子ファイル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。 

③ 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 PMDA 内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 

④ 受注者は、本業務において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、これらの実

施状況について、PMDA が定期又は不定期の検査を行う場合においてこれに応じる

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

順等を明確にするとともに、事前に PMDA に提出すること。また、そのような事態
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が発生した場合は、PMDA に報告するとともに、当該手順等に基づき可及的速やか

に修復すること。 

 

７ 成果物の取扱いに関する事項 

（１） 知的財産権の帰属 

知的財産の帰属は、以下のとおり。 

① 本件に係り作成・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 条に定めるすべての権利を含む。）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

発生した権利を含めてすべて PMDA に帰属するものとする。 

② 本件に係り発生した権利については、受注者は著作者人格権（著作権法第 18 条から

第 20 条までに規定する権利をいう。）を行使しないものとする。 

③ 本件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 本件に係り作成・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きを行うこと。この場合は事前に PMDA に報告し、

承認を得ること。 

⑤ 本件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ときは、受注者に通

知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者にゆだ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。 

 

（２） 瑕疵担保責任 

① 本業務の最終検収後 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

ステムの安定稼動等に関わる瑕疵の疑いが生じた場合であって、PMDA が必要と認

めた場合は、受注者は速やかに瑕疵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瑕疵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



 

13 

 

 

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

PMDA の承認を受けること。 

② 受注者は、瑕疵担保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。瑕疵担保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（日本工業標準）に従

い、また個人情報を取り扱う場合には JISQ15001（日本工業標準）に従い、厳重に

管理をすること。また、瑕疵担保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） 検収 

納入成果物については、適宜、PMDA に進捗状況の報告を行うとともに、レビューを受

けること。最終的な納入成果物については、「3（3）①成果物」に記載のすべてが揃って

いること及びレビュー後の改訂事項等が反映されていることを、PMDA が確認し、これら

が確認され次第、検収終了とする。 

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、作成資料等を常に管理し、最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。 

 

８ 入札参加資格に関する事項 

（１） 入札参加要件 

応札希望者は、以下の条件を満たしていること。 

① 開発責任部署は ISO9001 又は CMMI レベル 3 以上の認定を取得していること。 

② ISO/IEC27001 認証（国際標準）又は JISQ27001 認証（日本工業標準）のいずれか

を取得していること。 

③ PMDA にて現行関連システムの設計書等を閲覧し、内容を十分理解していること。 
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④ 応札時には、開発する機能毎に十分に細分化された工数、概算スケジュールを含む

見積り根拠資料の即時提出が可能であること。なお、応札後に PMDA が見積り根拠

資料の提出を求めた際、即時に提出されなかった場合には、契約を締結しないこと

がある。 

 

（２） 入札制限 

情報システムの調達の公平性を確保するために、以下に示す事業者は本調達に参加でき

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 各工程の調達仕様書の作成に直接関与した事業者等  

③ 設計・開発等の工程管理支援業者等 

④ ①～③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

則」（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。） 

⑤ ①～③と同一の親会社を持つ事業者 

⑥ ①～③から委託を受ける等緊密な利害関係を有する事業者 

 

９ 情報セキュリティの履行状況の確認に関する事項 

本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するため、

PMDA の年次情報セキュリティ監査実施時などで PMDA が本件受注者に対して情報セキュ

リティ履行状況の確認が必要であると判断した場合は、以下の対応を求めるものとする。 

① 情報セキュリティ履行状況の報告 

PMDA がその報告内容と提出期限を定めて情報セキュリティ履行状況の報告を求め

るものとする。 

② 情報セキュリティ監査の実施 

PMDA がその実施内容（監査内容、対象範囲、実施等）を定めて、情報セキュリテ

ィ監査を行う（PMDA が選定した事業者による監査を含む。）ものとする。 
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ア 受注者は、あらかじめ情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条

件等を「情報セキュリティ監査対応計画書」等により提示すること。 

イ 受注者は自ら実施した外部監査についても PMDA へ報告すること。 

ウ 受注者は、情報セキュリティ監査の結果、本調達における情報セキュリティ対策

の履行状況について PMDA が改善を求めた場合には、PMDA と協議の上、必要な

改善策を立案して速やかに改善を実施するものとする。 

情報セキュリティ監査の実施については、本項に記載した内容を上回る措置を講ず

ることを妨げるものではない。 

 

１０ 再委託に関する事項 

① 受注者は、原則として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。 

② ①における「主要部分」とは、以下に掲げるものをいう。 

ア 総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等。 

イ SLCP-JCF2013 の 2.3 開発プロセス、及び 2.4 ソフトウェア実装プロセスで定める

各プロセスで、以下に示す要件定義・基本設計工程に相当するもの。 

・ 2.3.1 システム開発プロセス開始の準備プロセス 

・ 2.3.2 システム要件定義プロセス 

・ 2.3.3 システム方式設計プロセス 

・ 2.4.2 ソフトウェア要件定義プロセス 

・ 2.4.3 ソフトウェア方式設計プロセス 

③ ①における「主要部分」であっても、以下の場合には再委託を認めることがある。 

・ 補足説明資料作成支援等の補助的業務 

・ 機能毎の工数見積において工数が比較的小さい機能に係るソフトウェア要件定義等

の小規模な業務 

④ 受注業務のうち契約金額の 10％を超える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、受注者と再委託先との委託

契約書の写し及び委託要領等の写しを 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、その最終的な責任は受注者が負うこと。 

⑤ 受注者又は本業務の一部の委託を請けた業者（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請けた業者「（以下「受託者」とい
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う。）」は、当該業務の一部を第三者に再委託することができる。この場合、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、④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。 

⑥ 再委託における情報セキュリティ要件については以下のとおり。 

・ 受注者は受託者における情報セキュリティ対策の実施内容を管理し PMDA に報告

すること 

・ 受注者は業務の一部を委託する場合、本業務にて扱うデータ等について、受託者ま

たはその従業員、若しくはその他の者により意図せざる変更が加えられないための

管理体制を整備し、PMDA に報告すること 

・ 受注者は受託者の資本関係・役員等の情報、委託事業の実施場所、委託事業従事者

の所属・専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関

して、PMDA から求めがあった場合には情報提供を行うこと。 

・ 受注者は受託者にて情報セキュリティインシデントが発生した場合の受託者におけ

る対処方法を確認し、PMDA に報告すること 

・ 受注者は、受託者における情報セキュリティ対策、及びその他の契約の履行状況の

確認方法を整備し、PMDA へ報告すること 

・ 受注者は受託者における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に確認するこ

と。また、情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法を検討し、

PMDA へ報告すること。 

・ 受注者は、情報セキュリティ監査を実施する場合、受託者も対象とするものとす

る。 

・ 受注者は、受託者が自ら実施した外部監査についても PMDA へ報告すること。 

・ 受注者は、委託した業務の終了時に、受託者において取り扱われた情報が確実に返

却、又は抹消されたことを確認すること。 

 

１１ その他特記事項 

（１） 環境への配慮 

環境への負荷を低減するため、以下に準拠すること。 

① 本件に係る納入成果物については、最新の「国等による環境物品等の調達の推進等

に関する法律（グリーン購入法）」に基づいた製品を可能な限り導入すること。 
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（２） その他 

PMDA 全体管理組織（PMO）が担当課に対して指導、助言等を行った場合には、受注者

もその方針に従うこと。 

 

１２ 附属文書 

（１） 別紙 

別紙 1 機能要件 

別紙 2 非機能要件 

 

（２） 事業者が閲覧できる資料一覧 

閲覧資料 1 情報提供システム再構築に係る設計・開発業務 納入成果物 

閲覧資料 2 情報提供システムの最適化の実施に係る仮想専用サーバ等一式 

 納入成果物 

閲覧資料 3 PMDA コーポレートサイト改修業務 納入成果物 

閲覧資料 4 PMDA コーポレートサイト運用支援・保守業務 納入成果物 

 

１３ 窓口連絡先 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構  

企画調整部広報課 星野 達郎 

電話：03 (3506) 9454 

メールアドレス：kouhou-ka●pmda.go.jp 

※迷惑メール防止対策をしているため、送信の際は●を半角アットマークに置き換えて

ください。 



機能要件

No. タイトル 対象 改修対象 現在 必要となる改修内容

1

XML形式の新様式に合わせて、「医薬品の添付文書等を調べる

（以下、「左側」）及び「特定の文書の記載内容から調べる（以

下、「右側」）」の検索機能において、適切に検索結果表示される

ようにする。

医療用医薬品

添付文書等検索

検索画面

検索結果画面

もっとみる画面

XML形式の新様式には対応していない。
XML形式の新様式においても適切に結果表示されるように対応する。なお、SGML形式につい

ては引き続き対応を続ける。

2
新記載要領に対応し、左側及び右側の検索機能において、適切に

検索結果表示されるようにする。

医療用医薬品

添付文書等検索

検索画面

検索結果画面

もっとみる画面

新記載要領にも対応していない。

・新記載要領に合わせて検索結果が適切に反映さるように対応する。

・移行期間（５年間）での添付文書項目内検索時では、項目名として新スキーマの項目名

とするか、旧スキーマの項目名とするか選択できるようにする。

3 新記載要領に対応した添付文書のバージョン比較機能とする。
医療用医薬品

添付文書等検索

検索結果画面

もっとみる画面

（PMDA内部の

み）

PMDA内部のみ、HTMLの添付文書情報の表示で、

添付文書の比較が行える。

・記載要領が変更になっても、同様に比較が行えるように対応する。

・新規記載要領と現行の記載要領が比較できるようにするのは不要

・XML形式で提出された版がわかるようにする。

4
情報提供システム（以下、「info」）の改修(注1)後のinfoのテー

ブルに合わせて、適切にバッチ連携ができるように改修する。

医療用医薬品

添付文書等検索
連携バッチ

infoとバッチ連携を行い、infoのコピーテーブルを元に結

果表示等を行っている。

・infoの医療用医薬品のDBの変更に対応する。

・取得する実態ファイルが旧様式の場合は現状通りとし、新様式の場合は表示用XML、

SGMLのzipファイルの代わりに、添付文書XMLそのもの、及びXMLのzipファイルを取得するよ

うにする。

5 SGMLの取り扱いの最適化について
医療用医薬品

添付文書等検索
検索結果画面 SGML形式で表示を行っている。

・フォルダ構成については、infoのフォルダ構成と同様の要件をコーポレートサイトでも満たせるよ

うにする。

・HTML表示については、infoで管理している添付文書がXMLかSGMLかの情報を同期し、そ

れに応じたスタイルシートでプレビューする。

6 添付文書英語版の表示
医療用医薬品

添付文書等検索

検索結果画面

もっとみる画面
現在、英語版は登録さていないため、表示もされない。

・もっとみる画面から英語版添付文書を確認できるようにする。

・HTML表示の際に英語の記載があれば切り替え可能とする。

・なお、英語版の添付文書XMLは存在せず、XMLの各項目に言語属性をつけて記載する。

・また、PDFは英語版として別ファイルで登録する。

・英語版の添付文書が登録されている場合は、検索結果画面に何らかの符号等を表示するこ

とを検討する。

7 ダウンロードファイル名の変更
医療用医薬品

添付文書等検索
検索結果

最小規格のYJコードをファイル名にするように命名規則

を設けている。

XML化に伴い、最小規格以外のYJコードもXMLファイル名、PDF名として使用可能となり、添

付文書情報・添付文書ファイルにアクセスする処理が正常に機能しない場合は、必要な改修

を行う。

なお、ダウンロードした際のファイル名は販売名が日本語で明確に表示されるようにする。

8
包装単位記載バーコード（以下、「GS-1コード」）による添付文書

検索

医療用医薬品

添付文書等検索

検索画面

連携バッチ
GS-1コードでは検索できない。 GS-1コードで完全一致検索できるようにする。

9 患者向医薬品ガイドと添付文書の複数紐付け
医療用医薬品

添付文書等検索
検索結果

１つの添付文書に対して、１つの患者向医薬品ガイド

しか紐付けられない。

・１つの添付文書に対して、複数の患者向医薬品ガイドを紐付ける。

・結果画面において、複数ある場合に違いがわかるよう「◯」の標記を変更することを想定。

10 承継時の紐付け対応について
医療用医薬品

添付文書等検索

紐付け登録画面

連携バッチ

暫定コードが正式コードに変更した際の自動リンクには

対応している。
承継時にも自動リンクとなるようにする。

（別紙１）機能要件
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機能要件

No. タイトル 対象 改修対象 現在 必要となる改修内容

11 RMPの関連文書資材を表示させる。
医療用医薬品

添付文書等検索
もっとみる画面

現在、RMPの関連文書資材は登録されていないため、

表示もされない。

・もっとみる画面にRMPの関連文書資材を表示させる。

・リンク文字（資材名）が長くなることを考慮した上で改修する。

12 RMP関連のデータをバッチ連携で取得する
医療用医薬品

添付文書等検索

連携バッチ

紐付け登録画面
現在は、手作業で紐付けを行っている。

・RMP関連のデータをバッチ連携で取得し、結果表示に反映されるようにする。

・なお、RMPは通常１つの添付文書に対して１つのRMPが作成されるが、例外的に複数とな

る可能性があるため、そのような場合にも適切に表示されるようにNo.11と合わせて対応する。

13 RMP一覧ページをHP掲載する 統合HP
RMP一覧ページ

連携バッチ

RMP一覧は、ALAYAにてページを作成し、更新してい

る。

http://www.pmda.go.jp/safety/info-

services/drugs/items-

information/rmp/0001.html

・infoで作成される一覧をバッチ連携で取得して、HP公開・更新する。

・一覧で表示する一般名及び販売名のデータ（テーブル）は添付文書検索機能で用いてい

るテーブルとは別のinfoのテーブルを利用して表示する。

14  著作権フリー文献等へのリンクのためのタグの追加
医療用医薬品

添付文書等検索
検索結果画面

添付文書のHTMLプレビューで、著作権フリー文献やガ

イドラインへの外部サイトへのリンクはできない。

添付文書のHTMLプレビュー用スタイルシートにおいて、参考文献などXMLスキーマで許された

箇所のリンクタグをアンカータグとして表示する。

15 左側の項目内検索を新記載要領でも検索を行えるようにする。
医療用医薬品

添付文書等検索
検索画面

現在の記載要領に基づいて、項目内検索を行ってい

る。

・少なくとも移行期間（5年間）中は、新記載要領と現行の記載要領どちらでも検索できるよ

うにする。どちらで調べるかはユーザが選択できるようにする。

・デフォルトの設定は、保守運用で切り替えができるように改修する。

・どちらで調べても検索がヒットするように互換性を持たせるようにinfoとも連携した上で改修をす

る。

・なお、新記載要領の項目については、全項目検索できるようにする。

16 先発品／後発品検索条件及び表示結果の追加
医療用医薬品

添付文書等検索

検索画面

検索結果画面

もっとみる画面

そのような機能はない。

infoで検索用インデックスに医薬品の先発・後発情報を含めるため、コーポレートサイトに同期

されている検索用インデックスを利用して、『医療用医薬品　情報検索画面』において先発医

薬品等のみ、または後発医薬品等のみの検索を可能とする。

17 コーポレートサイトの検索結果に更新日を表示する。
医療用医薬品

添付文書等検索

検索結果画面

もっとみる画面
更新日が表示されない。

・コーポレートサイトで「医療用医薬品　情報検索」の「くすりの特徴から調べる」を用いた検索

結果において、一般用・要指導医薬品添付文書等検索機能と同様に、各添付文書の更新

日を表示する。

・一般用・要指導医薬品の情報検索機能の検索結果を参照。

18 「検索結果一覧で表示する文書を選ぶ」の項目を整理する。
医療用医薬品

添付文書等検索

検索画面

検索結果画面
－ 「検索結果一覧で表示する文書を選ぶ」の項目を統廃合する等、整理を行う。

19 もっとみる画面のフォーマット変更を行う。
医療用医薬品

添付文書等検索
もっとみる画面 － No.6, 9, 11, 16, 17, 18を踏まえた上で、もっとみる画面のフォーマット変更を行う。
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目次
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■別紙2　非機能要件

1 アクセシビリティ要件
2 情報セキュリティ対策の基本的な考え方
3 機密性格付区分
4 情報セキュリティ対策要件
5 テストに関する事項
6 引継に関する事項
7 教育対象者の範囲、教育方法



アクセシビリティ要件

Page 2/8

目次に戻る

No. アクセシビリティ分類 アクセシビリティ要件 補足

1
全体 電子政府ユーザビリティガイドライン

https://cio.go.jp/node/1980
最新のガイドラインを参照すること

2

全体 JIS X 8341-3 適合レベル及び対応度：
ウェブアクセシビリティ対応（JIS X 8341-3適合レベルAAへの準拠するこ
と。
対象範囲：
改修対象の全ての画面（既存画面の一部を更新する場合を含む）
試験の実施：
なし (試験は、改修対象以外の画面を含めて運用・保守業者が行う)
成果物：
・適用する達成基準の要件を満たすウェブコンテンツ一式
・適用する達成基準の要件を満たすことを示す試験結果資料
 ・実装チェックリスト
 ・達成基準チェックリスト



情報セキュリティ対策の基本的な考え方
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目次に戻る

特徴 格付の区分 特徴 格付の区分

ウェブコンテンツ (公開後) 静的コンテンツおよび動的
コンテンツ(元データのデー
タベースおよびファイルを含
む)

機密性1情報 既存システムの要件に合わせること。
リモート接続によりデータセンターのサーバ
機器類等に接続しメンテナンス等を実施
する場合には、アクセス権限設定について
PMDAの許可を得ること。

ウェブコンテンツ (公開前) 同上 機密性2情報 同上

情報の機密性
補足主な情報

情報の取扱いで
考慮すべき関連

法令

その他
（情報の完全性、可用性等）



機密性格付区分
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目次に戻る

格付の区分 分類の基準

機密性4情報 特定の役職員のみ知りうる状態を厳密に確保する必要のある情報

機密性3情報 機密性４情報に相当しないものの、公表すると機構の業務に差し障りのある情報のうち、要配慮個人
情報を含む個人情報や製薬企業・医療機関等から提供を受ける情報

機密性2情報 公表すると機構の業務に差し障りのある情報のうち、機密性３及び４に該当しない情報

機密性1情報 公表済みの情報、公表しても機構の業務に差し障りのない情報



情報セキュリティ対策要件
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目次に戻る

No. 情報セキュリティ対策 対策に係る要件 補足
1 コンピュータウイルス対策 コンピュータウイルス対策基準（平成12年12月28日（通商産業

省告示 第952号））に準じた対策を講じること。

2 ボット対策 ボットに感染したコンピュータからのサイバー攻撃等を迅速かつ効果的
に停止させるための対策を考慮すること。

3 不正アクセス対策 ウェブサイトに係る機能等に関しては、クロスサイト・スクリプティングや
SQLインジェクション等の脆弱性を狙った攻撃に対する対策を講じる
こと。

4 脆弱性対策 ・ソフトウェア等脆弱性関連情報取扱基準（平成16年7月7日
（経済産業省告示 第235号））に準じた対策を講じること。
・PMDAの指示に従い脆弱性対策を行うこと。

5 監査証跡（ログ管理） ・オンライン処理について、利用者ID、IPアドレス、利用機能、アクセ
ス日時等について、ログが取得出来ること。
・ログの収集及び一元管理が可能であること。ログファイルは一定期
間ハードディスク上に保存し、それを超えた分については、外部可搬
媒体にて保存させること。
・定められた場所に定められた保存期間のログが保存されていること
を年次検証すること。

6 特権ID管理 ・PMDAの指示に従い特権IDの管理（一覧の作成、棚卸、払い出
しから返却までの管理、履歴管理）を行うこと。

7 その他 ・実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、
実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。
・電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの
改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合に
は、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
・法人外の利用者その他のプライバシーに係る情報が本人の意思に
反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに
組み込まれることがないよう開発すること。

システムの設計・開発等に際しては、受注者は、PMDAと調整の上、必要な対策を講じること。なお、情報セキュリティ対策を講じる範囲
は本システム全体とする。主な対策例を下表に示す。
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目次に戻る

No. テストの種類 テストの目的、内容 テスト環境 テストデータ 補足

1
単体・結合テスト ソフトウェアをほかのソフトウェアと結合する前に単体でその完全性を評

価する。また、それらの結合テスト・評価を行う。

2

機能テスト アプリケーションの各機能が実行するタスクが、仕様書・ユーザガイド・要
求仕様書・設計文書に違反する動作をしていないかを確認する。
（TOFT：Task-Oriented Functional Test）

3

強制エラーテスト プログラムを強制的にエラーにするよう設計された異常系テスト 境界値
テスト 極端な入力データに対するプログラムの応答を確認する。
（FET：Force-Error Test）

4 システムレベルテスト システム全体を通して動作させ、正常に機能するかを確認する。

5 現実のユーザレベルテスト ユーザがプログラムに対して行うであろうことを予測してテストする。

6 探索型テスト 問題の「起こりそうな」場所に焦点をしぼってテストする。

7 負荷／ボリュームテスト プログラムが大量のデータ／計算／処理をどのように扱うかをテストす
る。

8 ストレステスト 限られたリソースのもとでプログラムを動作させる。

9 パフォーマンステスト ユーザが許容できるシステム性能を維持できるかどうかをテストする。

10
APIテスト バグ修正後に、それが確実に修正されているかとともに、新たなバグが発

生していないかをテストする。

11 ドキュメントテスト リファレンスガイドやユーザガイドが正しく記述されているかをテストする。

12

ユーティリティ、ツール、その
他付属品のテスト

システムに付属するもののテスト、インストール／アンインストールテスト、
インストーラのテスト、READMEやアイコンの確認、インストールした機能
が正常に動作するかをテストする。

13 フェイルオーバーテスト システムレベルのエラー処理やリカバリプロセスをテストする。

14
アベイラビリティテスト システムやコンポーネントが動作可能でアクセス可能な状態となるまでを

テストする。

15 信頼性テスト システムが一定時間の間連続で操作可能かをテストする。

16 ユーザインタフェイステスト 使いやすさや見た目の評価、UIが仕様通りに動作するかをテストする。

17
ユーザビリティテスト 使いやすさやユーザの満足度をはかる情報を収集する等、場合によって

は、外部の協力者の評価も交えてテストする。

18 セキュリティテスト 脆弱性／情報洩れ等がないかをテストする。

プログラム改修内容の特性に照らし合わせて下表のテストの内、実施するテストをPMDAと協議のうえで決定すること。



引継に関する事項

Page 7/8

目次に戻る

No. 引継ぎ発生時 引継ぎ元 引継ぎ先 引継ぎ内容 引継ぎ手順 補足

1
平成31年度運用事業者
及び保守事業者の決定以

降、本番移行前
受注者 平成31年度運用事業

者及び保守事業者
改修後の設計、運用

手順、保守手順

平成31年度運用事業者及び保守事業者と調整のうえ、引
継ぎ計画を作成し、成果物に定めた設計書及び手順書を用
いて引継ぎを行うこと。平成31年度運用事業者及び保守事
業者からの質問に回答すると共に、不明確な点は設計書及び
手順書を改訂すること。
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目次に戻る

No. 教育対象者の
範囲 教育の内容 教育の

実施時期 教育の方法 教材 教育対象者数 補足

1 本業務に従事
する要員

個人情報保護・プライバ
シー保護に関する教育

参画前 受注者における社
内教育

受注者が用意する
教材

本業務に従事す
る要員数

社内教育制度を有し、業務に従事する
要員に対し教育を実施していること。

2 守秘義務に関する教育

3 情報セキュリティに関する
教育

4 現行の薬機法の概要に
関する教育

5 本システムのデータ構造
の概要に関する教育

6 本システムを構成する
ハードウェア及びソフトウェ
アの基礎知識および本シ
ステムを構成する機器及
び関連ソフトの基本操作

に関する教育

7 平成31年度
運用事業者及
び保守事業者

運用手順 システム変更
本番リリース前

研修 納入成果物に示す
各種マニュアル

調達仕様書の成果物に示す、本システム
の運用支援に関する各種ドキュメント類を
作成・改訂（本システムの保有する各種
マニュアル類について、本業務の影響箇所
を抽出の上、改訂を行うこと。）するととも
に、運用・保守手順に係る教育・研修等
を行うこと。教育・研修の内容、日程、回
数等の詳細については、平成31年度運
用事業者及び保守事業者と協議し、
PMDAの了承のうえ決定すること。

8 PMDA職員 本システム(追加・変更
箇所)の操作手順

システム変更
本番リリース前

研修 納入成果物に示す
各種マニュアル

調達仕様書の成果物に示す、本システム
の操作マニュアルを作成・改訂（本システ
ムの保有する各種マニュアル類について、
本業務の影響箇所を抽出の上、改訂を
行うこと。）するとともに、ユーザーの操作
手順に関する教育・研修等を行うこと。教
育・研修の内容、日程、回数等の詳細に
ついては、PMDAの了承のうえ決定するこ
と。
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