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１ 調達案件の概要に関する事項 

（１） 調達件名 

審査系システムリプレイス業務 

 

（２） 用語の定義 

表 １.１ 用語の定義 

用語 概要 

医薬品等審査システム

（Pegasus） 

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定められ

た許認可に関する申請等を受付けて審査し、行政側の許可・承認等の業務を全国

的に一括処理する基幹業務処理を行う Web システム。 

医薬品等新申請・審査システムを中心とした審査関係各システムの統合､及び

PMDA の業務全体の基盤となる共用 LAN システムの再構築により構築された。 

厚生労働省医薬・生活衛生局の関係各課、総合機構、地方厚生局、都道府県にお

いて、医薬品等及び医療機器に係る申請等の受付、審査・調査結果の入力、許認

可の施行登録、証書・通知書の発行等の業務処理と支援に用いられる。 

主な機能は以下のとおり。 

 ・医薬品/医療機器の製造販売許可に関する各種相談案件の管理 

 ・医薬品/医療機器の製造販売許可申請受付 

 ・製造販売許可申請に対する審査の進捗管理 

 ・調査 (信頼性保証調査/適合性調査)案件の進捗管理 等 

eCTD ビューアシステム

（eCTD ビューア） 

主に医療用新医薬品の製造販売許可審査を行う PMDA 職員が使用する機構内部

に公開を限定した Web システム。 

医療用新医薬品申請の添付資料として「eCTD v3.2.2」が企業から提出された場

合に、本システムにて審査員に公開する。審査員が容易に資料を閲覧できるよう、

独自の仕様を持つ eCTD を解釈し、適切な形で公開する。 

 

本システムは、eCTD の公開以外にも以下の機能を有する。 

 ・eCTD  受付番号(eCTD 専用の通し番号)の払い出しおよび管理 

 ・eCTD v3.2.2  バリデーション 

 ・eCTD  取込 

 ・オフラインビューア(オフラインで eCTD を閲覧できるよう、HTML 形式に変

換) 

医薬品等 FD 申請・審査シ

ステム（旧法システム） 

平成 17 年に施行された改正薬事法以前の薬事法に基づき、定められた許認可に

関する申請等を受付けて審査し、行政側の許可・承認等の業務を全国的に一括処

理する基幹業務処理システム。 

改正薬事法施行前は独立して運用管理されていたが、現在は Pegasus の HW 上

の仮想環境にて、稼働している。 

改正薬事法施行前に提出された申請等については、改正前の法令に則り審査等を

行う必要があるため、当すでに使用頻度が少なく、機能の追加・改修等は行って

いないが、今後も継続的に使用される見込みである。 



 

2 

 

 

医療機器 WEB フォー

ム（DWAP） 

医療機器および体外診断薬を製造販売する企業が、インターネット経由で製造販

売申請や届出を行うために利用する Web システム。 

医薬品や医療機器の申請・届出には、「FD 申請ソフト」を使用して、承認申請

書の電子ファイル(FD ファイル)を作成する必要があるが、本システムでは Web

上で申請内容を入力することで、適切な内容の承認申請書を作成することができ

る。 

本システムに情報を登録するだけでは「申請行為」は行えず、窓口への書類提出

が必要だが、受付後は本システムの情報が Pegasus へ連携され、機構内で利用さ

れる。 

申請電子データシステム 医療用新医薬品の製造販売許可申請を行う企業に対してインターネット公開をし

ている Web システム。 

申請企業が Web ブラウザを介して本システムに接続・操作することで、申請日

の予告や申請に伴って添付すべき各種資料(eCTD や申請電子データ 等)を提出す

ることができる。 

本システムのサブシステムとして Pinaccle 21 社の「Pinacle 21 Enterprise 

Edition」があり、このシステムが企業から提出された「申請電子データ」のバリ

デーションを実施する。 

申請企業にとっては申請窓口の面を持つ一方で、PMDA 職員にとっては「申請電

子データ」を管理するシステムとして扱われる。企業から提出された申請電子デ

ータを PMDA 職員が審査等の業務に活用するために、申請電子データの変換や保

管を行う。なお、一部 Pegasus 画面を申請企業向けとして表示したり、機能を

利用しており、本調達においては当該部分を申請電子データシステムの一部とす

る。 

治験中不具合報告管理シス

テム 

企業から報告される医療機器の治験中に発生した不具合の情報(XML 形式)を専用

ツールを利用して取り込み DB へ集積、それを PMDA 職員が検索・参照するため

に使用するクライアントサーバシステム。 

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基づき企

業等より報告された治験中不具合報告等の受付及び情報管理を行う。 

再生医療等製品不具合報告

管理システム 

「治験中不具合報告管理システム」と同じ仕組みで、再生医療等製品の治験中に

発生した不具合情報の取り込みおよび PMDA 職員への公開を行う。 

GMP 調査関連情報集積シ

ステム 

(まとまるくん) 

主にPMDAの品質管理部職員が使用するMicrosoft Accessを用いた案件管理ツー

ル。 

PMDA が行う製造所調査や GMP 適合性調査の実施履歴蓄積、調査業務計画管理、

製造所情報およびリスク評価内容の管理などを本ツールで行う。 

Pegasus にも同等の機能があるが、現場の業務実態に合わせツールを提供してい

る。 

本システムと Pegasus はデータ連携をしており、ツール側で更新した内容は、

Pegasus に反映される。 

既承認画像検索システム 承認台帳／再審査／添付資料の承認書類イメージと承認書類検索用データを蓄

積・管理し、ネットワークで共有活用するクライアントサーバシステム。 
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審査系システム 以下のシステムの総称。 

・医薬品医療機器申請・審査システム（Pegasus） 

・申請電子データシステム 

・eCTDビューアシステム（eCTDv3） 

・医療機器 WEB申請プラットフォーム（DWAP） 

・治験中不具合管理システム 

・まとまるくん 

・既承認画像検索システム 

審査プラットフォーム（審

査 PF） 

本調達で構築する、審査系システムが共通して使用するハードウェア及びソフト

ウェアで構成するシステム基盤の総称。 

運用事業者（審査系ヘルプ

デスク） 

審査系システムの運用保守業務（ヘルプデスク業務含む）を行う事業者。 

共用 LANシステム PMDA の共通的基盤システム。メールサーバやグループウェアサーバ、クライアン

ト端末等で構成されている。 

行政機関 薬事行政業務処理を担当する厚生労働省医薬・生活衛生局の医薬品審査管理課／

医療機器審査管理課／監視指導・麻薬対策課／安全対策課、7 地方厚生局薬務主

管課、47 都道府県薬務主管課、PMDA 内審査部門を一括して単に「行政機関」

と呼ぶ。 

行政側担当職員 行政機関の職員を一括して「行政側担当職員」という。これらには、正職員、嘱

託職員及び派遣職員が含まれる。 

申請書・届書・願書（申請

等） 

申請者が旧薬事法または、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律に定められた許認可に関する申請・届・願（それぞれを区別しな

い場合、まとめて「申請等」という）を行う場合に、行政機関へ提出する書面（そ

れぞれの書面を区別しない場合、本調達仕様書においてのみ便宜的に「申請書等」

という）。旧薬事法、旧薬事法施行令、旧薬事法施行規則、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、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施行令、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施行規則、厚生労働省から発出された各種

通知、総合機構から発出された各種通知にその様式が定められている。 

医薬品等専用ネットワーク

（医薬品 NW） 

行政機関から審査系システムにアクセスするための専用回線。本調達には含まな

い。 

 

（３） 調達の背景と目的 
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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、審査関連業務で

使用するため、審査系システムを整備し、運用している。審査系システムは導入から 5 年以

上が経過し、ハードウェア及びソフトウェアの平成 31 年 2 月末に約半数の機器が、同 3 月

末には残り約半数の機器が保守限界を迎えることが判明している。保守限界以降にシステム

関連の障害が起きた場合、システムの安定稼働に支障をきたし審査関連業務を継続できない

可能性がある。このため、引き続き円滑に審査関連業務を行うためのシステム安定稼働を目

的としたハードウェア及びソフトウェアの更新を行う。 

また、以前より検討が進められていた PMDA 情報システム基盤統合の考え方に基づき、

本調達で導入する基盤製品のうち、一部の機器を共用 LANシステムと共有した構成とする。

本調達の概要は「別紙 12 概略構成図 抜粋（想定）」を参照すること。 

 

（４） 業務・情報システムの概要 

本調達における審査プラットフォーム（以下、審査 PF という。）及び各業務システムの

概要については、「１．（２）用語の定義」及び「別紙１」に示すとおりである。 

 

（５） 契約期間 

契約期間は契約開始日から平成３７年３月３１日までとする。 

うち、賃貸借期間は平成３２年４月１日から平成３７年３月３１日までとする。 

 

（６） 作業スケジュール 

リプレイスに係る想定スケジュールの概要を「別紙 2」に示す。「別紙 2」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。 

 

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 審査系システムに係る統合

運用支援業務及び統計処理

業務 

総合評価落札方

式 

平成 30 年 4 月 1 日～

平成 31 年 3 月 31 日 

 

2 共用 LAN サーバリプレイス

一式 

総合評価落札方

式 

平成 30年 6月 15日～

平成 36 年 12 月 31 日 
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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 審査系システムに係る統合

運用支援業務及び統計処理

業務（仮） 

未定 平成 31 年度中を予定  

2 審査系システム 

データセンタおよびディス

ク増設等に係る調達一式

（仮） 

未定 平成 31 年度中を予定  

3 審査系システム インター

ネット接続回線および広域

イーサネットワーク回線

（仮） 

未定 平成 31 年度中を予定  

4 医薬品副作用・安全対策支援

統合システム及び医療機器

不具合情報管理システムシ

ステムの機器等賃貸借業務

（仮） 

一般競争入札 平成 31 年度中を予定  

5 医薬品副作用・安全対策支援

統合システム及び医療機器

不具合情報管理システムの

機器更改に伴うアプリケー

ション移行業務（仮） 

一般競争入札 平成 31 年度中を予定  

6 法改正およびオンライン化

に係る審査系システムの機

能追加業務（仮） 

未定 平成 31 年度中を予定  

7 eCTD v4.0 ビューア構築業

務（詳細設計以降） 

未定 未定  

 

（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 実施計画書等の作成 

ア－1 受注者は、PMDA の指示に基づき、関連事業者と調整の上、以下に示す項目

を記載した実施計画書の案を作成し、PMDA の承認を受けること。実施計画書の作成

に当たっては、「12 附属文書 （1）要件定義書」に記載した各事項に示す要件を参

照すること。なお実施計画書を変更する必要が生じた場合は、速やかに改定計画を策

定し、PMDA の承認を得て変更すること。 

（実施計画書に記載する事項） 

・開発プロジェクトの概要 

・開発方針 
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・スケジュール 

・WBS 

・役務の作業内容と完了基準 

・成果物 

・実施体制 

・要員計画 

・管理計画（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、構成管理、変更管理、情報セキュリティ管理） 

イ 設計 

イ－1 受注者は、「別紙 3」、「別紙 4」に示す要件を満たすために、以下に示す

基本設計作業を実施し、成果物について PMDA の承認を受けること。 

（基本設計の実施内容） 

・機能設計 

・データ設計 

・画面設計 

・バッチ設計 

・システム基盤方式設計 

・情報セキュリティ方式設計 

・インターフェース設計（システム間連携） 

・ファイル設計 

イ－2 受注者は、基本設計書等に基づき、アプリケーションプログラムの仕様、機

器等の諸元・設定内容、ソフトウェアの設定内容等を検討し、以下に示す詳細設計作

業を実施し、成果物について PMDA の承認を受けること。 

（詳細設計の実施内容） 

・プログラム設計 

・データ詳細設計 

・画面詳細設計 

・帳票詳細設計 

・バッチ詳細設計 

・システム基盤方式詳細設計 

・情報セキュリティ詳細設計 

・インターフェース詳細設計 

・接続仕様書 

・環境定義書（パラメータシート） 
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イ－3 受注者は、「別紙 4」の「１３移行に関する事項」及び設計内容を踏まえ、

移行対象、移行方式、体制と役割、移行判定基準、切り戻しの方法、リスクの識別、

コンティンジェンシープラン、環境、ツール、スケジュール等を記載した移行計画の

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、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－5 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、開発に当たり、アプリケーションプログラムの開発又は保守を効

率的に実施し、セキュリティリスクを低減したシステムを構築するため、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。 

また、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セキュリ

ティ対策の実施状況の確認方法（例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソース

コードの脆弱性検査、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）

をセキュリティルールとして定め、PMDA の確認を受けること。 

ウ－2 受注者は、「別紙 4」の「１２テストに関する事項」を基に、受注者の提案

書、設計書を踏まえ単体テスト、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－3 受注者は、設計工程の成果物及び標準コーディング規約、セキュアコーディ

ング規約、セキュリティルールに基づき、アプリケーションプログラムの開発、各種

定義ファイル等の作成を行うこと。その際は、一貫した品質保証体制の下、発注者の

意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理を行うこと。 

ウ－4 受注者は、テスト計画書に基づき「単体テスト仕様書」、「結合テスト仕様

書」を作成し、単体テスト、結合テストを実施すること。実施後速やかに「単体テス

ト結果報告書」、「結合テスト結果報告書」を作成し、PMDA の承認を受けること。 

ウ－5 受注者は、テスト計画書に基づき「総合テスト仕様書」を作成し、総合テス

ト（脆弱性テスト等を含む）を実施すること。実施後速やかに「総合テスト結果報告

書」及び「脆弱性検査の結果報告書」を作成し、PMDA の承認を受けること。 

 

エ 受入テスト支援 
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エ－1 受注者は、「受入テスト計画書」の作成及び受入テスト実施に係る支援（テ

スト環境の用意、テストシナリオ及びテストデータの準備、受入テストの企画・周知

並びに受入テストへの立会い等）を、受入テストに参画する関係者数を踏まえ、計画

的に時間を十分に確保の上で実施すること。 

また、PMDA から報告される受入テスト結果内容を取りまとめ、必要に応じて指摘事

項への対応を行うこと。なお、上記の作業の実施に当たっては、「別紙 4」の「１２

テストに関する事項」に示す事項に留意すること。 

 

オ 移行 

オ－1 受注者は、「移行計画書」に基づき、テスト体制、テスト環境、作業内容、

作業スケジュール、テストシナリオ等を記載した「移行テスト計画書」の案を作成し、

PMDA の承認を受けること。また、「移行テスト計画書」に基づき、移行対象データ

を収集・加工し、移行テストを行うこと。 

オ－2 受注者は、「移行リハーサル」及び「本番移行の実施」で行われる一連の作

業を対象とした「移行手順書」を作成し、PMDA の承認を受けること。なお、「移行

手順書」には開発・検証した移行ツール等の、作業手順を記載し、移行ツール等の変

更、更新が発生した場合は、「移行手順書」へ適宜内容を反映させること。 

オ－3 受注者は、「移行計画書」、「移行手順書」及び「移行テスト計画書」に基

づき、移行対象データを収集・加工し、移行リハーサルを行った上で PMDA の本番

移行の開始判定を受け、本番移行を行うこと。 

また、移行リハーサル、本番移行の実施において、それぞれ「移行結果報告書」を作

成し、「移行計画書」に記載された判定基準に基づいた結果を PMDA に報告するこ

と。 

なお、移行計画策定から本番移行の実施作業の実施に当たっては、「別紙 4」の「１

３移行に関する事項」」に示す事項に留意すること。 

 

カ 教育 

カ－1 受注者は、「別紙 4」の「１５教育に関する事項」に基づき、教育の対象範

囲、実施方針、スケジュール、体制等を定義した上で、成果物「教育実施計画書」と

して取りまとめ、PMDA の承認を受けること。 

カ－2 受注者は、「別紙 4」の「１５教育に関する事項」に基づき、必要となる資

料を作成すること。 

カ－3 受注者は、「別紙 4」の「１５教育に関する事項」及び「教育実施計画書」

に基づき、教育を実施し、実施結果の報告を行うこと。 

 

キ 引継ぎ 
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キ－1 受注者は、設計・導入の設計書、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。 

なお、引継ぎに当たっては引継ぎ書を作成するものとし、引継ぎ書には以下の内容を

含むこと。 

・引継ぎ資料一覧 

・課題、リスク引継ぎ事項 

・案件特性及びシステム特性に伴う個別引継ぎ事項 

・改善提案引継ぎ事項 等 

 

ク 廃棄 

ク－1 受注者は、本調達の本番移行作業完了後、現行システムの機器の廃棄を

PMDA の求めに応じて、受注者の責任と負担において実施すること。廃棄対象につい

ては、「閲覧資料 1」、「閲覧資料 2」を参照のこと。 

なお、調達対象となる機器の廃棄時には、「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」に基づき、電磁的記録の抹消・破壊等の適切な措置を講

じること。また、「廃棄対象物リスト」の対象物を廃棄したことを「廃棄結果証明書」

にて PMDA に報告すること。 

 

② 運用 

運用業務は別途調達となる審査系システムの運用事業者が実施するため、本調達には

含まない。 

 

③ 保守 

ア 中長期運用・保守作業計画の確定支援 

ア－1 受注者は、PMDA が中長期運用・保守作業計画を確定するに当たり、情報シ

ステムの構成やライフサイクルを通じた運用業務及び保守作業の内容について、計画

案の妥当性の確認、情報提供等の支援を行うこと。 

 

イ 保守作業計画及び保守実施要領の作成支援 

イ－1 受注者は、PMDA が保守作業計画及び保守実施要領を作成するに当たり、具

体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。 

 

ウ 定常時対応 
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ウ－1 受注者は、「別紙 4 非機能要件」の保守要件に示す定常時保守業務（不具

合受付等）を行うこと。具体的な実施内容・手順は PMDA が定める保守作業計画に

基づいて行うこと。 

 

エ 障害発生時対応 

エ－1 受注者は、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、

PMDA 又は運用事業者からの連絡を受け、「別紙 4 非機能要件」の保守要件に示す

障害発生時保守業務（原因調査、応急措置、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「インシデント管理標準手順書」に基づいて行うこと。 

エ－2 受注者は、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及び対応策の実施をすること。 

エ－3 受注者は、大規模災害等の発災時には、PMDA の指示を受けて、必要な対応

を実施すること。 

 

オ その他 

オ－1 受注者は、PMDA が本システムの更改を行う際には、次期の情報システムに

おける PMDA 及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報

提供及び質疑応答等の協力を行うこと。 

 

（２） システム資産簿登録に係る作業 

① 受注者は、PMDA が指定する以下のシステム資産簿登録用シートを、運用実施要領に

おいて定める時期に提出すること。 

ア IT 機器管理簿 

イ 導入ソフトウェア一覧 

ウ 資産収集情報詳細 

エ ハードウェアサポート期限 

オ ソフトウェアサポート期限 

カ ソフトウェアライセンス 

キ ソフトウェア名称 

ク その他 PMDA が指定する項目 

 

（３） 成果物の範囲、納品期日等 

① 成果物 
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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 納入期日 

1 計画 ・実施計画書（開発プロジェクト概要、開発方針、スケジ

ュール、WBS、作業内容と完了基準、成果物、実施体制、

要員計画、管理計画、情報セキュリティ管理計画） 

契約締結日

から 2週間以

内 

2 基本設計（業務 AP） ・基本設計書 詳細設計（業

務 AP）開始

前まで 

3 基本設計（基盤） ・基本設計書 詳細設計（基

盤）開始前ま

で 

4 詳細設計（業務 AP） ・詳細設計書 製造開始前

まで 

5 詳細設計（基盤） ・詳細設計書（パラメータシート） 基盤構築開

始前まで 

6 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 

・ハードウェア製品 

導入開始前

まで 

7 単体テスト（業務 AP） ・単体テスト計画書 

・単体テスト結果報告書 

・単体テスト結果エビデンス 

・テストデータ 

結合テスト

（業務 AP）

開始前まで 

8 結合テスト（業務 AP） ・結合テスト計画書 

・結合テスト結果報告書 

・結合テスト結果エビデンス 

・テストデータ 

総合テスト

（業務 AP）

開始前まで 

9 総合テスト（業務 AP） ・総合テスト計画書 

・総合テスト結果報告書 

・総合テスト結果エビデンス 

・テストデータ 

受入テスト

開始前まで 

 

10 単体テスト（基盤） ・単体テスト計画書 

・単体テスト結果報告書 

・単体テスト結果エビデンス 

結合テスト

（基盤）開始

前まで 

11 結合テスト（基盤） ・結合テスト計画書 

・結合テスト結果報告書 

・結合テスト結果エビデンス 

総合テスト

（基盤）開始

前まで 

12 総合テスト（基盤） ・総合テスト計画書 

・総合テスト結果報告書 

・総合テスト結果エビデンス 

受入テスト

開始前まで 

 

13 脆弱性検査結果報告

書 

脆弱性検査結果を報告する文書を指す。 受入テスト

開始前まで 
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項番 工程 納入成果物 納入期日 

14 移行 ・移行計画書 

・移行手順書 

・移行プログラム及びツール 

・移行リハーサル実施要領 

・移行リハーサル結果報告書 

・本番移行実施要領 

・移行実施結果報告書 

移行開始前

まで 

15 教育 ・教育計画書 

・教育用資料 

・教育作業結果報告書等 

教育開始前

まで 

16 保守 ・保守計画書 

・保守手順書 

・保守引継計画書 

・保守引継完了報告書 

引継ぎ開始

前まで 

17 その他 ・打合せ資料 

・議事録 

・機密情報受理管理簿 

・撤去機器一覧 

・データ消去証明書 

・瑕疵担保責任対応に係る保有情報の一覧 

・プロジェクト完了報告書 

・保守報告書 

平成 32 年 

3 月 17 日 

（※必要に

応じて随時

提出） 

 

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 32年 3月 17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 紙のサイズは、日本工業規格 A 列 4 番を原則とする。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。 

ウ 磁気媒体等に保存する形式は、PDF 形式及び 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。 

エ 磁気媒体については二部ずつ用意すること。 

オ 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。 

カ 本調達で使用した開発ツール等の使用開始後５年間分のライセンス及びメディア

を納入すること。 
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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 医薬品医療機器総合機構 審査マネジメント部 

 

４ 満たすべき要件に関する事項 

本業務の実施にあたっては、審査系システムの設計書等及び「別紙 1 業務要件」、「別

紙 3 機能要件」「別紙 4 非機能要件」を参照し、本業務に求められる各要件を満たすこ

と。要件に関するその他資料は「12  附属資料 （2）事業者が閲覧できる資料一覧」のとお

りである。受注者は、これらの資料を横断的に参照して、各要件を満たすように作業を実施

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 プロジェクトの推進体制及び本件受注者に求める作業実施体制は「図 5-1」のとおり

である。なお、受注者内のチーム編成については想定であり、受注者決定後に協議の

上、見直しを行うこと。また、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。 
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図 5-1 プロジェクト実施体制 

 

② システム設計・導入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、医薬品等の申請・審査業務を理解しており、本業務シ

ステムの設計にあたり、PMDA に逐次業務の説明を求めることなく担当者とスムーズ

な会話ができる知識を有していること。 

② 基盤構築に携わるリーダは、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の「ネットワー

クスペシャリスト」、「データベーススペシャリスト」、「情報処理安全確保支援士」

のいずれかに該当すること。もしくは上記資格保有者等と同様の能力を有することが

経歴等において明らかであること。 

 

（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。 

③ 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。 

④ 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 が承認した業務実施要項に基づき、本調達における業務に係るコミ

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。 

② 受注者は、PMDA の指示に従って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。 
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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。 

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。 
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（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。）に遵守すること。セキュリティポリシ

ーは非公表であるが、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群（平成

28 年度版）」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

導入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。 
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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
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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 導入責任部署は 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 プライバシーマーク付与認定を取得していること。 

④ 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。 

⑤ 中央省庁において、本業務と同等規模以上の業務実績を 5 件以上有すること。 

⑥ 応札時には、導入作業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。 

⑦ 本プロジェクト全体の管理を行う責任者は、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） 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  
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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から委託を請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。 

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、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 プロセス開始の準備 

・ 2.3.2 システム要件定義プロセス 
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・ 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 

ただし、以下の場合には再委託を可能とする。 

・ 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、工数が比較的小規模であった機能に係るソフトウェア

要件定義等業務 

③ 受注者は、再委託する場合、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。 

④ 再委託先が、更に再委託を行う場合も同様とする。 

⑤ 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。 

・ 受注者は再委託先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、再委託先

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。 

・ 受注者は再委託先の資本関係・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。 

・ 受注者は再委託先にて情報セキュリティインシデントが発生した場合の再委託先に

おける対処方法を確認し、PMDA に報告すること。 

・ 受注者は、再委託先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。 

・ 受注者は再委託先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、再委託先も対象とするものとす

る。 

・ 受注者は、再委託先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、再委託先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。 
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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。 

② 導入する機器等がある場合は、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、

発熱対策、騒音対策等の環境配慮を行うこと。 

 

（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） 要件定義書 

別紙 1 業務要件 

別紙 2 スケジュール 

別紙 3 機能要件 

別紙 4 非機能要件 

別紙 5 審査系システムリプレイス概要図 

別紙 6 情報セキュリティ要件 

別紙 7 ソフトウェア一覧 

別紙 8 システム構成要件 

別紙 9 審査プラットフォーム構成図 

別紙 10 審査系システム移行対象資産 

別紙 11 審査系システムサーバ一覧 

別紙 12 概略構成図 抜粋（想定） 

 

別紙 5、別紙 6、別紙 7、別紙 8、別紙 9、別紙 10、別紙 11 は本調達仕様書と同時に公示

される秘密保持誓約に記載及び紙面による提出を行った応札希望者に電子データで配布す

る。 

 

（２） 事業者が閲覧できる資料一覧 

閲覧資料 1 医薬品医療機器申請・審査システム設計書一式 
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閲覧資料 2 申請電子データシステム設計書一式 

閲覧資料 3 eCTD ビューアシステム設計書一式 

閲覧資料 4 医療機器 WEB 申請プラットホーム（DWAP）設計書一式 

閲覧資料 5 治験中不具合報告管理システム 設計書一式 

閲覧資料 6 GMP 調査関連情報集積システム 設計書一式 

閲覧資料 7 厚労省既承認画像検索システム 設計書一式 

閲覧資料 8 共用 LAN システム設計書一式 

 

 

１３ 窓口連絡先 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 審査マネジメント部 

審査企画課 斉藤 孝司 

電話：03 (3506) 9438 

Email：saito-takashi@pmda.go.jp 

 



システム ユーザ(登録ユーザ数) インターネット
公開

業務量 稼働時間 参考資料

医薬品医療機器
申請審査システム
(Pegasus)

・PMDA職員(約1400)
・厚生労働省職員(数名)
・地方厚生局職員(十数名)
・都道府県職員(各県1,2名)
・外部企業(約2000)

※アクティブユーザ数：約350名

無 A. 新規申請・届・願受付件数：約 830 件/日、約
20 万件/年
B. 取り扱い様式種類：申請書 100、届書 104、
願 4

↑これは記載例です

A. 行政側職員処理：祝日及び年末年始休日
（12 月29 日～1 月3 日）を除く月曜日～金曜日
の9：00 － 17：30

B. システム処理： 3 ヶ月に1 度程度の土曜日・

日曜日を用いたシステム停止タイミング以外は
原則として停止しない。

C. 目標稼働率： 99.5%

閲覧資料1 医薬品医

療機器申請・審査シス
テム設計書一式

申請電子データ
システム
(Felix)

・新医薬品製造販売企業(約500)
・PMDA職員(約1400)

※アクティブユーザ数：約200名

有 閲覧資料2 申請電子

データシステム設計書
一式

新eCTDビューア
システム

・PMDA職員(約700)

※アクティブユーザ数：約120名

無 閲覧資料3 eCTD

ビューアシステム設計
書一式

医療機器WEB申請
プラットフォーム
(DWAP)

・医療機器製造販売企業
(約2800)
・第三者認証登録機関
（ARCB）(約30)
・PMDA職員(約80)

有 閲覧資料4 医療機器
WEB 申請プラットホー
ム（DWAP）設計書一式

別紙1_業務要件
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※上記の諸元値は現行システムのもの



システム ユーザ(登録ユーザ数) インターネット
公開

業務量 稼働時間 参考資料

医薬品等FD 申請・審査
システム
（旧法システム）

・PMDA職員(10名程度) 無 A. 行政側職員処理：祝日及び年末年始休日（12 
月29 日～1 月3 日）を除く月曜日～金曜日の9：00 
－ 17：30

B. システム処理： 3 ヶ月に1 度程度の土曜日・日

曜日を用いたシステム停止タイミング以外は原則
として停止しない。

C. 目標稼働率： 99.5%

設計書無し

治験中不具合報告管理
システム

・PMDA職員(約170) 無 閲覧資料5 治験中不
具合報告管理システム
設計書一式

再生医療等製品不具合
報告管理システム

・PMDA職員(約40) 無 閲覧資料5 治験中不
具合報告管理システム
設計書一式

GMP調査関連情報集積
システム
(まとまるくん)

・PMDA職員(約50) 無 閲覧資料6 GMP調査
関連情報集積システム
設計書一式

厚労省既承認画像検索
システム

・PMDA職員(約1400)
・厚生労働省職員(数名)

無 閲覧資料7 厚労省既
承認画像検索システム
設計書一式

別紙1_業務要件
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別紙2_審査系システムリプレイススケジュール

項番 項目 小項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1-1 システム基盤構築 本番環境

1-2 検証環境

2
業務AP開発
（マイグレーション等）

3-1 導入 本番環境

3-2 検証環境

4-1 テスト 本番環境

4-2 検証環境

5 移行・教育・引継ぎ

2019年度

機器調達・設計・構築・試験

機器調達・設計・構築・試験

設計・製造・単体試験

導入作業

導入作業

試験（運用・障害試験等含む）

結合試験・総合試験（性能・障害・脆弱性試

験等含む）

移行（計画・設計・リハーサル・本番移行準備・切替）、運用（設計・手順書作成・引継ぎ）、教育（マニュアル作成、説明会）
▲切替 ▲予備日

最終納品▲

受入試験

結合試験

総合試験
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１ 機能要件 

（１） 業務アプリケーションのマイグレーション対応等 

本調達において、サーバ OS、データベースソフト、システムで使用するソフトウェア等

をサポート期限終了等に伴いバージョンアップを行う、そのため、システムのプログラムに

も影響があることから、移行後の環境においても、現行と同様の機能が維持できるよう、シ

ステムごとに以下の対応を行うこと。なお、以下の対応は現行機能を維持するために必要と

想定される主な対応方針であるため、下記以外にも必要な改修および設定変更等が必要であ

る場合は、PMDA と協議の上必要な対応を行うこと。また、「医薬品副作用・安全対策支援

統合システム及び医療機器不具合情報管理システムシステムの機器等賃貸借業務（仮）」「医

薬品副作用・安全対策支援統合システム及び医療機器不具合情報管理システムの機器更改に

伴うアプリケーション移行業務（仮）」において、Pegasus への接続およびテスト等を実施

するため、必要な設定変更およびテスト支援を行うこと。 
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① 全般 

ア ドメインの統合 

現在、Pegasus、申請電子データシステム等で複数のドメインが存在している。今

回の業務において複数のドメインを１つにし、統合管理できるよう対応すること。

その際、ドメイン変更に伴う都道府県等への対応も行うこと。 

イ メールの統合 

現在、Pegasus、申請電子データシステム等でメール送信を行っているが、今回の

業務において、統合メールサーバを導入することになるため、各メールについて

は統合メールサーバを通してメールを行うこと。統合メールサーバでは、メール

の履歴をすべて取得すること。 

ウ 監視の統合 

現在、Pegasus、申請電子データシステム等の監視はそれぞれのシステムで行って

いるが、今回の業務において、各サーバ等におけるリアルタイム監視（CPU、メ

モリ、ディスク容量、ネットワーク機器等の状態など）については、共用 LAN の

Zabbix にて監視できるよう設計等対応すること。また、各サーバやネットワーク

機器等の異常については、ログ上で異常と判断されるルールを作成し、ログ監視

サーバにて管理者あてにメール送信する仕組みを構築すること。なお、ログ監視

サーバについては本調達にて構築すること。 

エ ジョブ管理の統合 

現在、Pegasus、申請電子データシステム等で行っているジョブ管理について、各

システムに閉じてジョブ管理を行っているが、今回の業務において、統合ジョブ

管理サーバを構築することになるため、各システムで行っていたジョブ管理を統

合し、統括したジョブ管理となるよう構築を行うこと。なお、各システムのジョ

ブ間の整合性等考慮した形で設計・構築すること。 

オ 業務アプリケーションが稼働しているサーバの統合 

業務アプリケーションが搭載されている各 WEB サーバ、DB サーバ等があるが、

「別紙 5」に示す通り、統合を行うこと。その際発生するプログラムの改修や設定

値の変更等については、必要に応じて実施し、システムが問題なく稼働するよう

対応すること。 
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② Pegasus 

ア .NETFramework、SQLServer、Sharepoint等のバージョンアップ、また、PDF変換

ソフト等のバージョンが上がることにより、現行機能が問題なく動作するよう対

応を行うこと。 

イ 製品のサポート終了予定が発表されている Silverlight にて実現している機能につ

いて、HTML5 もしくは JavaScript 等を用いて同等の機能を実現すること。なお以

下の機能については、本調達において廃止する。 

・SSNTC01：タイムクロック状況表示機能 

・SCMCM02：品目ライフサイクル のうち、「進捗チャート」機能 

・SBSDM02：電子文書の操作 のうち、「チェックアウト」「チェックアウトの

取り消し」「チェックイン」「書込み保護」「書込み保護の取り消し」の５機能 

 



 

4 

 

 

③ 申請電子データシステム 

ア Interstageのバージョンアップに伴い必要な対応を行うこと。なお、Javaのバー

ジョンについては、1.8として対応すること。また、申請電子データシステムにて

使用しているソフトウェアがあり、それらがバージョンアップ等実施した際に、

申請電子データシステム等に変更が発生する場合は必要に応じて対応等行うこと。 

イ JavaApplet にて実現している機能について、現在、JavaApplet にて実現している

機能について、追加で Java アプリケーションにてファイル転送機能など一部機能

について実装しているところであり、すべての機能について実装完了していない

（テスト送信機能、パスワード再設定機能（企業ユーザ管理者のユーザアカウン

トのロック解除）、個人証明書チェック機能が未完了）状況である。そのため、

未実装である機能について Javaアプリケーション方式にて実装を完了させるとと

もに、現行システムへの適用も実施すること。なお、設計書等のドキュメントに

ついては実装済みの Java アプリケーション含めて未完成の状態であるため、設計

書の作成および修正等を行うこと。 

ウ 「イ」にて実装する Java アプリケーションについて、Java アプリケーション以

外の方法でも WEB を経由して試験データの高速転送を行ったり、試験データ提出

機能等を実現する必要があるため、製品選定、設計、開発等については、PMDA

と協議の上対応すること。なお、極力現行利用している高速転送方式と近い乃至

同等方法で実現すること。また、「イ」の対応含めて、本調達のリリースタイミ

ングでは、JavaApplet 方式、Java アプリケーション方式、「ウ」で対応する WEB

方式の３方式が利用可能なように対応すること。 

エ Pinnacle21Enterprise について、別調達にて v3 から v4 にアップグレードを行って

いる。本調達では v4 を導入することになるが、それに伴い、申請電子データシス

テムの試験データ提出機能にて、バリデータのバージョンを v3、v4 をそれぞれ選

択可能となるよう対応すること。また、現行システムにも適用すること。 

オ 試験データ提出画面において、データ取込後に表示される画面の描画等が遅い状

況である。そのため、以下の対応等を行い、表示速度の改善を図ること 

オ－1 ページング処理機能 

オ－2 指定した階層以下のデータのみ画面に表示させる機能 

オ－3 リストボックス等選択時のポストバック方式をやめ、JavaScript に

よる制御に切り替える。なお、サーバ側のエラー制御も適切に行うこと 
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④ eCTD ビューア（eCTDv3.2.2） 

ア Pegasusと同様の.NETFramework、SQLServer等を利用することになるため、必要

な対応を行うこと。 

イ 受領可能な容量について変更する必要がある。そのため、変更する容量について

はスペック等勘案し、設計時に PMDA と協議の上決定すること。 

 

⑤ DWAP 

ア 現在、Apache、Tomcatにて動作している本システムについて、Interstage上で動

作するよう対応をすること。 

イ 申請電子データシステムと同様に Interstageのバージョンアップに伴い、必要な

対応を行うこと。なお、Javaのバージョンについては、1.8として対応すること。 

ウ 帳票生成ソフト等のバージョンアップを予定しているため、帳票生成に係るプロ

グラムについても必要に応じて対応すること。 

 

⑥ まとまるくん 

ア MicrosoftOffice2013（Access）にて動作保証しており、次期サーバのMicrosoftOffice

も 2013 となるため、積極的な対応は不要である。しかしながら、現行と同様の動

作を保証するよう動作確認および対応を行うこと。 

 

⑦ 治験中不具合システム（医療機器、再生） 

ア Pegasus と同様の.NETFramework を使用しマイグレーションを行うこと。なお、

データベースが PMDA 内の別システムとなる副作用安全対策システムに存在する。

接続するデータベースについては、別途情報提供するので、正常稼働するために

必要な対応を行うこと。 

イ 帳票生成ソフト等について、最新のバージョンに切り替わることによる対応も行

うこと 

 

⑧ 既承認画像検索システム 

ア Pegasus と同様の.NETFramework になるが、積極的なマイグレーションは行わな

い。ただし、動作確認をした際に動作不良がある場合は、正常稼働するために必

要な対応を行うこと。 
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⑨ 旧法システム 

ア V2V にて移行を行う想定であり、IP アドレスも変更しない予定である。そのため、

基本的には修正等発生しない想定である。しかし、稼働確認において正常に稼働

しないなど問題が発生した際は、現行通り正常に稼働するよう Pegasus 含めて対

応すること 
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１ ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 

（１） 情報システムの利用者の種類、特性 

No. 利用者区分 利用者の種類 特性 補足 

1 PMDA 内 PMDA 職員 特定ユーザ。内部ネットワ

ークからのみのアクセス 

 

2 PMDA 外 厚生労働省、地方厚生局、各都道

府県の職員 

特定ユーザ、専用ネットワ

ークからのみのアクセス 

 

3 PMDA 外 製薬企業等の申請者 不特定ユーザ、インターネ

ットからのアクセス 

 

 

（２） ユーザビリティ要件 

本調達において、現行システムから、ユーザビリティに原則変更はない。ただし、現行シ

ステムで使用しているソフトウェアに依存する機能において、該当ソフトウェアが販売中止

で使用できない、または新バージョンにおける機能変更等でやむを得ず変更が発生する場合

は、PMDA の承認を得ることで変更を許可する場合がある。 

 

（３） アクセシビリティ要件 

本調達において、アクセシビリティ要件はない。ただし、本調達作業開始後に別途定める

推奨環境以外での利用については、利用は妨げることはないが、動作の保証はしないものと

する。 

 

２ システム方式に関する事項 

（１） 情報システムの構成に関する全体の方針 

 本調達で構築する審査系システムのプラットフォーム（以下審査 PF という。）の調達にお

いて納入する、ハードウェア製品、ソフトウェアパッケージ製品及びネットワーク製品につい

ては、市場において導入実績が豊富な一般的な製品であり、開発・保守・拡張・改修等に柔軟

性を持つ製品が選定されること。 

製品選定における留意事項を以下に示す。 
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① 競争原理によって、適正な価格で調達することが可能な製品であること。 

② 他の業者においても、市場で調達可能な製品であり、本受託者が独占的に供給する製

品ではないこと。 

③ 本調達において構築する審査 PF の稼働後から 5 年以上、保守サービスが受けられる

又は同等製品（同製品のバージョンアップ又は後継製品）が継続的に調達可能である

こと。 

④ 審査系システムのための独自仕様でないこと。 

⑤ 審査系システムと同等の規模（トランザクション量とデータ量）での使用実績がある

こと。なお、業務量に依存しない製品については対象外とする。 

⑥ 特定の技術及び製品に依存せず、高品質・高信頼と経済性を兼ね備え、継続的に提供

される技術を適用可能なハードウェア及びソフトウェアとすること。 

⑦ 本システムの次期更改時の移行作業において、特定の業者、製品に依存することなく

円滑に移行実施可能なシステム構成であること。 

⑧ オープンソースソフトウェアの製品やツールについては、当該製品を組み込むことに

よって別途調達する「eCTDv4 対応(仮)」の開発及び運用上に影響がないようにする

こと。また、当該製品の保守や技術サポートを調達することが困難である場合は、採

用しないこと。なお、当該製品を組み込むために、審査系システムのすべて又は一部

のソースコードを開示する必要が生じる場合は、事前に PMDA と協議すること。 

⑨ 本システムの次期更改時の移行作業において、特定の業者、製品に依存することなく

円滑に移行実施可能なシステム構成であること。 

 

（２） 情報システムの全体構成 

現時点で想定する稼働環境の全体構成は、「別紙 5」に示すとおりである。 

 

３ 規模に関する事項 

（１） 利用者数等 

審査系システムの利用者数は「別紙１」に示すとおりである。 

 

（２） 処理件数 

審査系システムの処理件数は、「別紙１」に示すとおりである。 

 

（３） データ量 

審査系システムにおける想定データ件数を、「別紙１」に示すとおりである。 
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４ 性能に関する事項 

本システムの性能に関する要件は、以下に示すとおりである。 

（１） 応答時間（レスポンスタイム、ターンアラウンドタイム、サーバ処理時

間） 

① オンライン処理 

本調達において求めるレスポンスタイム及び、ターンアラウンドタイムに係る考え

方を「図 4-1」に示す。ここで、レスポンスタイムとは、ノードごとのサーバ内部処理

時間とし、ターンアラウンドタイムとは、利用者が端末を利用して処理要求を送って

から、すべての結果が出力されるまでの時間とする。なお、レスポンスタイム及びタ

ーンアラウンドタイムの遵守率は、90％以上とすること。 

ア 審査系システムのレスポンスタイムは、全て 1秒以内とすること 

イ 画面遷移を伴うターンアラウンドタイムは、全て 5 秒以内とすること 

ウ 文書ファイルの表示、検索等に関わるターンアラウンドタイムは、全て 5 秒以内

とすること 

エ 外部から申請電子データを受信し、ウイルスチェック後の Ackを送信したタイミ

ングから、データストレージ機能にて臨床試験データ原本ファイルの複製が完了

するまでの処理時間が 2 時間以内であること 

オ 上記に関わらず、ファイルやデータのサイズに依存する処理、高負荷となる処理

及び処理件数の変動幅が大きな処理等、応答時間の要件を満たすことが困難なケ

ースについては、PMDA と協議の上、個別に定めるものとする。 

 

図 4-1 レスポンスとターンアラウンドタイムのイメージ 

端末

ネットワーク

審査系システム

【凡例】

該当ノードの処理時間

他ノードの処理時間

レスポンスタイム対象

レスポンスタイム

ターンアラウンドタイム
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② バッチ処理 

バッチ処理の設計に当たっては、以下の点に留意すること。 

ア オンラインの稼働時間中に実施するバッチ処理については、オンライン／ディレ

イドオンライン業務サービスとの同時処理を可能とし、かつオンライン処理のレ

スポンスタイムに影響を与えないようにすること。 

イ 平日については、原則として、翌朝 6 時 30 分までにバッチ処理が終了し、オン

ライン／ディレイドオンライン業務サービスに影響を与えないこと。 

 

５ 信頼性に関する事項 

（１） 可用性要件 

① 可用性に係る目標値 

可用性に係る目標値は、「表 5-1」に示す。 

表 5-1 審査系システムの SLA 

No. SLA 項目 説明 設定値 

1 サービス稼働

時間 

・審査系システムのサービスが提

供される時間帯 

・定期保守、法定停電等による停

止時間を除く 

24 時間 365 日 

2 運用・保守サ

ービス時間 

・運用・保守サービスのうち、監

視業務、障害対応業務が提供され

る時間帯 

平日：09:00～17:00 

土日祝日：対応しない 

3 稼働率（正常

稼働時） 

・No.1 に示すサービス稼働時間

における稼働予定時間に対して

実際に稼働した時間（稼働時間）

の割合であり、以下の式により計

算する 

＜稼働率（％）＝（1－1 ヶ月の

停止時間÷1 ヶ月の稼動予定時

間）×100＞ 

・ 稼動予定時間とは、定期保守、

法定停電等による計画した停止

時間を除く、1 ヶ月に稼動すべき

99.50% 
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時間である 

・ 停止時間とは、サービスが停

止していると確認された時刻（本

調達で導入する監視機能で障害

を検知した時刻、または、利用者

が連絡した時刻のいずれか早い

方）から利用可能とされた時刻ま

での経過時間を指す 

・ 停止時間には、待機系システ

ム等への切換えのために発生し

た停止時間、障害からの本各復旧

のために必要になった停止時間、

人為的なミスにより発生した停

止時間等を含む 

・ 冗長化構成されている部分の

うち、一部分が停止した場合で

も、冗長化によりサービスの提供

に支障を来たさなかった場合に

は、停止時間として取り扱わない 

・ PMDA 側に責任があることが

確認できた場合には、停止時間と

して取り扱わない 

・障害検知時刻が審査系ヘルプデ

スク提供時間外の場合、経過時間

は翌営業日のヘルプデスク提供

時間開始後から起算する 

4 稼働率（縮退

稼働時） 

・ 冗長化構成がされている部分

のうち一部分が停止した場合で、

レスポンスタイムの低下等が生

じている時間（縮退稼動時間）を

停止時間として取り扱う 

・ 縮退稼動時間とは、縮退稼動

の開始から正常稼動に復旧する

までの時間とするが、PMDA の都

合により正常稼動への復旧作業

96.0％以上 
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を延期する場合等は、復旧のため

の準備がすべて整い、PMDA の承

認を得るまでの時間を縮退稼動

時間とする 

・ 上記以外は正常稼働時と同様 

5 レスポンスタ

イム（正常稼

働時） 

・ すべての個別サービスが稼動

しており、対象となる利用者がロ

グインしている状態で、対象とな

る個別サービスすべてにおいて

（外部インターネット接続を除

く）、利用者が何らかの処理を行

った後、システムが処理を行い、

再度、利用者に操作が委ねられる

までの時間 

・ 本条件を満たすことができな

い処理がある場合には、構築期間

において、受注者がその根拠・考

え方（各システムの標準的な動作

環境、前提等）を提示し、PMDA

の承認を得ること 

・ クライアント PC 内での処理

時間がアプリケーションのレス

ポンスに影響を与える場合は、ク

ライアント PC 内での処理時間

を排除した実績を計上すること

も可とする 

5 秒以内 

6 レスポンスタ

イム（縮退稼

働時） 

・ 冗長化されている部分のうち、

一部分が停止した場合に許容す

るレスポンスタイム 

・ 上記以外は、正常稼働時と同

様 

7 秒以内 

7 平均故障間隔

（ MTBF ： 

Mean Time 

Between 

・ システムに故障が発生してか

ら、次に故障が発生するまでの平

均時間で、以下の式により計算す

る 

2920 時間（4 ヶ月）以上 
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Failure） ＜平均故障間隔＝総稼動時間÷

総故障件数＞ 

・ 個別サービスの稼動状態（停

止、縮退稼動、及び通常稼動等）

に関らず、特別な対応が 必要に

なるすべての故障・不具合を故障

件数として取り扱うこと 

・ PMDA 側に責任があることが

確認できた場合には、故障件数と

して取り扱わない 

8 平均復旧時間

（ MTTR ： 

Mean Time To 

Repair） 

・ 平均復旧時間とは、ヘルプデ

スク稼動時間中において、機器に

故障が発生した時刻から故障が

復旧した時刻までに要した時間

の 1 ヶ月間における平均値であ

る 

・ 平均復旧時間は、以下の式に

より計算する 

＜平均復旧時間＝1 ヶ月の総復

旧時間÷1 ヶ月間の総件数＞ 

ただし、平均復旧時間の計算に

は、ヘルプデスク稼動時間外を含

まないものとする 

・故障が発生した時刻とは、本調

達で導入する監視機能で障害を

検知した時刻、または、利用者が

連絡した時刻のいずれか早い方

とする 

・復旧とは、障害原因を排除し、

正常に稼働することを確認し、利

用者が使用可能な状態にあるこ

ととする（縮退運転等の暫定復旧

も復旧とみなす） 

・ PMDA 側に責任があることが

確認できた場合には、復旧時間計

6 時間以内 
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算の対象から除外する 

9 RPO（目標復

旧時点） 

・データの損失は許容できないた

め、データの再送や再処理を含

め、障害発生時までの復旧を基本

とする（大規模災害時を除く） 

データの障害：障害発生時 

機器等の障害：直近のバックア

ップ時点 

大規模災害時：1 か月以内 

10 RTO（目標復

旧時間） 

・業務停止時間を極力少なくする

ため、6 時間以内の復旧を目標と

する（大規模災害時を除く） 

データの障害：6 時間以内 

機器等の障害：10 時間以内 

大規模災害時：数か月以内 

 

② 可用性に係る対策 

ア 本調達で導入する機器等は、性能劣化や停止により業務処理が影響を受けること

のないよう、冗長化を行うこと。なお、サーバの冗長化に当たっては、可能な限

り Active-Active 構成とし、サーバ間の負荷がなるべく均等になるように処理を

分散して割り当てるとともに、機器資源の有効活用を図ること。 

イ Active-Active構成で冗長化したサーバは縮退運転を可能とし、その場合のレスポ

ンス順守率は 60%とすること。 

ウ ストレージは、ハードディスク等障害時のデータ消失対策として、ホットスワッ

プ可能な RAID構成とすること。 

 

（２） 完全性要件 

データの紛失や改ざんからデータを保護し、データの正確性及びデータの一貫性を保証す 

ることとする。 

 

（３） 機密性要件 

利用を許可された者以外の第三者は、システムを利用できないこととする。 

 

６ 拡張性に関する事項 

（１） 性能の拡張性 

受注者は、次に掲げる事項を遵守すること。 

① CPU 及びメモリの拡張性については、システム構成の変更や業務ソフトウェアへの

影響が限定的であり、かつ高い投資対効果が期待できることから、原則として、スケ

ールアップでの対応が可能となるハードウェアが選定されるものとする。 
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なお、スケールアウトが有効であると認められる場合は、スケールアウトによる拡張

も可能とする。 

② ハードウェアリソースの拡張性については、初期導入時の 1.5 倍以下を目安とする。 

 

（２） 機能の拡張性 

① 提供するサービスの拡張 

将来的に、承認審査に係る申請業務について、Web 画面を通じたオンライン申請化が

予定されており、外部からの申請件数が増加する可能性がある。 

 

② 管理情報の拡大 

承認審査に係る申請業務で製薬会社等から送信される臨床試験データ等について義

務化されることにより、審査系システム上で管理すべき情報が拡大する可能性がある。 

 

７ 上位互換性に関する事項 

OS、ミドルウェア等のソフトウェアパッケージのバージョンアップに対して、影響範囲

が限定的で、小規模の改修で対応可能なシステムとすること。また、バージョンアップへの

対応が技術的に困難である場合は、PMDA と協議し、その指示に従うこと 

 

８ 中立性に関する事項 

特定の製品、技術等に依存することなく、運用・保守を担当するベンダの交替時、システ

ム拡張時、あるいは次期更改時等において、他の業者等に必要な情報を、支障なく引き継ぐ

ことが可能なシステム構成とすること。 

 

９ 継続性に関する事項 

（１） 継続性に係る目標値 

大規模災害（地震、火災及び風水害等又は第三者による情報システムへの攻撃等による直

接的な設備及び情報システムの損壊、あるいは、ライフライン（電力、通信及び交通等）の

機能不全による情報システムの長時間停止）が発生した場合を除いて、審査系システムを用

いた業務処理が維持できること。 

 

（２） 継続性に係る対策 
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大規模災害が発生した場合に対しては、早急にその状態を把握し、リスクの拡大を防止し、

速やかに回復させるための処置を講じることとして、その対策をシステム運用マニュアル、

保守実施計画書に取りまとめること。 

 

１０ 情報セキュリティに関する事項 

（１） 基本事項 

「医薬品医療機器総合機構情報セキュリティポリシー」に準拠した情報セキュリティ対策

を講じること。また、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」、「高度サイバー攻撃対処のためのリスク評価等のガイドライン」及び「「高度標的型

攻撃」対策に向けたシステム設計ガイド」「オンライン手続におけるリスク評価及び電子署

名・認証ガイドライン」を参照の上、必要に応じてその内容を取り込むこと。このほか、審

査系システムに係る情報セキュリティ要件は、「閲覧資料 1 医薬品医療機器申請・審査シス

テム設計書一式」及び「閲覧資料 2 申請電子データシステム設計書一式」に示す。 

 

（２） 情報セキュリティ対策 

原則として、基本設計書に規定する施策を踏まえ、本調達において本受託者が納入する基

盤製品（ハードウェア、ソフトウェアパッケージ、端末機器等）について、下記①及び②に

示す機能を実装すること。なお、本受託者が納入する基盤製品に求める情報セキュリティ機

能については、「調達仕様書別紙 6 情報セキュリティ要件 」「調達仕様書別紙 7 ソフトウ

ェア一覧」、「調達仕様書別紙 8 システム構成要件」及びに示す。 

また、下記③から⑨に示す項目について対応すること。 

① 情報セキュリティ機能の実装 
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ア 業務上必要なアクセスに限るための利用者認証機能 

イ 盗聴等の脅威に対処するために、伝送データを暗号化する機能 

ウ データベースやバックアップ等の蓄積データを暗号化する機能 

エ テストデータ等をマスキング（変換、置換、シャッフル等）する機能 

オ 権限を持つ PMDA職員が、利用者の画面操作に関するログを参照又は分析するため

の不正追跡機能 

カ 権限を持つ PMDA職員が、特権 ID を利用したすべての保守及び運用に関する作業

証跡を参照又は分析できる、特権 ID 不正追跡機能 

キ サーバ、ストレージ等に対する不正アクセス等の監視を行うための不正監視機能 

ク ブラウザ経由にて想定される Web アプリケーションに対する不正アクセス（クロ

スサイトスクリプティング、SQL インジェクション等）対策機能 

ケ あらかじめ検知対象に定義されたファイルに加えられた不正な変更を検知する、

改ざん検知機能 

コ ウイルス、スパイウェア等の不正プログラムを検知し、駆除又は隔離を行うとと

もに、定義ファイルの自動配布・適用を行う不正プログラム対策機能 

サ セキュリティレベルの異なるネットワーク境界上にて、ネットワーク間で行われ

る通信の通過制御を行うファイアウォール機能 

シ ネットワーク、サーバ等に対する不正アクセスを検知、遮断し、警告を通知する

不正侵入防御機能 

ス ネットワークに対して、許可のないハードウェアの接続を自動で検知し、通信の

遮断、記録の取得、警告を通知する不正接続防御機能 

② 脆弱性対策の実施 
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ア 本調達に基づくシステム構築が影響する範囲について、第三者による脆弱性検査

を実施し、その結果を PMDA に書面にて報告すること。なお、インターフェイス

システム等、他機関より提供され改修することなく実装するソフトウェアについ

ては、脆弱性検査の対象外とする。 

イ 原則として、審査系システムを構成するハードウェア、ソフトウェアパッケージ、

端末機器等のすべての構成要素に対し、脆弱性対策を実施すること。 

ウ 審査系システムを構成するハードウェア、ソフトウェアパッケージ、端末機器等

のすべての構成要素について、公表されている脆弱性情報及び業務期間中に公表

される脆弱性情報を収集すること。 

エ 収集した脆弱性情報に係る対処の要否、可否について検討するとともに、対処要

としたものに関しては、対処方法を PMDA と協議し、決定すること。否としたも

のに関しては、その理由、代替措置及び影響を、PMDA に報告すること。 

オ 決定した対処又は代替措置を実施すること。 

③ 脆弱性対策の実施 

本調達に係る業務遂行に当たり、情報セキュリティが侵害された、又はその恐れがあ

る場合には、速やかに PMDA に報告すること。これに該当する場合には以下の事象

を含む。 

ア 本受託者に対して提供した、あるいはアクセスを認めた PMDA の情報を目的外に

利用した場合又は外部漏えいした場合 

イ 本受託者に対して提供していない又はアクセスを認めていない PMDA の情報にア

クセスした場合 

④ 製品サポート期間の確認 

情報システムの構築等又は運用・保守・点検の際に納入する製品（ソフトウェア及び

ハードウェア）については、当該情報システムのライフサイクル（システム利用期間

の終了まで）におけるサポート（部品、セキュリティパッチの提供等）を継続し受け

られる製品を選定すること。 

サポートライフサイクルポリシーが事前に公表されていない製品を納入する場合は、

サポートが継続して行われるように後継製品への更新計画を提出すること。なお、後

継製品に更新する場合の費用は本調達に含むものとする。 

⑤ 情報セキュリティ対策の履行状況の報告 

本調達に係る業務の遂行におけるセキュリティ対策の履行状況について、PMDA から

報告を求めた場合には速やかに提出すること。 

⑥ 情報セキュリティ監査への対応 
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PMDA が第三者機関等による情報セキュリティ監査を受ける場合には、PMDA を支援

すること。情報セキュリティ監査の結果、対策が必要な場合は、PMDA と協議を行い、

合意した対策を実施すること。 

⑦ 情報セキュリティ監査への対応 

本調達に係る業務の遂行において、本受託者における情報セキュリティ対策の履行が

不十分であると認められる場合には、本受託者は、PMDA の求めに応じ、PMDA と協

議を行い、合意した対応を実施すること。 

⑧ IT セキュリティ評価及び認証制度に基づく認証取得製品の採用 

個人番号管理サブシステム等を構成するハードウェア、ソフトウェアパッケージ、端

末機器等のすべての構成要素については、「IT セキュリティ評価及び認証制度」に

基づく認証を取得している製品を積極的に採用すること。 

⑨ 管理体制の整備 

納入する基盤製品について、不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等により

原因を調査・排除できる体制を整備していること。 

 

１１ 情報システム稼働環境に関する事項 

（１） ハードウェア構成 

① 基本事項 

ア オープンなシステム環境の整備を可能とするため、審査系システムを構成する製

品は以下に示す規定等に準拠していること。また、これらに準拠した製品に対す

る必要十分なインタフェースを有すること。 

・ハードウェア等の構成要素は、ITU-T（国際電気通信連合）あるいは ISO（国際

標準化機構）等が規定又は推奨する各種国際標準に準拠していること。 

・装置の製造・データ処理に関しては、IEEE（米国電気電子技術者協会）等が規

定又は推奨する各種デファクトスタンダードに準拠していること。 

イ 納品対象には、製品に付属する取扱説明書等のドキュメント類も含むものとし、

構築及び運用・保守等の作業に通常利用する製品仕様や操作手順等に係るドキュ

メント類は、日本語で書かれたものとすること。その他ドキュメント類に関して

も、納品に際してはその内容（使用言語等）を説明の上、PMDA の承認を得るこ

と。 

 

② ハードウェア要件 
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ア 本調達の対象として想定するハードウェア構成を「別紙 8」に示す。 

イ ハードウェアは、原則として、EIA 規格の 19 インチラック（42U）に搭載できる

仕様とすること。 

ウ ハードウェアの設置に必要となるラック・テーブル等の什器は、本受託者で用意

すること。 

エ 選定されるハードウェアが外国製品の場合は、国内の電源環境での動作が可能で

あること。 

 

（２） ソフトウェア構成 

① 基本事項 

以下の要件を満たす製品を選定すること。 

ア ボリュームライセンス、ガバメントライセンスの適用を考慮すること。 

イ 選定する製品には、製品に付属する取扱説明書、並びにシステム環境の構築及び

運用・保守作業に利用する製品仕様や操作手順等に係るドキュメント類を含むも

のであること。 

ウ 当該ドキュメント類は、日本語で書かれたものであること。 

エ ソフトウェアパッケージ間の連携を考慮した上で、動作保証できるソフトウェア

パッケージの組み合わせとすること。 

 

② ソフトウェア要件 

本調達の対象として想定するソフトウェア構成を「別紙 7」に示す。 

 

（３） ネットワーク構成 

① 基本事項 
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ア 本番環境と検証環境は、物理的に分割すること。 

イ 厚生労働省、地方厚生局、各都道府県との接続には医薬品等専用ネットワークを

利用する。 

ウ ケーブルの敷設について、フロア及び階が異なる場合も、本受託者の負担におい

て必要な工事及びケーブル敷設を行うこと。 

エ 納品対象には、製品に付属する取扱説明書等のドキュメント類も含むものとし、

構築及び運用・保守等の作業に通常利用する製品仕様や操作手順等に係るドキュ

メントは、日本語で書かれたものとすること。その他ドキュメント類に関しても、

納品に際しては、その内容（使用言語等）を説明の上、PMDA の承認を得ること。

当該ドキュメント類は、日本語で書かれたものであること。 

 

② ネットワーク要件 

ア 本調達の対象として想定するネットワーク構成を「別紙 9」に示す。 

イ 本システムと PMDA 内の他システムとの間の接続に際し、既存設備への接続に必

要となるケーブルについては、原則、本受託者において敷設すること。なお、既

存設備の設定変更及び結線については、既存設備側の保守業者にて実施する。 

 

（４） 施設・設備要件 

各種環境のハードウェア設置に係る運用施設・設備の要件「別紙 8」示す。 

 

（５） 環境の種類 

本調達で導入する環境は、大きく以下の 2 種類とする。 

① 本番環境 

審査系システムの本番サービスが稼働する環境として利用する。 

② 検証環境 

ア 環境の利用目的 

ア－1. アプリケーションソフトウェアの結合テスト、総合テスト、受入テストを実

施するための環境として利用する。 

ア－2. 業務ソフトウェアの障害発生時における再現テスト、障害調査・分析、プロ

グラム等の改修・検証、外部システム又は PMDA 内の他システムとの連携検

証等を実施する環境として利用する。 

ア－3. セキュリティパッチ適用、ウイルスパターンファイルの更新、ソフトウェア

バージョンアップによる影響調査を行うための環境として利用する。 

ア－4. 障害発生時における、各種変更等に関する環境として利用する。 
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ア－5. 本番環境へのリリースに際して、事前検証を行うための環境として利用する。 

イ 環境の要件 

イ－1. ハードウェアは、本番環境と同じ規模又は構成とする必要はない。 

イ－2. プログラム及びソフトウェアパッケージは、本番環境と同等の製品及びバー

ジョンとすること 

イ－3. テスト、保守作業等を並行して実施できるよう、検証環境を論理的に複数の

面に分割すること。 

 

（６） 環境の導入に係る要件 

本システムで必要となる各種環境の導入に係る要件は、以下に示すとおりである。 

① ハードウェア等の導入作業の完了後、稼働に必要なデータ及び機器等の各種設定につ

いて追加、修正等が行われた場合は、必要となる情報を整理した上で、設計書を更新

すること。また、当該追加、修正等を行うに当たり、更新前の情報については、必要

に応じてバックアップを取得すること。 

 

１２ テストに関する事項 

（１） テスト工程共通要件 

実施する単体テスト、結合テスト、総合テスト、受入テストについて、共通となる要件は

以下のとおり。 

① 審査系システムの正常稼働を保証するためのテストとして、単体テスト、結合テスト

及び総合テストを実施すること。また、PMDA が行う受入（運用）テストの支援を行

うこと。 

② 各テストを行うため一連のテストケース（入力、出力、及びテスト合否基準）、テス

トデータ、及びテスト手順を整理し、テスト計画書として作成し、PMDA と協議の上、

承認を得ること。 

③ 各テスト終了時に、実施内容、品質評価結果、及び次工程への申し送り事項等につい

て、テスト結果報告書を作成し、PMDA と協議の上、承認を得ること。 

④ テストに使用するテストツール等については、PMDA と協議の上、使用すること。 

 

（２） テスト計画書 

実施する単体テスト、結合テスト、総合テストについて、設計し、テスト方針、実施内容、

及び実施理由を記述し、テスト計画書として提示し、テスト開始 1 ヶ月前までに PMDA と

協議の上、承認を得ること。 
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承認されたテスト計画書に基づき、進捗管理を確実に実施すると共に、進捗状況の報告を

定期的かつ PMDA の求めに応じて行うこと。 

以下に、テスト計画書で必要と考える事項を示す。 

① テスト概要 

ア テスト範囲 

イ テスト品質目標（テスト項目数、バグ検出数） 

② テストに関する実施作業及びスケジュール 

③ テスト環境（テストに使用した回線及び機器構成、その他ツール、場所等）。 

④ テスト体制（テスト実施者、テスト結果確認者（評価者）） 

⑤ 使用及び提出するドキュメントとその定義 

ア テスト項目一覧 

イ テスト仕様書 

ウ 懸案事項一覧 

エ テスト結果報告書 

 

（３） 単体テスト 

プログラム及びモジュールが個別単体において正しく機能することを確認する。パッケー

ジ化されたプログラム及びモジュールについてもテスト範囲とする。パッケージ化されてい

る範囲について単体テストを実施しない場合には、実施しなくても該当機能が正しく機能す

ることを別の手段で証明し、PMDA と協議の上、承認を得ること。 

 

（４） 結合テスト 

プログラム及びモジュールが、審査系システムの各システムの単位でそれぞれ正しく機能

することを確認するため、段階的に結合した状態でテストを行い、ソフトウェアの結合が完

全であることを確認する。 

 

（５） 総合テスト 

審査系システム全体として要件どおりにシステムが構築されていることを確認するため

に、テストを行い、システムが納品可能な状態であることを確認する。確認に当たっては、

ソフトウェア製品が仕様に適合し、かつ実稼働環境で利用可能であることを確認できる評価

指標及び合格条件を設定した上で、テストを実施する。脆弱性診断テストについても、ここ

で行う。 
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特に、総合テストにおける性能及び負荷のテストにおいては、想定する最大人数が同時に

利用開始した場合であっても問題が生じないことを確認する。 

 

（６） 受入テストの支援 

PMDA が実施する受入テストにおいて、本受託者は、テスト計画の策定、準備、テストの

実施、成果物の作成、テスト実施結果の報告等に関して、基盤製品に関する設定変更、情報

提供等の必要な支援を行うこと。 

（７） テストデータ及びその取扱い 

受注者が主体的に実施するテスト（以下、テスト工程）においては、受注者が準備したテ

スト用データを使用すること。ただし、テスト工程において PMDA のデータ（以下、本番

データ）を使用する場合は、必要性等を PMDA に説明し、PMDA の承諾を得て使用するこ

と。なお、テスト工程における本番データの管理責任は受注者が負うこと。 

特に、外部接続を行うテストにおいて本番データを使用する場合は、外部にデータが漏洩

しないことが前提となる。そのため、外部接続を行うテストにおいては、アプリケーション

および機器等の設定を確認し、さらに、スタブモジュール等を作成するなど、本番データに

アクセスできないような施策を講じること。なお、外部接続を行うテストにおけるテスト方

針およびデータの取り扱い等については、テスト計画時に PMDA と協議の上取り決めを行

うこと。 

PMDA が主体的に実施するテスト（以下、受入テスト）においては、本番データを使用す

ることになり、その管理責任は PMDA が負うことになる。ただし、受入テストにおける操

作ではなく、受注者の操作等により漏洩等のインシデントが発生した場合はその限りではな

い。 

 

１３ 移行に関する事項 

（１） 移行手順 

移行において想定する作業は以下のとおり。 

① 移行計画書の策定 

② 移行設計 

③ 移行手順の作成・検証 

④ 移行プログラムの作成・検証 

⑤ リスクの洗い出し・コンティンジェンシープランの作成 

⑥ 移行リハーサルの実施 

⑦ 移行判定 

⑧ 移行作業の実施 
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（２） 移行要件 

現行システムから更改後のシステムへの移行に当たっては、機器の安定稼働及び業務の継

続に影響を与えることなく、速やかに実施する必要がある。以下の基本方針に基づき、移行

計画・作業を行うこと。 

① 審査系システムの安定した稼働及び業務の継続に影響を与えることがないよう、安全

で確実な作業を優先すること。 

② PMDA が承認した日時を除き、現在稼働中のシステムのサービスを停止することなく、

移行作業を行うこと。 

③ システムの停止を伴う作業が避けられない場合には、システム利用者への影響を最小

限に抑えるため、平日においては、勤務時間外、その他土日及び休日を作業実施日の

基本として検討し、停止予定日より、原則 1 ヶ月前に停止日時及び停止による影響（停

止するサービスの範囲）について、PMDA の承認を書面にて得ること。 

④ 移行作業中に障害が発生した場合には、速やかに原因究明にあたるとともに、移行実

施計画書、システム切替手順書とに従い、切り戻し作業を行い、PMDA の承認を得て、

必要な障害対処作業を本受託者の責任と負担により実施すること。 

⑤ 移行の実施前に、現行機器のデータについて、バックアップを取得すること。 

⑥ 旧法システムは新規仮想サーバへのマイグレーションは行わず、V2V で移行すること。 

⑦ 本調達での対応に伴い、厚生労働省、地方厚生局、各都道府県が審査系システムとの

接続に使用している医薬品等専用ネットワーク利用者側に設定変更が必要となる。設

定変更作業は厚生労働省、地方厚生局、各都道府県で実施するため、設定に必要な情

報の提供を行うこと。 

 

（３） 移行対象データ 

審査系システムで管理している情報全てを移行対象データとする。ただし PMDA が移行

不要と判断したデータについては除外する。 

 

１４ 引継ぎに関する事項 

（１） 運用・保守業者への引継ぎ 

以下の事項に留意して、運用・保守業者等に引継ぎを実施すること。 

なお、引継ぎ先、引継ぎ内容及び手順等の概要を、「表 14-1 引継ぎ内容、手順」に示 

す。 
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① 運用・保守業務の円滑な実施に役立つよう、必要な各種情報及び資料の提供を行うこ

と。 

② 引継ぎの内容は、事前に PMDA に示し承認を得ること。 

③ 引継ぎの実施に当たっては、PMDA 及び引継ぎ先と日程を調整した上で実施すること。 

④ 引継ぎに必要な資料等は、本受託者において用意すること。 

⑤ 必要に応じて、実機での操作説明等を行うこと。 

⑥ 運用・保守業者等へ引継ぐテスト済みの環境については、セキュリティパッチ及びウ

イルスパターンファイルを最新化の上、引継ぐこと。 

 

表 14-1 引継ぎ内容、手順 

No. 引継ぎ発

生時（予

定） 

引継ぎ元 引継ぎ先 引継ぎ内容 引継ぎ手順 

1 平成 32 年

3 月 

本受託者 審査系シ

ステム運

用業者 

審査 PF に係る運用

手順等、本受託者及

び PMDA が必要と

判断した引継ぎを

行うこと。 

・引継計画書を策定すること。 

・引継計画書に基づき、引継

ぎを実施し、引継ぎ実施後、

引継ぎ完了報告書を作成する

こと。 

2 平成 32 年

3 月 

本受託者 eCTDv4

構築業者

（仮） 

審査 PF の検証環境

に係る運用手順等、

本受託者及び

PMDA が必要と判

断した引継ぎを行

うこと。 

・引継計画書を策定すること。 

・引継計画書に基づき、引継

ぎを実施し、引継ぎ実施後、

引継ぎ完了報告書を作成する

こと。 

 

１５ 教育に関する事項 

（１） 教育対象者の範囲、教育の方法 

本調達は業務要件の変更が機能削減（2 機能）とソフトウェアのバージョンアップによる

変更部分のみのため、大幅な運用変更は発生しない想定である。機構内外のシステム利用者

に対し、各 1 回程度説明会を実施し、変更点を周知すること。 

（２） 教材の作成 

説明会の実施にあたり、変更点を抜粋した資料を作成すること。 

 

１６ 運用に関する事項 
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（１） 運転管理・監視等要件 

審査系システムの運用時間については、「別紙１」に示す。 

（２） 運用サポート業務 

審査系システムの運用サポート業務は、別途調達する審査系ヘルプデスクが実施するため、

本調達の対象外とする。 

（３） 業務運用支援 

審査系システムの業務運用支援業務は、別途調達する審査系ヘルプデスクが実施するため、

本調達の対象外とする。 

 

１７ 保守に関する事項 

（１） アプリケーションプログラムの保守要件 

審査系システムのアプリケーションプログラムの保守業務は、別途調達する審査系ヘルプ

デスクが実施するため、本調達の対象外とする。 

 

（２） ハードウェアの保守要件 

① 保守期間 

平成 37 年 3 月末まで 

② 保守時間 

平日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」で定められた休日及び 12 月 29 

日から 1 月 3 日までを除く）9 時～17 時とする。（該当する保守メニューが存在し

ない場合を除く） 

③ 対応方法 

調達機器の障害発生及び PMDA、審査系ヘルプデスクからの問合せに対し、迅速な対

応が出来る体制を取り、障害の連絡をした場合、保守要員を４時間以内に派遣するこ

と。ただしシステムの冗長化が図られ、継続運用が可能な場合は、PMDA と協議し、

対応を決めることが出来ることとする。 
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④ 作業内容 

ア 機器のファームウェアの更新に係る情報を入手し、提供すること。また、ファー

ムウェアの適用について技術的な情報を提供すること。 

イ セキュリティホール等の情報及び対策のためのパッチを入手可能であること。ま

た、パッチの適用について技術的な情報を提供すること。 

ウ ハードウェアに関する仕様等の基本情報、及びその他製品に関する技術情報を提

供すること。 

エ 機器を安定稼働するために予防保全として、定期点検を年 1 回程度行うこと。 

オ PMDA 職員の指示のもと、調達機器について障害が発生した場合、障害の復旧作

業を行うこと。 

カ PMDA 職員からの問い合わせに対して、技術支援を行うこと。 

キ マニュアル上に記載されていない等の理由により、運用管理事業者が対応出来な

い事項に対する回答を行うこと。 

 

（３） ソフトウェア製品の保守要件 

① 保守期間 

平成 37 年 3 月末まで 

② 保守時間 

平日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」で定められた休日及び 12 月 29 

日から 1 月 3 日までを除く）9 時～17 時とする。（該当する保守メニューが存在し

ない場合を除く） 

③ 対応方法 

調達するソフトウェアの障害発生時及び PMDA、審査系ヘルプデスクからの問合せに

対し迅速な対応が出来る体制を取り、連絡をした場合、速やかに回答を行うこと。 
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④ 作業内容 

ア セキュリティホール等の情報及び対策のためのパッチを入手可能であること。ま

た、パッチの適用について技術的な情報を提供すること。 

イ 調達したソフトウェアのアップデートプログラムに係る情報を入手し、提供する

こと。また、アップデート作業について技術的な情報を提供すること。 

ウ PMDA 職員の指示のもと、OS、ミドルウェア等のソフトウェアについて障害が発

生した場合は、原因解析を行うこと。ソフトウェアの不具合であった場合には、

ソフトウェアメーカーと保守契約を結ぶことで提供される保守の範囲でパッチに

より復旧すること。パッチによりアプリケーションの機能に影響を及ぼす場合に

は、PMDA 職員と対応について協議すること。 

エ PMDA 職員からの問い合わせに対して、技術支援を行うこと。 

オ その他、マニュアル上に記載されていない等の理由により、運用管理事業者が対

応出来ない事項に対する回答を行うこと。 

 

（４） データの保守要件 

データ保存期間は、以下のとおりとする 

① 審査系システムが管理するデータについては、原則永年保存とする。 

② 出力されたログについてはログ管理 SW が収集する。容量及び運用面で効率的にログ

を保管するために、保存期間を 1 年とする。 

 

（５） バックアップ要件 

以下の事項に留意して、運用・保守業者等に引継ぎを実施すること。 

① バックアップの利用目的 

バックアップは、障害発生等に伴い失われるデータの回復、ユーザエラーからの回復

及びデータの長期保存を目的として行うものとする。 

② バックアップ取得時間 

業務データ（アクセスログを含む。）のバックアップは、原則として、オンライン業

務サービス終了後の夜間帯に行うものとする。データベースのバックアップは 30 分

ごとにトランザクションログのバックアップを行い、障害から 30 分前以内の状態に

リストア可能とすること。 

③ システム設定変更時のバックアップ 

システムバックアップの取得は、ハードウェア構成の変更、ソフトウェアパッケージ

に対するパッチの適用等のシステム変更時において、原則、審査系ヘルプデスクが手

動で行うものとする。 
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④ バックアップ方式 

バックアップは、原則としてオンライン方式で取得するものとする。 

⑤ バックアップ保存期間 

ア バックアップデータは、2 世代以上保持することを基本とし、データの種類及び

特性に合わせてバックアップ保存期間を規定すること。 

イ 外部媒体等の長期保存を目的としたバックアップデータの保存期間は永年とする。 

⑥ 遠隔地保管 

災害等に備え、バックアップを遠隔地の保管場所へ定期的に輸送するので、その輸送

を可能とするよう、テープメディア等に業務データを出力する。 
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概略構成図 抜粋（想定）
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共用LANデータセンタ新霞が関ビル

共用LANシステム 共用LANシステム 審査系システム

既設ストレー
ジ

既設ネットワーク機器
既設ネット
ワーク機器

既設ストレージ 本調達機器等

新設ネットワーク機器
（ONU）

別調達にて設置さ
れたラックに本調
達で調達する機材
等およびアプリ
ケーションを搭載
する。また、ONU、
共用LAN既設ネット

ワーク機器に接続
する。

本調達対象外

本調達対象

凡例

審査系システム

新設スト
レージ

新設ネット
ワーク機器

ラックおよびスト
レージ、ネット
ワーク機器を設
置し、共用LAN既

設ネットワークに
接続する


