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１ 調達件名 
平成３０年度 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の保守等に

係る業務 

 

 

２ 作業の概要 
（１）目的 

例規集データベースは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「総合機構」

という。）の業務に関連する法令、内部規程等（以下「規程等」という。）をデータベー

ス化し、総合機構の役職員が内部用ホームページから閲覧、検索等ができるとともに、

外部の者が総合機構ホームページから閲覧、検索できることを目的に平成 17 年度に

構築したものである。データベースに搭載されたデータは規程等の制定、改廃にあわ

せて定期的に更新をしている。 

そこで、平成 30 年度に行われる関係法令の改正や規程等の新規制定、改正につい

て反映させることを目的としてデータベースを更新し、併せて、当システムの保守を

行う。 

 

（２）業務の概要 
①例規集データベースの改修 

ア．新規制定された規程等のデータの追加 

（ａ）総合機構が提出する電子媒体の規程等（本文の他、別表、様式、別紙等を

含む。）をシステム要件定義書（別紙１）に沿った形に加工し、データを追

加する。 

（ｂ）例規集データベースに搭載された例規（以下「保存例規」という。）と総務

省が Web にて提供する法令データ提供システムに搭載された法令等（以下

「外部参照例規」という。）が引用されているところはリンク表示する。 

イ．改正された規程等のデータの改修 

（ａ）総合機構が提出する電子媒体（又は紙媒体）の一部改正原義文や新旧対照

表を基にデータを改修する。 

（ｂ）保存例規と外部参照例規が引用されているところはリンク表示する。 

（ｃ）一部改正の履歴を追加表示するとともに、改正の原義文及び新旧対照表を

PDF で掲載する。 

（ｄ）既存のデータと総合機構が提出する電子媒体（又は紙媒体）に矛盾が無い

か確認し、不整合がある場合は、総合機構に連絡する。 

ウ．廃止された規程等のデータの改修 

（ａ）総合機構が指定するデータベースに搭載された規程等をシステム要件定義

書に沿った形に加工し、データを改修する。 

（ｂ）保存例規と外部参照例規が引用されているところはリンク表示する。 

（ｃ）一部改正の履歴を追加表示するとともに、改正の原義文及び新旧対照表を

PDF で掲載する。 

エ．例規集データベースの運用環境更新 

総合機構が指定する日時において、総合機構の指定する担当者の立ち会いのも

 １ 



 

と、運用環境の更新を実施する。 

オ．上記アからエに掲げる事項の他、本業務を実施するために必要な事項 

改修依頼を行ってから概ね１ヶ月以内にデータベース反映作業を完了させるこ

と。 

なお、データベースの改修は平成 30年度から開始し、年度を通じて 2ヶ月に 1

回程度を予定しており、最大で６回までとする。1回毎に 30～35件、計 200件程

度の例規を改修する作業量を想定している。 

  また、各例規には例規 IDが振られており、約 80例規について整理されていな  

いものが見受けられるため、この整理を行うこと。整理方法については、総合機 

構と協議し取り決めること。 

②例規集（冊子体）作成のための編集及び原稿作成 

例規集（冊子体）印刷を行うため、印刷用の電子媒体及び紙媒体を作成し、総合機

構に提出すること。 

 

③予防保守業務 

OS、ミドルウェアのパッチ／アップデート情報の適用管理を行い、障害復旧対応又

はシステム管理者からの依頼に伴う、OS、ミドルウェアのパッチ／アップデートの適

用の必要がある場合、適用に係る業務アプリケーションの影響範囲について、総合機

構担当者に報告し、パッチ／アップデートによる業務アプリケーションに及ぼす影

響の事前評価と適用作業を実施すること。 

なお、適用作業においてはオフライン適用にて対応すること。 

 

④新環境移行後の動作確認 

平成３０年度に現環境から新環境へ移行する予定である。移行は V2V により、OS

バージョン等は新旧同一のものを想定している。新環境は総合機構側で準備する。現

行環境から新環境への移行作業は本調達には含まないが、新環境において、現行どお

りの動作であることを検証にて確認すること。 

 

⑤その他 

上記①から④に掲げる事項の他、例規集データベースシステムの障害や仕様に関

する各種問い合わせに対応すること。 

 

（３）作業内容・納入成果物 
① 作業内容等 

納入成果物は下表に示したとおり。ただし、納入成果物の構成、詳細については、

受注後、総合機構と協議し取り決めること。 

 
              作業内容・工程と成果物 

項

番 
工程 納入成果物 納入期日 

SLCP-JCF2013 

のアクティビティ 

１ 計画 ・プロジェクト実施

計画書（プロジェク

トスコープ、体制

契約締結日

から 2 週間

以内 
（※必要に応じ

1.2.4 計画立案 

1.6.1 プロセス開始の準備 

 ２ 



 

項

番 
工程 納入成果物 納入期日 

SLCP-JCF2013 

のアクティビティ 

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） 

 

て随時提出） 

２ 基本設計・

詳細設計 

・基本設計書 

・詳細設計書 

・環境定義書 

 

 

平成 31年 

3月 16日 
（※毎回の改修

時に提出） 

1.6.2 システム要件定義 

1.6.3 システム方式設計 

1.6.4 ソフトウェア要件定義 

1.6.5 ソフトウェア方式設計 

1.6.6 ソフトウェア詳細設計 

 

３ 製造・テス

ト 

・テスト計画書 

・テスト仕様書 

・テスト結果報告書 

（テストエビデン

ス） 

平成 31年 

3月 16日 
（※毎回の改修

時に提出） 

1.6.7 ソフトウェアコード作

成及びテスト 

1.6.8 ソフトウェア結合 

1.6.9 ソフトウェア適格性確

認テスト 

1.6.10 システム結合 

1.6.11 システム適格性確認

テスト 

1.6.13 ソフトウェア受入れ

支援 

1.7.2 運用テスト 

 

４ 導入 ・導入計画書 

・導入手順書 

・導入作業結果報告

書 

・ソースコード 

平成 31年 

3月 16日 
（※毎回の改修

時に提出） 

3.2.1 プロセス開始の準備 

3.2.2 環境の構築 

1.6.12 ソフトウェア導入 

５ 教育 ・操作マニュアル 

・バックアップ/リ

ストア手順書 

・保守業務作業手順

書 

 

平成 31年 

3月 16日 
（※毎回の改修

時に提出） 

3.4.1 プロセス開始の準備 

3.4.2 教育訓練の要求事項の

定義 

3.4.3 教育訓練計画の実施 

3.4.4 教育訓練の評価 

６ その他 ・打合せ資料 

・議事録 

・例規集の冊子体の

電子データ 

・例規集データベー

スの改修作業報告

書 

 

平成 31年 

3月 16日 
（※必要に応じ

て随時提出） 

1.2.6 レビュー及び評価 

 

 なお、納入成果物については、以下の条件を満たすこと。 

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

 ３ 



 

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。バージョンアップ時等に

差し換えが可能なようにバインダー方式とする。 

ウ 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、総合機構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 紙及び磁気媒体については二部ずつ用意すること。ただし、作成プログラム（ソ

フトウェア製品、開発環境、検証環境、実行プログラム、各種ソースコード等）は

紙媒体での提出は不要である。 

オ 一般に市販されているツール、パッケージ類の使用は機構と協議の上、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 導入するソフトウェアについて、ライセンス及びインストールメディアを納入

すること。なお、ライセンスは平成 31年度末まで使用できること。 

 

② 納入場所 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 企画調整部企画課 

 

（４）検収 
納入成果物については、適宜、総合機構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、「２（３）作業内容・納入成果物」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、総合機構が確認し、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、総合機構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。 

 

（５）作業期間 
作業期間は平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日とする。 

 

 

３ 情報システムの要件 
（１）機能要件 

機能要件を別紙 1に示す。 

 

（２）画面要件 
画面設計書を閲覧資料として提示する。 

 

（３）帳票要件 
なし。 

 ４ 



 

 

（４）情報・データ要件 
DB設計書（テーブル定義書、ERモデル図）を閲覧資料として提示する。 

 

（５）外部インタフェース要件 
なし。 

 

（６）システム稼働環境 

画面設計書を閲覧資料として提示する。 

 

 

４ 規模・性能要件 
（１）規模要件 

現行システムと同等とする。 

公開サイト 1に最新の例規が掲載されている。また、資料閲覧の際に現行システム

のデータを確認すること。 

 

（２）性能要件 
現行システムと同等とする。 

 

 

５ 信頼性等要件 
（１）信頼性要件 

現行システムの正常動作を保証し、通常業務に重大な影響を与えないこと。 

 

（２）拡張性要件 
本業務において改修等を施す際には、現行システムのソフトウェア構成やシステム

開発言語等を踏襲し最新版を適用すること。また、拡張等にも対応できること。 

 

（３）上位互換性要件 
なし。 

 

（４）システム中立性要件 
本業務においては、業務終了後の運用支援等を受注者によらず、これを行うこと

が可能となるようドキュメント類の整備を行うこと。 

 

（５）事業継続性要件 
なし。 

 

 

1 http://reiki.pmda.go.jp/FormLibrary/A_001_Index.aspx 

 ５ 

                             



 

６ 情報セキュリティ要件 
（１）権限要件 

現行システムの要件に合わせること。 

  

（２）情報セキュリティ対策 
システムの改修等に際しては、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規

範」（平成 28 年 8月 31 日付サイバーセキュリティ戦略本部第９回会合決定）及び

厚生労働省が定めた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5版（平

成 29 年 5 月）」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」を遵守すること。 

 

（３）情報セキュリティ管理 
① 情報管理台帳による、秘密情報の授受の管理を行うこと。また保守に係る作業の従事

者に対しセキュリティ教育を実施すること。 

② 受注者の情報セキュリティ対策の実施内容や管理体制、契約に係る履行状況等の提

出を求めることがある。受注者は総合機構の求めに応じ、報告書を作成すること。 

③ 当該システムにおいて情報セキュリティインシデントが発生した場合への対処方法

について、緊急の連絡体制や対処手順等を予め定めること。 

また情報セキュリティ対策の履行が不十分であった場合、総合機構と協議のうえ、対

処方法の改善を実施すること。 

④ 受注者の資本関係・役員等の情報、業務の実施場所、作業従事者の所属・専門性（情

報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報提供について

求めることがあるのでこれに応じること。 

⑤ 総合機構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。 

 

 

７ 情報システム稼動環境 
（１）全体構成 

システムの全体構成については、以下の「（２）ハードウェア構成」、「（３）ソフト

ウェア構成」、「（４）ネットワーク構成」を参照のこと。 

 

（２）ハードウェア構成 
現行システムのハードウェア構成を別紙 2に示す。 

 

（３）ソフトウェア構成 
現行システムのソフトウェア構成を別紙 2に示す。 

 

（４）ネットワーク構成 
現行システムのネットワーク構成を別紙 2に示す。 

 

 ６ 



 

（５）アクセシビリティ要件 
別紙１に準拠すること。 

 

 

８ テスト要件定義 
テストを計画的に実施するため、受注者は、総合機構と調整の上、下表「テスト項目

と概要」に係るテストの実施項目を決めるとともに、テスト計画書に以下の項目を明記

し、総合機構の承認を得てテストを行うこと。 

・総合機構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 

・合否判定基準 等 

また、テスト計画書には、総合機構にて実施する受入テストに関する資料（受入テス

トの実施計画案、受入テストに関連する資料等）を含むこと。 

なお、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。 

 

 テスト項目と概要 

No. テスト項目 テスト概要 

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 

 

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。 

3 

 

ドキュメントテスト  各種仕様書や操作マニュアルが正しく記述され

ているかをテストする。 

4 セキュリティテスト  システムが脆弱性を作り込まない実装になって

いるかをテストする。 

 

 

９ 移行要件定義 
（１）移行に係る要件 

なし。 

 

（２）教育に係る要件 
「２ 作業の概要」の「（３）作業内容・納入成果物」に示す、本調達に係るマニュ

アル等のドキュメント類を作成・改訂すること。 

また、次年度以降の運用保守業務がスムーズに運用できるよう、①例規集データ

ベースの改修に係る保守業務作業手順書を作成すること。 

 

 

 ７ 



 

１０ 運用要件定義 
（１）システム操作・監視等要件 

なし。 

 

（２）データ管理要件 
例規集データベースの改修時はファイル単位でバックアップを管理できる設計と

する事。また、任意のタイミングで仮想化管理ツールを使用してのバックアップ（ス

ナップショット）を実施する事を想定している。バックアップ/リストアの手順書に準

拠し、実施すること。 

 

（３）運用施設・設備要件 
「７ 情報システム稼動環境」にある現行システムの機器及びサーバ室を継続使用

して運用できること。 

 

 

１１ 保守要件定義 
（１）ソフトウェア保守要件 

なし。 

 

（２）ハードウェア保守要件 
なし。 

 

 

１２ 作業の体制及び方法 
（１）作業体制 

受注者は、業務受託後、総合機構に対して作業体制（受注者側の体制図とそれぞれ

の役割の詳細）を報告し、承認を得て業務を進めること。 

ミドルウェア等の対象製品に精通している担当者が作業体制に含まれること。 

なお、この際、業務に従事する者のスキル（「ITスキル標準（ITSS）」）や資格、これ

までの業務実績を明記すること。 

 

（２）開発方法 
システムの設計・開発に際しては、以下の事項を遵守し実施すること。 

① 設計・開発・テスト・プロジェクト管理等において使用する開発方法論について総

合機構と協議し取り決めを行い、その取り決めに基づき総合機構の指示に従うととも

に、関係機関との連携・協力を図りつつ実施すること。 

② システムの開発環境（開発用のハードウェア、開発ツール等のソフトウェアを含

む。）、作業場所、その他必要となる環境については、受注者の責任において確保する

こと。 

③ 受入テストの実施前には、通信ネットワーク処理を含む仮想的なテスト環境を整

備し、この中で十分な単体・結合テストを行い、障害等が発生しないようにすること。 

④ 総合機構の保有する資産（開発ドキュメント等）については、受注者に公開するの
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で、それを基に設計・開発を行うこと。 

⑤ その他、システム設計・開発を行うにあたり、想定されるリスクやその対応策等を

明示すること。 

⑥ 契約締結後、業務一式のプロジェクト実施計画書を提示すること。また、契約締結

以降に変更が発生した場合には、その都度速やかに変更後のプロジェクト実施計画書

を提出すること。 

⑦ 進捗状況や直近における予定等の報告をすること。また、毎月の作業時間の実績を

報告すること。報告のタイミングは総合機構と協議し取り決めを行い、その取り決め

に基づき行うこと。それ以外にも、総合機構又は受注者が必要と判断した場合は、必

要に応じて随時追加の報告を行うこと。 

 

（３）導入 
システムの導入作業は、以下の事項を遵守して行うこと。 

① 受注者は「８ テスト要件定義」に定める要件を満たすようテストを行った後、総

合機構が指定する日時及び設置場所で、導入作業を行い、本番稼働を問題なく迎えら

れるようにすること。 

② 本調達で行った開発等作業の詳細な内容及びシステム運用の変更点について、検

収終了後、速やかに総合機構に引継ぎを行えるようにすること。 

 

（４）瑕疵担保責任 
本業務の瑕疵担保責任の範囲・期間等の瑕疵への対応については、契約に基づき規

定するものとする。 

 

 

１３ 特記事項 
（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、総合機構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。 

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、総合機構からの質問、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、総合機構が依頼する技術的支援に対する回

答、助言を行うこと。  
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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）各業者との役割分担等 
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。 

 

（３）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 総合機構 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。） 

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 

 

（４）応札条件 
応札希望者は、以下の資格等を有していること。 

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  作業リーダは、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の「基本情報技術者」資

格、又は同レベル以上の技術水準を満たす資格を取得していること。 

④  別紙 3記載の設計書等を閲覧した記録があること。あるいは過去の案件において

これらを閲覧したことを証明する記録があること。 

⑤  落札時には工数、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

るよう準備しておくこと。 

 

（５）知的財産等 
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、総合機構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総合機構に帰属するものとする。また、システムの

ソースコードも著作権の帰属するものとして納品すること。 

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
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用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合は事前に総合機構に報告し、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

紛争の原因が専ら総合機構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、総合機構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、総合

機構に提出する際は、その旨併せて報告するものとする。 

（６）再委託 
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。契

約金額の 10％を超える受注業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、

再委託先等を総合機構に報告し、承認を受けること。受注者は、秘密保持、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、総合機構に報告し、承認を受けること。 

なお、第三者に再委託する場合は、その最終的な責任を受注者が負うこと。 

 

（７）秘密保持 
本業務を実施する上で必要とされる秘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総合機構が開示した情報（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、総合機構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、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、速やかに総合機構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総合機構に提出すること。 

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 秘密保持の期間は、当該情報が公知の情報になるまでの期間とする。 

 

（８）遵守事項 
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、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成 28年度版）」

（平成 28 年 8 月 31 日、サイバーセキュリティ戦略本部第９回会合決定）、厚生労

働省が定めた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5版（平成

29年 5月）」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」を遵守すること。 
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② 受注業務の実施において、現行システムの設計書等を参照する必要がある場合は、

参照方法などについて総合機構の指示に従い、秘密保持契約を締結するなどした上

で、参照すること。 

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、下記の総合機構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（平成１７年規

程第２号） 

・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（平成１７年規程第２４

号） 

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、総合機構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、事前に総合機構に提出すること。また、そのような

事態が発生した場合は、総合機構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。 

⑤ 総合機構では、外部機関へのシステム監査の委託や行政機関からのシステム監査を

受け入れることとし、毎年実施している。このシステム監査によって発生した問い

合わせやセキュリティホール等の指摘に対しても、総合機構と協議の上、対応する

こと。 

 

（９）作業場所 
受注業務の作業場所は、総合機構内、又は日本国内で総合機構の承認した場所で作

業すること。総合機構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。 

 

（１０）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。 

 本件に係る納入成果物については、「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）」（平成 27年法律第 66号）に基づいた製品を可能な限り導

入すること。 

 

（１１）その他 
総合機構全体管理組織（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。 

 

１４ 窓口連絡先 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

企画調整部企画課 喜多 邦生、松村 美咲  

 電話 ； 03（3506）9600 

Email； kita-kunio@pmda.go.jp、matsumura-misaki@pmda.go.jp 
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No 体系名 体系ID 例規ID 担当 課 例規名 例規番号 制定日

基本法令 1000 1010 総務省 - 独立行政法人通則法 1999/7/16

1020 厚生労働省 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 2002/12/20

1030 厚生労働省 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 2004/3/26

1040 厚生労働省 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 2004/3/29

1050 厚生労働省 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 2004/3/29

1060 厚生労働省 - 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 1960/8/10

1070 厚生労働省 -
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を救済するた
めの給付金の支給に関する特別措置法

2008/1/16

1080 厚生労働省 -
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を救済するた
めの給付金の支給に関する特別措置法施行規則

2008/1/16

1090 厚生労働省 - 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 2013/11/27

1100 予防接種法 1951/3/30

中期目標・中期計画・年度計画 2000 2010 厚生労働省 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構中期目標（第１期：平成１６年度から平成２０年度） 2004/4/1

2011 厚生労働省 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構中期目標（第２期：平成２１年度から平成２５年度） 2009/2/27

2012 厚生労働省 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構中期目標（第３期：平成２６年度から平成３０年度） 2014/3/7

2020 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構中期計画（第１期：平成１６年度から平成２０年度） 2004/4/1

2021 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構中期計画（第２期：平成２１年度から平成２５年度） 2009/3/31

2022 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構中期計画（第３期：平成２６年度から平成３０年度） 2014/3/31

2030 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成１６年度計画 2004/4/28

2031 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成１７年度計画 2005/3/31

2032 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成１８年度計画 2006/3/31

2033 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成１９年度計画 2007/3/30

2034 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成２０年度計画 2008/3/30

2035 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成２１年度計画 2009/3/31

2036 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成２２年度計画 2010/3/30

2037 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成２３年度計画 2011/3/31

2038 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成２４年度計画 2012/3/26

2039 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成２５年度計画 2013/3/29

2040 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成２６年度計画 2014/3/31

2041 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成２７年度計画 2015/4/1

2042 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成２８年度計画 2016/3/31

2043 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成２９年度計画 2017/3/28

業務方法書・実施細則等（救済
業務関係）

3000 3010 健康被害救済部 企画管理課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済業務関係業務方法書 2004/4/1

3015 健康被害救済部 特定救済課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構特定Ｃ型肝炎ウイルス感染者救済基金設置規程 20規程第3号 2008/1/16

3017 健康被害救済部 特定救済課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構特定救済拠出金徴収業務実施細則 21細則第10号 2009/4/10

3020 健康被害救済部 拠出金課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構拠出金等徴収業務実施細則 16細則第15号 2004/4/1

3030 健康被害救済部 企画管理課 医薬品による重篤かつ希少な健康被害者に係るＱＯＬ向上等のための調査研究事業実施要領 18要領第11号 2006/4/11

3040 健康被害救済部 企画管理課
医薬品の副作用及び生物由来製品を介した感染等による健康被害者等に対する精神面などに関
する相談事業実施要領

21要領第12号 2009/12/15

3050 健康被害救済部 企画管理課 先天性の傷病治療によるC型肝炎患者に係るQOL向上等のための調査研究事業実施要領 22要領第6号 2010/7/9

業務方法書・実施細則等（審査
等業務・安全対策業務関係）

4000 4010 審査マネジメント部 審査企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査等業務及び安全対策業務関係業務方法書 2004/4/1

4020 審査マネジメント部 審査企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査等業務関係業務方法書実施細則 16細則第4号 2004/4/1

4040 安全第一部 企画管理課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構健康危機管理実施要領 17要領第6号 2005/3/31

4050 新薬審査第一部 - 新医療用医薬品承認審査実施要領 17要領第13号 2005/3/31

4060 一般薬等審査部 - 医療用後発品承認審査実施要領 17要領第14号 2005/3/31

4070 一般薬等審査部 - 要指導・一般用医薬品承認審査実施要領 17要領第15号 2005/3/31

4080 一般薬等審査部 - 殺虫剤・殺そ剤承認審査実施要領 17要領第16号 2005/3/31

4090 一般薬等審査部 - 医薬部外品承認審査実施要領 17要領第17号 2005/3/31

4120
医療機器審査第二
部

- 体外診断用医薬品承認審査実施要領 17要領第20号 2005/3/31

4130
医療機器審査第一
部

- 高度管理医療機器及び管理医療機器承認審査実施要領 18要領第4号 2006/3/31

4140
医療機器審査第一
部

- 承認基準適合医療機器承認審査実施要領 18要領第5号 2006/3/31

4150 企画調整部 業務調整課 医薬品医療機器総合機構における専門協議等の実施に関する達 20達第8号 2008/12/25

4160 安全第二部 安全対策のフォローアップ事業実施要領 22要領第8号 2010/7/29



No 体系名 体系ID 例規ID 担当 課 例規名 例規番号 制定日

4170
医療情報活用推進
室

医療情報データベース基盤整備事業実施要領 23要領第3号 2011/4/21

4180
医療情報活用推進
室

医療情報データベース地域連携コーディネート業務実施要領 24要領第24号 2012/12/27

4181
医療情報活用推進
室

独立行政法人医薬品医療機器総合機構における医療情報データベースシステムの安全管理に関
する細則

26細則第11号 2014/7/11

4182
医療情報活用推進
室

複数施設統合データ処理センター運用管理細則 26細則12号 2014/7/11

4183
医療情報活用推進
室

複数統合データ処理センター利用細則 26細則第13号 2014/7/11

4184
医療情報活用推進
室

独立行政法人医薬品医療機器総合機構における医療情報データベースに保存された医療情報の
利活用者に対する教育研修実施細則

26細則第14号 2014/7/11

4190 安全第二部 患者副作用報告のフォローアップ調査実施要領 25要領第3号 2012/6/14

組織 5000 5010 総務部 人事課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構組織規程 16規程第1号 2004/4/1

5020 総務部 総務課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事会規程 16規程第9号 2004/4/1

5030 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構運営評議会設置規程 16規程第22号 2004/6/2

5031 監査室 独立行政法人医薬品医療機器総合機構契約監視委員会設置規程 22規程第4号 2010/4/1

5032 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構人事・組織運営有識者会議設置規程 23規程第1号 2011/1/5

5033 企画調整部 広報課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構広報委員会設置運営要領 27要領第20号 2015/7/23

5036 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構組織運営マネジメント会議設置運営要領 21要領第5号 2009/4/15

5037 総務部 総務課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長特別補佐の委嘱に関する要領 23要領第12号 2011/11/25

5040 総務部 総務課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構幹部会運営要領 16要領第1号 2004/4/1

5050 総務部 人事課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構採用委員会運営要領 16要領第3号 2004/4/1

5060 総務部 研修課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構研修委員会設置運営要領 16要領第4号 2004/4/1

5070 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員の委嘱に関する要領 16要領第5号 2004/4/1

5080 健康被害救済部 企画管理課 救済業務委員会専門委員公募要領 16要領第12号 2004/8/26

5091 国際部 国際企画調整課 翻訳専門員の委嘱に関する要領 24要領第15号 2012/7/31

5092 国際部 国際企画調整課 ネイティブアドバイザーの委嘱に関する要領 24要領第25号 2013/3/25

5100 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構衛生委員会運営要領 16要領第15号 2004/12/1

5110 財務管理部 契約課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構官公需法・グリーン購入法推進本部設置運営要領 17要領第1号 2005/1/11

5130 総務部 人事課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構人事評価制度等検討会設置運営要領 17要領第22号 2005/5/9

5140 信頼性保証部 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構ＧＬＰ適合性調査の調査専門委員の委嘱に関する要領 17要領第24号 2005/7/14

5141 品質管理部 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構GMP/QMS専門技術員の委嘱に関する要領 24要領第5号 2012/3/21

5150 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構子育て支援対策推進委員会設置運営要領 17要領第25号 2005/9/8

5160 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構改革本部設置運営要領 17要領第26号 2005/10/7

5165 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構新型インフルエンザ対策本部運営要領 21要領第7号 2009/4/28

5166
レギュラトリーサイ
エンス推進部

推進課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構レギュラトリーサイエンス研究有識者会議設置規程 23規程第8号 2011/4/20

5170 健康被害救済部 企画管理課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済事例検討会設置運営要領 17要領第27号 2005/10/14

5171 健康被害救済部 企画管理課 副作用拠出金率及び感染拠出金率等に関する検討会設置運営要領 23要領第9号 2011/8/29

5182 健康被害救済部 企画管理課 先天性の傷病治療によるC型肝炎患者に係るQOL向上等のための調査研究班設置運営要領 22要領第7号 2010/7/9

5185 安全第一部 医療機器安全課 再生医療製品患者登録システムに関する検討会運営設置要領 27要領第23号 2015/8/20

5186 安全第一部 ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ推進課医療機関における医療機器の情報の入手・伝達・活用状況調査に関する検討会設置運営要領 27要領第3号 2015/4/1

5187 安全第一部 ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ推進課
独立行政法人医薬品医療機器総合機構医薬品・医療機器相談事業担当者連絡会議設置運営要
領 23要領第2号 2011/4/1

5188 安全第一部 ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ推進課医療機関における医薬品の情報の伝達・活用状況調査に関する検討会設置運営要領 22要領第12号 2010/11/29



No 体系名 体系ID 例規ID 担当 課 例規名 例規番号 制定日

5190 安全第二部 独立行政法人医薬品医療機器総合機構副作用検討会設置運営要領 17要領第34号 2005/12/22

5191 安全第一部 医療機器安全課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構不具合検討会設置運営要領 18要領第2号 2006/3/14

5192 財務管理部 財務企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理委員会設置運営要領 18要領第3号 2006/3/23

5193 情報化統括推進室 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等対策本部等設置運営要領 18要領第8号 2006/3/31

5194 健康被害救済部 企画管理課 医薬品による重篤かつ希少な健康被害者に係るＱＯＬ向上等のための調査研究班設置運営要領 18要領第12号 2006/4/11

5196 総務部 人事課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構評価審査委員会設置運営要領 19要領第1号 2007/1/19

5198 安全第一部 医療機器安全課
独立行政法人医薬品医療機器総合機構医薬品・医療機器・再生医療等製品安全使用対策検討会
設置運営要領

19要領第7号 2007/4/9

5199 安全第二部 独立行政法人医薬品医療機器総合機構患者向医薬品ガイド検討会設置運営要領 19要領第8号 2007/5/7

5200 総務部 人事課 理事の職務分掌等についての達 16達第2号 2004/4/1

5210 総務部 人事課 上席審議役及び審議役の職務分掌についての達 16達第3号 2004/7/6

5211 総務部 総務課 理事長特別補佐の委嘱に関する達 23達第5号 2011/11/25

5220 審査業務部 審査企画課 新医療用医薬品承認審査業務における専門領域教育等責任者についての達 17達第5号 2005/12/1

5300
科学委員会事務本
部

- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構科学委員会設置規程 24規程第15号 2012/5/14

5310
科学委員会事務本
部

- 科学委員会委員及び専門部会委員の委嘱に関する達 24達第2号 2012/5/14

5320
科学委員会事務本
部

- 科学委員会専門部会規程 24規程第27号 2012/7/26

5330
医療情報活用推進
室

薬剤疫学研究等の実施に関するガイドライン作成検討会設置運営要領 24要領第18号 2012/9/24

5340 国際部 国際企画調整課 国際戦略会議設置運営要領 24要領第19号 2012/9/24

5350
医療情報活用推進
室

医療情報データベースの利活用に関する有識者会議設置運営要領 24要領第23号 2012/12/25

5351 品質管理部 - GMP適合性調査等の調査専門委員の委嘱に関する要領 26要領第4号 2014/3/31

5352 安全第一部 医療機器安全課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構再生医療等製品不具合検討会設置運営要領 26要領第25号 2014/11/25

5370 国際部 国際企画調整課
独立行政法人医薬品医療機器総合機構アジア医薬品・医療機器トレーニングセンタープログラム
検討委員会設置要領 28要領第10号 2016/8/5

5380 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法務アドバイザーの委嘱に関する要領 25要領第6号 2013/10/15

5390 安全第一部 医療機器安全課
独立行政法人医薬品医療機器総合機構医療機器・再生医療等製品安全使用対策検討会設置運
営要領

29要領第5号 2017/4/1

5600 総務部 人事課
独立行政法人医薬品医療機器総合機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対
応要領

27要領第29号 2015/11/24

人事・給与 6000 6010 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員就業規則 16規程第2号 2004/4/1

6011 総務部 職員課 傷病休職者及び欠勤者の職場復帰等に関する要領 26要領第1号 2014/2/21

6012 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員バッジに関する規程 26規程第3号 2014/3/20

6013 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員配偶者同行休業に関する規程 26規程第5号 2014/3/20

6014 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員配偶者同行休業に関する規程の実施細則 26細則第5号 2014/3/20

6020 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構事務補助員就業規則 16規程第10号 2004/4/1

6030 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構嘱託等就業規則 16規程第11号 2004/4/1

6031 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構継続雇用職員就業規則 18規程第5号 2006/3/22

6032 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構任期付職員就業規則 24規程第13号 2012/4/17

6033 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構特任職員就業規則 24規程第29号 2012/9/25

6040 総務部 人事課 役員の兼職及び退職後の就職に関する規制等に関する規程 16規程第21号 2004/4/1

6050 総務部 人事課 職員の兼業及び退職後の就職に関する規制等に関する実施細則 16細則第14号 2004/4/1

6060 総務部 人事課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員の業務の従事制限に関する実施細則 17細則第1号 2005/1/17

6061 総務部 総務課
育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する実施
細則

18細則第2号 2006/3/22

6062 総務部 人事課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構懲戒手続の実施細則 19細則第1号 2007/1/9



No 体系名 体系ID 例規ID 担当 課 例規名 例規番号 制定日

6070 総務部 総務課 医薬品医療機器総合機構役員就任時の誓約についての達 16達第1号 2004/4/1

6080 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構役員給与規程 16規程第3号 2004/4/1

6090 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構役員給与規程の実施細則 16細則第8号 2004/4/1

6100 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員給与規程 16規程第4号 2004/4/1

6110 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員給与規程の実施細則 16細則第9号 2004/4/1

6120 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構役員退職手当支給規程 16規程第5号 2004/4/1

6130 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員退職手当支給規程 16規程第6号 2004/4/1

6131 総務部 人事課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構人事評価規程 19規程第7号 2007/4/1

6132 総務部 人事課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構人事評価規程の実施細則 26細則第17号 2014/10/22

6133 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構役員災害補償規程 25規程第4号 2013/3/27

6140 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構育児休業等に関する規程 16規程第18号 2004/4/1

6150 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構育児休業等に関する規程の実施細則 16細則第12号 2004/4/1

6160 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構介護休暇実施細則 16細則第13号 2004/4/1

6170 総務部 総務課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構旅費規程 16規程第20号 2004/4/1

6171 総務部 総務課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構旅費規程の実施細則 23細則第1号 2011/1/28

6180 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構倫理規程 16規程第17号 2004/4/1

6190 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構倫理規程の実施細則 16細則第10号 2004/4/1

6200 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構におけるハラスメントの防止等に関する規程 16規程第19号 2004/4/1

6210 総務部 人事課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員表彰手続の実施細則 19細則第13号 2007/7/18

6220 総務部 人事課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構嘱託等表彰手続の実施細則 19細則第14号 2007/7/18

6230 総務部 人事課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構事務補助員表彰手続の実施細則 19細則第15号 2007/7/18

6240 総務部 人事課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構継続雇用職員表彰手続の実施細則 19細則第16号 2007/7/18

6241 総務部 人事課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構任期付職員表彰手続の実施細則 24細則第8号 2012/4/17

6242 総務部 人事課 特任職員表彰手続の実施細則 27細則第2号 2015/2/24

6250 総務部 人事課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員の出向人事に関する実施細則 24細則第6号 2012/4/17

6260 総務部 人事課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構旧姓使用取扱要領 26要領第2号 2014/3/20

6270 国際部 国際企画調整課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構海外規制当局等派遣規程 28規程第15号 2016/6/24

6271 国際部 国際企画調整課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構海外規制当局等派遣規程実施細則 28細則第11号 2016/6/24

6280 総務部 職員課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構ストレスチェック制度実施要領 28要領第12号 2016/9/20

リスク管理 6500 6510 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構リスク管理規程 18規程第1号 2006/1/26

6520 監査室 独立行政法人医薬品医療機器総合機構内部通報制度運営要領 18要領第1号 2006/1/30

6530 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構行動基準についての達 18達第1号 2006/1/26

6540
レギュラトリーサイ
エンス推進部

企画課
独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員等の競争的研究資金等の運営・管理に関する行動
規範 2017/3/1

6550
レギュラトリーサイ
エンス推進部

企画課
独立行政法人医薬品医療機器総合機構における競争的研究資金等不正使用防止計画

2017/3/1

文書・情報管理 7000 7010 総務部 総務課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構文書管理規程 16規程第13号 2004/4/1

7012 総務部 総務課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構文書管理規程の実施細則 19細則第10号 2007/6/26

7020 総務部 総務課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構文書決裁規程 16規程第14号 2004/04/01

7030 総務部 総務課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構公印取扱規程 16規程第15号 2004/04/01

7040 審査マネジメント部 情報公開課
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の電磁的記録たる法人文書の開示の方法及び情報公開
手数料を定める規程

16規程第16号 2004/4/1

7050 企画調整部 企画課 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 17規程第24号 2005/3/31



No 体系名 体系ID 例規ID 担当 課 例規名 例規番号 制定日

7060 企画調整部 審査企画課
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の電磁的記録たる保有個人情報の開示の方法及び保有
個人情報開示手数料を定める規程

17規程第25号 2005/3/31

7070 企画調整部 広報課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ運営要領 16要領第8号 2004/6/14

7090 情報化統括推進室 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 17規程第2号 2005/2/2

7100 情報化統括推進室 独立行政法人医薬品医療機器総合機構共用ＬＡＮシステム管理利用要領 17要領第3号 2005/2/2

7101 情報化統括推進室 独立行政法人医薬品医療機器総合機構セキュアメール管理利用規程 18規程第8号 2006/6/12

7102 情報化統括推進室
審査等業務における独立行政法人医薬品医療機器総合機構と申請企業等との間の電子メールの
利用に関する要領

18要領第13号 2006/6/22

7110 総務部 総務課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構入退室管理規程 17規程第7号 2005/2/16

7120
医療情報活用推進
室

独立行政法人医薬品医療機器総合機構レセプト情報等運用管理規程 24規程第34号 2012/11/20

会計 8000 8010 財務管理部 財務企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構会計規程 16規程第7号 2004/4/1

8020 財務管理部 財務企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構会計規程実施細則 16細則第1号 2004/4/1

8030 財務管理部 会計課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の余裕金の運用事務実施細則 16細則第2号 2004/4/1

8040 財務管理部 財務企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構拠出金等収納事務実施細則 16細則第3号 2004/4/1

8050 審査業務部 企画管理課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査等手数料収納事務実施細則 16細則第5号 2004/4/1

8060 審査マネジメント部 情報公開課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構情報公開等手数料収納事務実施細則 16細則第6号 2004/4/1

8070 財務管理部 契約課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構物品管理実施細則 16細則第7号 2004/4/1

8071 財務管理部 契約課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構調達等合理化検討委員会設置運営要領 27要領第19号 2017/6/24

8080 健康被害救済部 企画管理課 副作用救済勘定及び感染救済勘定の責任準備金の計算に関する規程 16規程第24号 2004/9/1

8090 財務管理部 財務企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構寄附金等受入規程 28規程第6号 2016/4/1

研修・図書 9000 9010 総務部 研修課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構研修規程 17規程第14号 2007/3/30

9020 総務部 研修課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構海外派遣研修実施細則 17細則第6号 2005/3/31

9030 総務部 研修課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構国内派遣研修実施細則 17細則第7号 2005/3/31

9040 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構図書等管理利用要領 17要領第8号 2005/3/31

9050 国際部 国際企画調整課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構研修生受入規程 22規程第8号 2010/7/1

9060 総務部 研修課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構アカデミア研修実施細則 28細則第4号 2016/3/29

研究 9500 9510
レギュラトリーサイ
エンス推進部

研究課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構レギュラトリーサイエンス研究規程 23規程第17号 2011/10/4

9520
レギュラトリーサイ
エンス推進部

研究課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構レギュラトリーサイエンス研究利益相反管理規程 23規程第18号 2011/10/4

9530
レギュラトリーサイ
エンス推進部

研究課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構レギュラトリーサイエンス研究規程実施細則 23細則第11号 2011/10/4

9540
レギュラトリーサイ
エンス推進部

推進課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構レギュラトリーサイエンス研究評価委員会設置運営要領 23要領第10号 2011/10/4

9550
レギュラトリーサイ
エンス推進部

研究課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構レギュラトリーサイエンス研究選定委員会設置運営要領 24要領第2号 2012/1/31

9560 企画調整部 企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構競争的研究資金等の取扱いに関する規程 25規程第11号 2012/6/21

9570
レギュラトリーサイ
エンス推進部

研究課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構倫理審査委員会作業部会設置運営要領 26要領第7号 2014/6/13

9580
レギュラトリーサイ
エンス推進部

- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構における倫理審査の取扱いに関する規程 26規程第12号 2014/6/13

9590
レギュラトリーサイ
エンス推進部

研究課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構レギュラトリーサイエンス推進会議設置運営要領 28要領第11号 2016/8/16

監査 10000 10010 監査室 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構監事監査規程 16規程第8号 2004/4/1

10020 監査室 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構内部監査規程 17規程第9号 2005/2/16

10030 監査室 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構業務適正化調査委員会設置規程 22規程第10号 2010/9/13

廃止規程等
11000 11010 研究振興部 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構研究開発振興業務関係業務方法書 2004/4/1

11020 研究振興部 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構希少疾病用医薬品等開発振興業務実施細則 16細則第11号 2004/4/1

11030 研究振興部 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構基礎的研究評価委員会設置運営要領 16要領第6号 2004/6/9

11040 研究振興部 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構実用化研究評価委員会設置運営要領 16要領第7号 2004/6/9

11050 研究振興部 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構成果管理委員の委嘱に関する要領 16要領第9号 2004/7/29

11060 総務部 総務課 派遣研究員就業規則 16規程第12号 2004/4/1



No 体系名 体系ID 例規ID 担当 課 例規名 例規番号 制定日

11070 研究振興部 - 研究振興業務に係る研究評価実施要領 16要領第10号 2004/7/9

11080 研究振興部 - 基礎的研究業務に係る研究評価実施要領 16要領第11号 2004/8/19

11090 企画調整部 企画課 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規程 17規程第1号 2005/2/2

11100 審査業務部 企画管理課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構治験推進地域ネットワーク事業助成業務実施要領 16要領第13号 2004/10/14

11110 審査業務部 企画管理課
独立行政法人医薬品医療機器総合機構治験推進地域ネットワーク事業採択・評価委員会運営要
領

16要領第14号 2004/10/14

11120 審査業務部 企画管理課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構ベンチャー企業支援相談収納事務実施細則 21細則第2号 2009/1/26

11130 信頼性保証部 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構医療機器ＧＬＰ評価委員会運営要領 17要領第33号 2005/11/18

11140 信頼性保証部 - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構医薬品ＧＬＰ評価委員会運営要領 22要領第4号 2010/4/1

11150 信頼性保証部 -
独立行政法人医薬品医療機器総合機構における医薬品及び医療機器GLP評価委員会設置運営
要領

26要領第6号 2014/4/21

11160 信頼性保証部 -
独立行政法人医薬品医療機器総合機構における医薬品及び医療機器GLP評価委員会の実施に
関する達

26達第4号 2014/4/21

11170
医療機器審査第一
部

- 新医療用具等承認審査実施要領 17要領第18号 2005/3/31

11180
医療機器審査第一
部

後発医療用具承認審査実施要領 17要領第19号 2005/3/31

11190
科学委員会事務本
部

- 科学委員会事務本部相談役の委嘱に関する達 26達第3号 2014/4/11

11200 レギュラトリーサイ
エンス推進部

推進課 顧問（科学委員会担当）の委嘱に関する達 27達第7号 2015/10/28

11210
医療情報活用推進
室

医療機器の不具合評価体制に関する検討会設置運営要領 19要領第2号 2007/2/13

11220
医療情報活用推進
室

独立行政法人医薬品医療機器総合機構電子診療情報等の安全対策への活用に関する検討会設
置運営要領 21要領第8号 2009/6/12

11230 安全第一部 ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ推進課くすり・医療機器相談ＱＡ検討会設置運営要領 18要領第14号 2006/10/4

11240 審査マネジメント部 審査企画課 独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査等業務進行管理委員会設置運営要領 17要領第2号 2005/1/20

11250
医療情報活用推進
室

独立行政法人医薬品医療機器総合機構トラッキング医療機器のデータ収集評価システム構築に
関する検討会設置運営要領
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例規集システム要件定義書 

 
平成３０年２月 

 
 
１．目的 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という。）における、関係法令、規程類

及びその他通知などをデータベース化し、Microsoft 社（以下「MS」という。）の Windows 版

Internet Explorer 8～11（以下「IE」という。）以上を使用して、データベース化された例規集

を閲覧、検索できるようにする。 
 

 
２．保存する例規 

データベースに保存する例規（以下「保存例規」という。）は下記の（１）から（６）までと

する。 
 
（１）基本法令等 

別紙「保存例規一覧表」に記載のある基本法令、中期目標・中期計画・年度計画及び業務

方法書をいう。 
 
（２）規程 

次の 2 つの区分において制定されたものを総称していう。  
ア 「規程」 機構の組織及び業務の方法、手続、運営等に関する基本事項について定めた

もの  
イ 「規則」 前号の「規程」と同等のもので、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第

89 条の規定により定める就業規則 
 

（３）細則 
業務方法書若しくは規程の定めを実施するために必要な事項又は業務方法書若しくは規程 

  に委任された事項を定めるものをいう。 
 
（４）要領 

具体的要件を処理するために取扱いの細則を定めるものをいう。 
 

（５）達 
機構の業務に関する通達等で、規程、細則若しくは要領の委任に基いて個別的事項を具体

別紙１ 
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的に定めるもの又は委任に基づかないが重要な具体的事項を定めるものであってこれに準ず

るものをいう。 
 

（６）旧法 
次の３つの法令（以下「旧法」という。）を収録する。但し、これらの法令は体系によるブ

ラウズには表示されず、また、検索対象にもならない。保存例規で参照されているリンクの

みから表示することが可能である。表示する場合、全文のみを表示し、引用条文のように左

フレームに章立てを表示しない。 
（ア）医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法 
（イ）医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令 
（ウ）医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行規則 

 
 
３．保存例規が参照する外部例規 

総務省が Web にて提供する法令データ提供システムに搭載された法令等（以下「外部参照例

規」という。）が保存例規の法文中で言及されている場合、当該箇所をリンク表示する。 
例）医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施に関する省令などが外部参照例規である。 
決定事項） 
・旧法はリンク先を持たない。 

 
 
４．保存例規の分類 

保存例規は、次の（１）から（８）までの項目で分類される。 
 
（１）体系 

（ア）基本法令 
（イ）中期目標・中期計画・年度計画 
（ウ）業務方法書・実施細則等（救済業務関係） 
（エ）業務方法書・実施細則等（審査等業務・安全対策業務） 
（オ）組織 
（カ）人事・給与 
（キ）リスク管理 
（ク）文書・情報管理 
（ケ）会計 
（コ）研修・図書 
（サ）研究 
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（シ）監査 
（ス）廃止規程等 
決定事項） 
・旧法は体系上に含まない。そのため、体系上からの参照および体系上への参照もできない。 
・現行の保存例規を廃止し、廃止規程（旧法）へと変更する場合は、新規に廃止規程として

例規 ID を払出し、廃止規程への登録を行う。 
 
（２）例規種別 
（ア）基本法令 
（イ）中期目標 
（ウ）中期計画 
（エ）年度計画 
（オ）業務方法書 
（カ）規程 
（キ）細則 
（ク）要領 
（ケ）達 

 
（３）担当部課 

例規毎に担当部、担当課を決定する。但し、担当部、担当課はブランクでもよい。ブラン

クの場合、検索時は担当部、担当課をそれぞれ指定しない時のみ対象となる。 
また、担当部、担当課はそれぞれ複数でもよい。複数の場合、検索時はどちらかに該当す

れば対象となる。 
 

（４）例規名 
 

（５）制定日 
 

（６）改正日 
留意事項） 
・改正日のない例規もある。 

 
（７）例規番号 

例規番号は「番号＋例規種別＋号」の組合せとし、番号と号は算用数字であり、種別は規

程、細則、要領、達、のいずれかである。 
留意事項） 
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・基本法令等は例規番号がないので、検索時、例規番号が指定されない時のみ検索対象と

なる。 
・なお、例規番号が無い場合は“－”で検索対象となる。 

 
（８）例規構造 

題名、前文・目次、本則、附則、別表、様式、別紙、参考（前文・目次と別紙は、HTML
形式での表現が容易な書式のみである。） 
決定事項） 
・本開発では、別添、別記は別紙として分類する。 

 
 
５．保存例規の版及び表示形式 
 
（１）基本法令等 

改修時点における直近の版を収録する。また、Web ページから入手できる HTML 書式で

収録する。HTML 化されていない PDF 等がリンクとして含まれている部分は、個別に対応

を協議する。 
 
（２）基本法令等以外の保存例規 

（ア）当初制定の法文 
PDF でのみ保存し、リンク表示とする。 

（イ）改正毎の原義文 
PDF でのみ保存し、リンク表示とする。 

（ウ）現行の法文 
別表は全て HTML 化する。但し、HTML 化が困難か不可能な場合、体裁を変えて HTML

化し、本来の体裁を PDF と MS-WORD 形式（MS-WORD 形式によりがたい場合は、

MS-EXCEL 形式とする。）で保存し、リンクにより表示可能とする。体裁を変える場合は、

事前に協議をする。体裁に変更がなければ、PDF、MS-WORD、MS-EXCEL 形式は保存

しない。 
様式は全て PDF と MS-WORD 形式（MS-WORD 形式によりがたい場合は、MS-EXCEL

形式とする。）で保存し、リンクにより表示可能とする。原本が MS-WORD または

MS-EXCEL 形式の場合は原本の形式で保存する。ただし、MS-EXCEL はセルの線が表示

されない形に加工する。原本がそれ以外の形式の場合、原則として MS-WORD 形式に変換

する。 
決定事項） 
・印刷モードは設けない。 

 4 



・HTML での表示では、インデントを正確に反映して、法文を表示する。 
６．画面レイアウト 
 
（１）ブラウズ 

 

 
（２）検索 

 

メニューバー 

目次 
（以下「目次フレームという。」 

条一覧 
（以下「条一覧フレームという。」 

検索条件 
（以下「検索条件フレームという。」 

メニューバー 

目次 
（以下「目次フレームという。」 

条一覧 
（以下「条一覧フレームという。」 

本文 
（以下「本文フレームという。」 
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（３）検索結果 

 

 
（４）引用条文 

 

 
 
 

タイトル 

条一覧 
（以下「引用例規条一覧フレームという。」 

本文 
（以下「引用例規本文フレームという。」 

メニューバー 

検索結果 
（以下「検索結果フレームという。」 

検索条件 
（以下「検索条件フレームという。」 
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（５）メモ登録 
 

メモ登録画面 

 
 
 
 
 
（６）メモ一覧(例規) 
 

ウィンドウ操作メニューフレーム 

メモ一覧フレーム 
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（７）メモ一覧(全体) 
 

メニューフレーム 

メモ一覧フレーム 

 
 
（８）旧法表示 
 

旧法表示 
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７．画面 
（１）初期画面 

ブラウズモードとする。 
（ア）メニューバー 

公開用：体系ツリー表示、検索 
内部用：体系ツリー表示、検索、メモ一覧 

（イ）目次フレーム 
体系別による例規名のツリー表示 

（ウ）条一覧フレーム 
ブランク表示 

（エ）本文フレーム 
インフォメーションを表示 

 
（２）全文表示画面 

（ア）メニューバー 
公開用：体系ツリー表示、検索 
内部用：体系ツリー表示、検索、メモ一覧 

（イ）目次フレーム 
体系別による例規名のツリー表示 

（ウ）条一覧フレーム 
目次フレームで選択された例規の条題のツリー表示 

（エ）本文フレーム 
公開用：目次フレームで選択された例規の全文表示 
内部用：「メモ」ボタン、「メモ一覧」ボタン、「印刷」ボタン、目次フレームで選択され

た例規の全文表示 
決定事項) 
・「印刷」ボタンは、本文フレームに表示された HTML について、本システムを参照し

ているパソコンに接続されたプリンタへ出力する機能とする。 
 
（３）逐条表示画面 

（ア）メニューバー 
公開用：体系ツリー表示、検索 
内部用：体系ツリー表示、検索、メモ一覧 

（イ）目次フレーム 
体系別による例規名のツリー表示 

（ウ）条一覧フレーム 
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選択された例規の条題のツリー表示 
（エ）本文フレーム 

公開用：条一覧フレームで選択された条文表示 
内部用：「メモ」ボタン、「印刷」ボタン、条一覧フレームで選択された条文表示 
決定事項) 
・「印刷」ボタンは、本文フレームに表示された HTML について、本システムを参照し

ているパソコンに接続されたプリンタへ出力する機能とする。 
 
（４）検索画面 

（ア）メニューバー 
公開用：体系ツリー表示、検索 
内部用：体系ツリー表示、検索、メモ一覧 

（イ）目次フレーム 
体系別による例規名のツリー表示 

（ウ）条一覧フレーム 
選択された例規の条題のツリー表示 

（エ）検索条件フレーム 
検索フォーム表示 

 
（５）検索結果画面 

（ア）メニューバー 
公開用：体系ツリー表示、検索 
内部用：体系ツリー表示、検索、メモ一覧 

（イ）検索結果フレーム 
検索条件に合致した例記名とキーワードを含む例規名と条題のツリー表示 

（ウ）検索条件フレーム 
検索フォーム表示 

 
（６）引用条文画面 

（ア）タイトル 
引用条文の例記名＋制定日＋法律番号 

（イ）引用例規条一覧フレーム 
引用例規の条題のツリー表示 

（ウ）引用例規本文フレーム 
引用例規の全文表示 
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（７）メモ登録 

別ウィンドウを開き、メモ入力フォームを表示する。 
留意事項） 
・本機能は内部用でのみ実装する。 

 
（８）メモ一覧（例規） 

別ウィンドウを開き、該当する例規のメモ一覧を表示する。本画面上でメモの編集および

削除も行うことができる。 
留意事項） 
・本機能は内部用でのみ実装する。 

 
（９）メモ一覧（全体） 

別ウィンドウを開き、全例規のメモ一覧を表示する。本画面上でメモの編集および削除も

行うことができる。 
留意事項） 
・本機能は内部用でのみ実装する。 

 
（10）旧法表示 

別ウィンドウを開き、旧法を表示する。 
留意事項） 
・旧法は静的に作成された 1 枚の HTML とする。 
決定事項） 
・目次フレームで表示する最小のレベルは、例規名である。 
・目次フレームで表示する例規名では、原則として例記名の「独立行政法人医薬品医療機

器総合機構」を除いた略称を表示する。 
・保存例規が言及されている場合、常にリンク表示する。 
・保存例規の場合、前文・目次、本則条文、附則条文、別表、様式、別紙単位でリンク表

示する。 
・改正履歴は、個別に条一覧フレームに表示しない。 
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８．検索 
 
（１）検索フォーム 

（ア）上部 
検索結果の表示方法を選択できる。 
・体系または公布日による昇順、降順 
・表示件数 

（イ）中央部 
検索条件フォーム 

（ウ）下部 
検索実行、クリアボタンを配置し、検索実行で検索を実行し、クリアで検索条件を全て

クリアする。 
 
（２）検索条件フォーム 

体系、例規種別、担当部、担当課、例規名、制定日、改正日、例規番号、例規構造、キー

ワードを検索条件に指定できる。 
 
（３）検索結果表示 

検索条件に合致する保存例規名と該当条文のリンクが検索結果フレームにリスト表示され

る。表示方法は、上部で指定された方法に従う。 
 

（４）検索結果リンクへのジャンプ 
検索結果フレームに表示されたリンクがクリックされれば、新規の引用条文ウィンドウを

開き、当該例規をそこに表示する。 
条がクリックされた場合、その条が引用例規本文フレームのトップに表示される。AND ま

たは OR でヒットしたキーワードは、強調表示する。 
決定事項） 
・キーワード以外の検索条件が複数指定された場合、AND 条件とする。 
・複数のキーワード検索が指定された場合、キーワードの AND 検索、キーワードの OR
検索を指定できる。 

・キーワードの NOT 検索は実装しない。 
・キーワード及びそれ以外の検索条件が指定された場合、キーワード以外の検索条件に合

致し、且つ、キーワード検索条件に合致する例規が検索結果となる。 
・現行の法文のみが全文検索の対象である。 
・当初制定法文、原義文は全文検索の対象外である。但し、当初制定法文に改正がなけれ

ば、全文検索の対象である。 
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・別表は全て HTML 化するので、全文検索の対象とする。 
・様式は HTML 形式ではないので、全文検索の対象外とする。 
・体系、例規種別、担当部、担当課、制定日、改正日、例規番号は例規構造の選択はプル

ダウンメニュー形式とする。 
・担当部は例規集の担当部を指定する他、「指定しない」を選択できる。「指定しない」を

選択することにより、全ての担当部が対象となる。 
・担当部が指定された場合、その担当部に属する課が担当課のプルダウンメニューの選択

項目となる。そして、「指定しない」も選択可能となる。「指定しない」を選択すること

により、指定された担当部に属する全ての担当課が対象となる。 
・例規名は文字入力形式とし、部分一致とする。 
・例規番号は、十の位、一の位のプルダウンメニュー、例規種別のプルダウンメニュー、

号を入力するテキストボックスで指定する。 
・キーワードは NAMAZU を使用して検索する。 
・キーワードを入力しないで検索した場合、検索結果は例記名のみとなる。 
・キーワードを入力した場合、キーワードを含んだ条文単位で検索結果を表示する。 
・キーワードを入力できる入力欄を３つ設ける。 
・１つの入力欄には複数のキーワードを空白で区切って入力でき、１つの入力欄の複数の

キーワードは OR 条件とする。 
・３つの入力欄は AND 条件とする。 
・個別の条文毎に、入力されたキーワード条件に合致するかどうか判断する。 
・旧法は検索の対象としない。 

 
 
９．リンク表示 

法文を表示する際、保存例規と外部参照例規が言及されている箇所はリンク表示する。 
（１）保存例規名のみ 

目次フレームの例規名リンクがクリックされれば、条一覧フレームにその例規の条題を表

示し、本文フレームに全文を表示する。 
本文フレーム、検索結果、引用例規本文フレームの例規名リンクがクリックされれば、新

規の引用条文ウィンドウを開き、当該例規をそこに表示する。 
決定事項） 
・旧法は静的な HTML とする。 

 
（２）保存例規名と条番号（附則、別表、様式、別紙もある。）のセット 

条一覧フレームの条番号のリンクがクリックされれば、本文フレームのトップに当該条文

を表示する。 
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本文フレーム、検索結果、引用例規本文フレームの例規名＋条番号リンクがクリックされ

れば、新規の引用条文ウィンドウを開き、当該条番号の条文（または別表）をその引用例規

本文フレームのトップに表示する。 
決定事項） 
・旧法へのリンクは、条へのリンクはない。 

 
（３）外部参照例規名 

当該外部参照例規を検索できる所掌行政機関の玄関 Web ページ（ポータルサイト）を別ウ

ィンドウに表示する。リンクをクリックすることにより、当該外部参照例規を表示する必要

はない。 
Web サイト：http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 

 
（４）PDF、MS-WORD、MS-EXCEL 

PDF、MS-WORD または MS-EXCEL がリンク先であれば、リンクをクリックすることに

より、当該 PDF、MS-WORD または MS-EXCEL ファイルのダウンロードが開始される。 
決定事項） 
・独立行政法人通則法はリンク先を持たない。 
・医薬品医療機器法はリンク先を持たない。 
・旧法はリンク先を持たない。 

 
 
10．メモ 
 
（１）メモの入力 

保存例規単位でメモを入力できることする。本文フレーム内に設置された「メモ」ボタン

をクリックすると、メモ入力用のポップアップウィンドウが起動する。入力時にはメモ単位

に「削除パスワード」を設定し、各メモに付随する「削除パスワード」および「管理者パス

ワード」でのみ削除を可能とする。 
 
（２）パスワードのコード形態 

パスワードは以下の形態とする。 
管理者    ： 8 桁の半角数字 
担当者の削除パスワード：4～8 桁の半角英数字 

 
（３）メモ一覧 

（ア）メモ一覧（例規） 
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該当例規に付随するメモの一覧を表示する。一覧の表示項目は以下の通り。各メモは、

一覧上で編集・削除することができる。 
（イ）メモ一覧（全体） 

全ての例規を対象としたメモの一覧を表示する。 
各メモは、一覧上で編集・削除することができる。 
留意事項） 
・全文検索の対象外とする。 

 
 
11．ヘルプ機能 

納品物件である操作マニュアルを PDF 化し、ダウンロードできるようにし、PDF には目次

を付ける。 
 
 
12．データベース更新 

法令等の追加、改正、廃止などにより、データベースに登録した内容を変更する必要が発生

した場合、別途作業にてデータベースを更新する。 
 
 
13．例規集（冊子） 

現行版のみを収録する。 
 
 
 

以上 
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SW

サーバルーム サーバルーム

例規集DBシステム 全体構成図別紙２

＜仮想化サーバ（現行システム）＞

【ハード】
・ NEC Express5800
・ Xeon ES-2697v2 2.70GHz

【ホストOS】
・Vmware ESX 5.5

【ゲストOS】
・WindowsServer 2012 R2 Standard

※現行の仮想化サーバは平成30年度中に別のHWに移行する予定。

＜役職員端末＞

【ハード】
・インテル(R) Core(TM) i3-4100M
・メモリ 4GB
・HDD 100GB

【ソフト】
・ Windows 7 Enterprise 64bit
・ Internet Explorer 10
・ MS Office Pro Plus 2013 32bit

【データベース】
・SQL Server2014

【検索システム】
・Namazu

【Webサーバ】
・IIS

内部サイト：PMDA共用LAN限定
外部サイト：インターネット向け

【例規集DBアプリ開発ツール等】
・C#5.0（Visual Studio 2012)
・Microsoft .NET Framework 4.5.2

Fire Wall

The Internet
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