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１ 調達案件の概要に関する事項 

（１） 調達件名 

審査系システムに係る申請・届出等オンライン化対応開発業務 

 

（２） 用語の定義 

表 １.１ 用語の定義 

用語 概要 

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 

(医薬品医療機器等法、 

薬機法) 

本書では、「薬機法」という。平成26年11月25日に施行された、医

薬品、医療機器等の安全かつ迅速な提供の確保を図るため、添付文

書の届出義務の創設、医療機器の登録認証機関による認証範囲の拡

大、再生医療等製品の条件及び期限付承認制度の創設等の所要の措

置を講ずるための法律。 

医薬品・医療機器 

申請・審査システム 

(Pegasus) 

薬機法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、独立行政法人 医

薬品医療機器総合機構(以下、「PMDA」という。)における、基幹業

務処理システム。(以下、「Pegasus」という。) 

申請電子データシステム 

(Gateway) 

新医薬品製造販売許可を申請する企業が、インターネットを介し

て、申請日の予告と「承認申請書」「eCTD」「申請電子データ」等

を電子的に提出することができるシステム(以下、「Gateway」とい

う。)。また、PMDA内部における提出データの保管、統計解析処理等

の機能を備えている。PMDAが運用・管理している。 

医療機器 WEB申請プラット

ホーム(DWAP) 

薬機法等の定めにより、総合機構が提出先となっている医療機器に

関する申請・届出・進捗確認をインターネットを介して行うことが

できるシステム(以下、「DWAP」という。)。PMDAが運用・管理して

いる。 

フレキシブルディスク 

申請ソフトウェア 

（FD申請ソフト） 

申請者が、申請書等を作成するために自己のPCにインストールし、

使用するソフトウェア（以下、「FD申請ソフト」という。）で、厚

生労働省が運用・管理している。 

厚生労働省の運営するFD 申請のための専用ウェブサイト

（http://www.fdshinsei.go.jp)（以下「FD 申請ウェブサイト」と

いう。）から広く申請者に配布されている。 

申請書・届書・願書 

（申請等） 

申請者が旧薬事法または、薬機法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
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用語 概要 

いう）。旧薬事法、旧薬事法施行令、旧薬事法施行規則、薬機法、

薬機法施行令、薬機法施行規則、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。 

医薬品等製造販売許可申請

オンライン化対応（以下、

オンライン化対応） 

本調達内で実施する、申請電子データシステム等におけるオンライ

ンにて受付処理等を行うための改修のことを指す。 

 

（３） 調達の背景 

医薬品・医療機器に係る各種申請・届出は、申請者および届出者が PMDA や都道府県等

の窓口に紙媒体の申請書または届出書を持参もしくは郵送することで成されるが、現在政

府が進める「デジタル・ガバメント実行計画」に則り、紙媒体の提出を不要とするオンラ

イン届出を令和３年４月、オンライン申請を令和４年４月から開始することを予定してい

る。 

オンライン申請は、すでに医療用医薬品の製造販売承認申請用に運用している Gateway

と Pegasus を改修することで実現する。あらゆる医薬品・医療機器の申請および届出を、

申請者が窓口へ出向くことなく、電子形式の申請書または届出書を Gateway に電子的に提

出することで成せるよう利便性の向上を図る。また、申請書・届出書以外の各種添付書

類・証明書類も提出できるようにする。 

申請・届出のオンライン化には、Pegasus・Gateway 等の機構で管理するシステムに対

して機能追加等改修が必要である。 

本調達は、上記申請・届出オンライン化に対応すべく、PMDA で運用・管理するシステ

ムを改修するため、実施するものである。 

 

（４） 目的及び期待する効果 

申請・届出のオンライン化にも対応することで、申請者の利便性向上を図る。なお、目的

及び期待する効果については、「別添１ 申請・届出オンライン化導入の範囲・目的等」も

合わせて参照のこと。 

 

（５） 業務・情報システムの概要 

改修対象となるシステムは、医薬品医療機器申請審査システム(Pegasus)および申請電子

データシステム(Gateway)である。 
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Gateway は、企業が申請に伴い提出する各種電子書類をオンライン提出できる機能を提

供する。現在は、新医療用医薬品の製造販売を行う企業が新規の製造販売申請または一変申

請を行う時にのみ利用が許可されているが、今後利用できる企業や取り扱う申請・届出の種

類を拡大する予定である。企業ユーザは、電子書類のアップロードだけでなく、電子書類に

対するバリデーションの結果の確認、審査中の照会事項の確認、回答の登録等がオンライン

で実施できる。 

Pegasus は、申請・届出の受付から審査・調査を経て承認・施行に至るまでの一連の業務

に関する機能の提供および申請・届出品目の管理等を行う基幹システムである。行政当局の

職員がユーザであり、総合機構職員だけでなく、都道府県の受付・審査・調査担当者や厚生

労働省職員も使用する。様々な業務に対して、多岐にわたる機能を提供している。 

Gateway と Pegasus の機能等詳細については、「別添１ 申請・届出オンライン化導入の

範囲・目的等」「別紙 1 PMDA システム概要一覧」を参照すること。また、「１２－

（３）事業者が閲覧できる資料一覧」の通り、当該システムの設計書の閲覧も可能である。 

 

（６） 契約期間 

契約締結日から令和 4 年（2022年） 3 月 31 日まで 
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（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図 １.１に示す。本業務に影響を及ぼす可能性の

ある別調達予定のシステム開発案件についても示している。なお、マイルストンを含めスケ

ジュールはあくまで想定のものであり、詳細な実施スケジュールは受注者が検討し、PMDAと

合意を得ること。 

 

図 １.１ 想定スケジュール概要 

 

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 

関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は次の表２．１の通りである。 

なお、本調達と表２．１に示す調達案件間に入札制限はない。 

 

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 

項番 調達案件名 調達の方式 実施時期 事業者名 補足 

1 審査系システム  

リプレイス業務

調達一式 

総合評価落札

方式 

平成 31年 4

月～令和 7

年 3月 

日本ユニ

シス株式

会社 

既存システムのインフラリプレ

イスと共にアプリケーションの

マイグレーションも実施。本業

務における改修は、マイグレー

ション後のアプリケーションに

対して実施する。 

※令和 2年 4月以降は、リプレイス

後の HW/SWの保守契約のみ。 
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項番 調達案件名 調達の方式 実施時期 事業者名 補足 

2 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 31年 4

月～令和 2

年 3月 

日本ユニ

シス株式

会社 

Pegasus 等審査システムの運用

保守として、アプリケーション

改修を実施する。 

 

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 医薬品・医療機器 申

請・審査システムに係

る薬機法等制度改正対

応 

未定 令和元年度 

令和 2 年度 

申請様式の追加・変更が行われ、そ

れに基づき、Pegasus 等審査シス

テムへの改修を行う可能性があり、

本調達に影響を与えることが想定さ

れる。 

2 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 

未定 令和 2 年度、 

令和 3 年度 

Pegasus 等審査システムの運用保

守として、アプリケーション改修を

実施する。また、各システムのドキ

ュメント類・アプリケーションコー

ド等を管理する。 
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３ 作業の実施内容に関する事項 

（１） 作業の範囲 

 本業務は、「届出・申請のオンライン化」の各要件を PMDAで運用している既存 ITシステ

ムを用いて実現するため、設計、開発、試験、導入の各作業を実施する。なお、システム全

般における改修範囲とその要旨については、「別添１ 申請・届出オンライン化導入の範

囲・目的等」を参照のこと。 

 

（２） 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、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。 

 

イ 設計 

イ－1 受注者は、「別紙 2 システム開発要件」を満たすための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。なお、基本設計、詳

細設計については、既存の設計書様式に従って設計等を行うこと。既存の設

計書については、資料閲覧等で確認すること。非機能要件については現状維

持とする。既存システムの現在の非機能要件については別途提示する。 

イ－2 機能要件については、現時点において想定する要件を記したものであり、最

終的には契約開始後に改めて要件の確認を行い、要件を確定すること。受付

に至るまでの業務において追加で必要な制御等が発生し、画面や機能の追

加、項目の追加等が想定される。なお、設計工程や開発中においても、一定

の範囲内で施行規則や通知等により機能要件が変更される可能性がある。 

 

ウ 開発・テスト 

ウ－1 受注者は、改修に当たり、あらかじめ定める標準コーディング規約に沿っ

て、改修を行うこと。 

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。 
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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 並行する他開発・改修案件の考慮 

エ－1 受注者は、本業務と同時期に並行して行われる運用支援業務内で行う保守改

修および下記の開発・改修業務の開発内容を把握し、デグレードが発生しな

いよう対応すること。なお、「審査系システムリプレイス業務調達一式」に

おいて、令和 2 年 2 月末まではテスト等によりプログラム改修が見込まれ、

さらに、「医薬品・医療機器申請・審査システムに係る薬機法等制度改正対

応」も本調達期間内に並行して改修を行う可能性があるため、本調達におい

て設計書やプログラム等の貸出や最新版の管理等を行うこと。 

また、本調達と並行する別案件が自身のリリースを行うためのマージ作業

は本調達範囲外ではあるが、本調達のリリースに際し、並行する上記案件で

すでに改修された設計書、プログラム等については本調達においてマージ作

業およびテストを行うこと。 

また、マージ後の設計書やプログラムを確認した結果、本調達に係る機能

に影響がある場合やテスト方針等については、PMDA に影響内容や対応案等

を提示し、PMDA の指示に従い対応すること。 

 

オ 受入試験実施支援 

オ－1 受注者は、PMDAが実施する受入試験について、シナリオやテストデータの作

成について、支援を行うこと。 

オ－2 受注者は、PMDAが受入試験を十分に行えるよう、全体スケジュールを計画す

ること。 

オ－3 受注者は、PMDAが実施する受入試験で課題や問題が発見された場合、速やか

に解決に向けた作業を実施すること。 

オ－4 受入試験では、システムアプリケーションの動作確認だけでなく、操作マニ

ュアルの正当性も確認する。 
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カ 導入 

カ－1 受注者は、導入スケジュール（日程計画、イベントスケジュール、役割分担

等）、初期投入データの投入計画、投入データの定義、導入時体制、導入検

証基準、リスク発生時の回避対策及びクリア基準等を記載した導入計画書を

作成し、PMDAの承認を受けること。 

カ－2 受注者は、開発したシステムアプリケーションの導入作業手順を作成し、

PMDAの確認を受けること。導入作業手順書は、本業務終了後に受注者以外が

導入作業を行う場合でも使用できるように工夫して作成すること。 

カ－3 導入作業は、あらかじめ日程を PMDAと決定し、作業すること。 

カ－4 総合機構が別に契約している運用・支援事業者は当該導入作業の立会等を担

当しない。導入時立ち会いが必要な場合は運用・支援事業者にその旨申し出

を行い必要な調整を実施すること。 

 

キ 引継ぎ 

キ－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、総合機

構及び運用・支援事業者に対して確実な引継ぎを行うこと。 

キ－2 引き継ぎに際し、作業経緯、残存課題等に関して総合機構及び運用・支援事

業者から情報提供及び質疑応答等があった場合には速やかに対応すること。

それらにかかる費用は本調達に含まれる。 

 

② 教育 

ア 準備 

ア－1 受注者は、システム利用者向けのマニュアル作成について、マニュアルの種

類、スケジュール等の実施計画を策定し、PMDAの承認を受けること。 

イ システム操作マニュアル 

イ－1 受注者は、本業務で開発するシステムアプリケーションおよびツール類につ

いて、利用者向けおよび管理者向けの既存操作マニュアルに追記・修正の実

施、または必要に応じて新規で操作マニュアルを作成し、総合テスト等で記

載内容の有効性を確認した上で、PMDAの承認を受けること。特に、申請企業

等の外部ユーザが使用するマニュアル類については既存の申請電子データシ

ステムのマニュアルを参考に、基本的にはマニュアルのみでシステム利用が

可能なようなマニュアルを作成すること。 
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③ 納品及び検収 

ア 計画 

ア－1 受注者は、納品物の媒体、構成、部数、納品日等を定義し、事前に PMDA の

承認を得ること。納品計画にあたっては、以下に留意すること。検収には最

短で 10 営業日を設けることとし、検収対象となる納品物は下記日付までに

PMDAに提出すること。納品物の品質に起因して検収不可となった場合は、受

注者の負担によって対応すること。 

※納品期日 

  中間報告書：令和 2 年 3 月 13 日 

中間納品：令和 3 年 3 月 12 日 

最終納品：令和 4 年 3 月 14 日 

イ 納品 

イ－1 受注者は、承認された計画に従って納品物を PMDA に提出する。納品にあた

っては、納品物一覧を添付すること。納品物の取扱いについては、本書項７

を参照すること。 

ウ 検収 

ウ－1 PMDA は、提出された納品物の数量、品質、内容等について、事前に合意し

たものと相違ないことを確認し、問題なければ受領する。納品物の取扱いに

ついては、本書項７を参照すること。 
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④ 管理 

ア プロジェクト管理 

ア－1 プロジェクト実施計画書にて合意した管理要領に基づき、本業務が遅滞なく

進捗するよう管理すること。管理にあたっては、以下に留意すること。 

· プロジェクトの状況を正しく把握し、計画工数内で所定の期日までに納入

成果物を作成することを目的として、実施計画書に記載した管理手法に基

づき、EVM・WBS等による予実管理を実施すること。 

· 受注者側のプロジェクト・マネージャ（以下、「PM」という。）は、本業

務におけるあらゆるタスクのあらゆるリスクについて、その発現を未然に

防ぐための措置を施すとともに、発現時の対応方針を事前に検討しておく

こと。発現の蓋然性が高く、また発現がプロジェクトの方針の大幅な変更

を要すると考えられるリスクについては、発現時の対応方針案について事

前に PMDA と相談する等して、発現時のインパクトを最小限に留めるよう

工夫すること。 

· 万が一、リスクが発現した場合は、可及的速やかに対応し被害を最小化す

るとともに、速やかに進捗を正常化するための措置を施すこと。 

· プロジェクト体制の中に複数のサブチームを設ける場合、サブチーム間で

必要な情報共有を適切に行うこと。 

ア－2 週次進捗報告 

· 受注者は、週次で本業務の進捗を原則、対面で報告すること。ただし進捗

状況により PMDAが書面または電子メール等での報告のみで良とした場合

は、この限りではない。 

· 週次進捗報告では、PMDA と事前に合意した進捗状況報告様式を用いて報

告すること。当該様式については進捗とともに改善することは差し支えな

いが、いずれの場合も事前に PMDA の承認を得ること。書面または電子メ

ール等による報告のみとした際の様式については、効率性を重視して簡略

化することは差し支えないが、事前に PMDA の了承を得ること。 

· 週次進捗報告では、ガントチャート上のイナズマ線を用いて各タスクの進

捗状況を可視化した資料を提示すること。 

· 週次進捗報告においては、PM が各タスクの進捗を把握した上で、PMDAに

対して報告すること。 
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⑤ その他 

ア 文書レビュー 

ア－1 本業務において受注者が作成し PMDA がレビューするあらゆる文書につい

て、以下に留意すること。 

・内容が定まったものから五月雨式にレビューすることは差し支えない。

ただし、PMDA担当者が整合性を確認できないほど過度に分割することは認

められないため、レビュー単位について事前に PMDAと合意すること。 

・レビュー結果及びその対応方針について、コミュニケーションの経緯が 

1つの資料上で追跡できるよう工夫すること。 

・2 周目以降のレビューにあたっては、修正箇所が一見で認識できるよう工

夫すること。 

・PMDA レビューにあたり、以下のいずれかの状況にある場合は、レビュー

を中止し、差し戻すことがある。 

● 対象の文書上に誤字、脱字、文法上の誤り、不適切なコピー＆ペー

スト、事前に合意した執筆ルールからの逸脱等により、文書内容の意

味が不明または変化し、レビュー不可と PMDA担当者が判断する場

合。 

● 運用支援工程受注者に引き継がれるべき文書について、その内容を

正しく理解するために文書作成者による補足説明が不可欠であると

PMDA担当者が判断する場合。 

・差し戻しにより発生するコスト（本調達における範囲に限る）は全て受

注者が負担すること。また、同文書（表 3.1 に示す「納入成果物」の単

位）について差し戻しが 2 回連続した場合は、直ちに品質改善策を施行す

ること。 

イ 議事録作成 

イ－1 本業務におけるあらゆる会議体について、受注者が議事録を作成すること。 

イ－2 作成した議事録を PMDAが確認・承認する時期や方法について、事前に PMDA

と合意すること。 

ウ 現行の審査系システムや業務、関連情報の理解 

ウ－1 受注者は、以下のシステムの設計書等を精読し、既存システムの仕様を理解

する。 

● 医薬品・医療機器 申請・審査支援システム（Pegasus） 

● 申請電子データシステム（Gateway） 
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（３） システム資産簿登録に係る作業 

 受注者は、本業務において新たに利用するハードウェア・ソフトウェア・外部サービ

ス等がある場合、PMDA が指定する以下のシステム管理簿登録用シートを、運用実施要領

において定める時期に提出すること。 

（ア） ソフトウェアライセンスに関する情報 

（ソフトウェア名称、バージョン、期限、ライセンス番号、数量 等） 

（イ） 外部サービス利用に関する情報 

（サービス名称、契約形態、契約期間、サポート内容 等） 

（ウ） ハードウェア資産に関する情報 

（機器名、設置場所、メーカ保守期限、用途 等） 

（エ） その他 PMDAが指定する項目 

 

（４） 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(予定) 
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、体制表、 

作業分担、WBS、スケジュール、 

文書管理要領、セキュリティ管理要

領、リスク管理要領、品質管理要領、

変更管理要領） 

契約締結日から 

2週間以内 

 

2 設計・開発 ・要件確認書 

・基本設計書 

・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 

(中間) 

令和 3年 3月 12日 

(最終) 

令和 4年 3月 14日 

 

3 テスト 

(※1) 
・テスト実施計画書 

・テスト仕様書 

・テスト結果報告書 

・テスト結果エビデンス 

・テストデータ 

・テストツール(※2) 

(中間) 

令和 3年 3月 12日 

(最終) 

令和 4年 3月 14日 

※1 単体・結合・総合

各テストを想定 

 

 

 

※2 テストに使用し

た場合のみ 

4 導入 ・導入計画書 

・導入手順書 

(中間) 

令和 3年 3月 12日 

(最終) 
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項番 工程 納入成果物 (注 1) 納入期日(予定) 
納品に関する 

注意事項 
・導入作業結果報告書 

・開発環境(仮想 PC形式) 

・ソフトウェア製品 

・ソースコード 

・実行プログラム 

令和 4年 3月 14日 

5 教育 ・教育計画書 

・操作マニュアル(システム管理者) 

・操作マニュアル(PMDA職員向け)(※3) 

・操作マニュアル(厚労省職員向け) 

・操作マニュアル(都道府県職員向け) 

(※4) 

(中間) 

令和 3年 3月 12日 

(最終) 

令和 4年 3月 14日 

※3 一般ユーザ用マ

ニュアルは、権限等

に応じ、複数のサブ

セット版を作成する 

※4 届出・申請それ

ぞれのリリースに合

わせてマニュアルを

納入すること。 

6 運用保守 ・運用手順書 

・保守手順書 

・残課題/運用保守引継事項一覧 

・ソフトウェア保守契約一覧(※5) 

(中間) 

令和 3年 3月 12日 

(最終) 

令和 4年 3月 14日 

※5 開発で使用する

ソフトウェアの内、

有償ライセンスおよ

び有償サポート契約

が必要なものがある

場合のみ（電子証明

書も含まれる） 

7 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 

・瑕疵担保責任対応に係る保有情報の

一覧 

・中間報告書（令和元年度末に提出） 

(中間) 

令和 3年 3月 12日 

(最終) 

令和 4年 3月 14日 

 

 

注 1 納入成果物の作成には、SLCP-JCF2013（共通フレーム 2013）を参考すること。 

 

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納品すること。最終の納品期日は、令和 4

年 3月 14日とする。令和 3年 3月 12日までに中間納品を行うこと。また、中間報告書を令

和 2年 3月 13日までに納品すること。なお、納入成果物については、以下の条件を満たす

こと。 

 

ア 成果物は、すべて日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記

されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。  

イ 受注者は、指定のドキュメントを外部電磁的記録媒体（CD-R, DVD-R, BD-R等)に格

納し、2部納品すること。なお、紙媒体の納品は不要とする。 

ウ 外部電磁的記録媒体に保存する形式は Microsoft Office2013で読み込み可能な形式

及び PDF形式とすること。ただし、PMDA が他の形式による提出を求めた場合は、
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これに応じること。なお、受注者側で他の形式を用いて提出したいファイルがある

場合は、協議に応じるものとする。  

エ システムの構築にあたり、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。また、成

果物の作成に当たって、CAD等の上記以外の特別なツールを使用する場合は、PMDA

の承認を得ること。 

オ 詳細設計書及び各種文書については、表３.１ に記載する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。 

カ 本業務で使用した開発ツール、電子証明書（検証環境、本番環境）等のライセンス

及びメディア等を本業務開始翌年度から 5 年間分、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 本調達の納入実行ファイルを作成した開発環境（開発ツール及び実行ファイル作成

に用いたプログラム等で構成された環境一式を示す。）を、バージョン 6.7以上の

VMware ESX Server上で実行可能な仮想 PCとして納入すること。なお、本仮想 PCで

使用する OS やミドルウェア、ツール類、開発環境を実行するための VMWare 

Workstation Pro for Windowsのライセンス費用（5ライセンス）は、本調達に含め

るものとする。 

ケ 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、以下で定める業務要件を満たすこと。 

   ・別紙 2_システム開発要件 

   ・別紙 3_申請・届出オンライン化概要 

   ・別紙 4_オンライン化対象予定様式一覧 

 

ただし、上記要件は現時点での想定であり、本業務開始後の設計工程において、改めて業務

要件を確認すること。また、要件確認後に省令改正等が行われ業務要件が変更される可能性

があるが、その場合も業務要件の変更に対応して、設計以降の工程を行うこと。 
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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次の図のとおりで

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。 

 

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  受注者の PM 及び PM 補佐のうち少なくとも 1 名は、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  情報セキュリティ対策の管理体制に少なくとも 1名は、情報処理の促進に関する法

律（昭和 45 年 5 月 22 日法律第 90 号）に基づく情報処理安全確保支援士の登録を

受けている者又は同等の資格を有する者であることが望ましい。 

 

（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。 
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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。 

② PMDAが管理するエリアからの情報の持ち出しは許可しない。持ち出しが必要な場合は

事前に PMDAに対し、持ち出し目的、対象情報の範囲、情報利用端末、情報の利用者等に

関し申請を行うこと。受注者は、PMDAが必要と認められる情報のマスキングを施したの

ち、エリア外に情報を持ち出すこと。また、持ち出した情報を台帳等により管理するこ

と。さらに受注者は、持ち出した情報は使用後に確実に消去し、そのエビデンスを提出

すること。 

 

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 本業務の PM は、本業務において PM 業務以外を担当しないこと。 

⑦ 本業務の PM は 1 名とする。補佐を配置することは差し支えないが、PM は本業務に 

おいて、その提案・計画・遂行・管理の実施責任ならびに計画された成果物及びその 

品質・予算・納期の責任を負うとともにこれらに対する意志決定権を有すること。 

⑧ 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。 
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⑨ 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。 

⑩ 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。 

⑪ 本業務作業の業務効率化に資する分析・設計ツール等を使用する場合は、事前に 

PMDA による許可を得ることとし、また本業務終了後 5 年間に渡り、PMDA 及び 

PMDA が契約する業者等による無償利用、またセキュリティパッチ等の修正モジュールの

提供を保障すること。 

 

（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 「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。 

⑤ 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、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機

関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連法規及び労働関係法令を遵守するこ

と。  

② 受注者は、次の文書に記載された事項を遵守すること。遵守すべき文書が変更された

場合は変更後の文書を遵守すること。  

ア 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  

イ 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 

ウ 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  

エ 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一規範（最新版）  
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オ 政府機関等の情報セキュリティ対策の運用等に関する指針（最新版）  

カ 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（最新版）  

キ 行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン 

なお、「PMDA情報セキュリティポリシー」は非公開であるが、「政府機関等の情報セ

キュリティ対策のための統一基準（最新版）」に準拠しているので、必要に応じ参照す

ること。「PMDA 情報セキュリティポリシー」の開示は、入札説明会に参加した事業者の

うち、事業者が PMDAに「秘密保持等に関する誓約書」を提出した際に開示する。  

③ 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 

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。その場合、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
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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、「項 3（4）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。 
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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。 

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、即時に提出されない場合、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。 

● 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  

● 各工程の調達仕様書の作成に直接関与した事業者等  

● 設計・開発等の工程管理支援業者等 

● 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。） 

● ①～③と同一の親会社を持つ事業者 

● 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 情報セキュリティ管理 

（１） 情報セキュリティ対策の実施 

受注者は、以下を含む情報セキュリティ対策を実施すること。また、その実施内容及び

管理体制についてまとめた情報セキュリティ管理計画書を実施計画書に添付して提出する

こと。   

ア PMDAから提供する情報の目的外利用を禁止すること。  

イ 本業務の実施に当たり、受注者又はその従業員、本調達の役務内容の一部を再委託

する先、若しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制が

整備されていること。  
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ウ 受注者の資本関係の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性（情報

セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績に関する情報提供を行うこと。具体的

な情報提供内容については PMDAと協議の上、決定するものとする。  

エ 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。  

オ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、PMDAへ報告する

こと。  

カ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、PMDA

の承認を受けた上で実施すること。  

キ PMDAが求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。  

ク 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に

対して情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理計画書に記

載された措置の実施を担保すること。  

ケ PMDAから要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領及び管理

方法にて行うこと。  

コ PMDAから受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消

し、書面にて報告すること。  

サ 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を

認知した場合は、速やかに PMDAに報告すること。 

 

（２） 情報セキュリティ監査の実施 

ア 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

ィ監査等を行う（PMDAが選定した事業者による監査を含む。）場合がある。受注

者は、あらかじめ情報セキュリティ監査等を受け入れる部門、場所、時期、条件

等を「実施計画書」に付記し提示すること。 

イ 受注者は、自ら実施した外部監査について PMDAが報告を求めた場合には、PMDAへ

監査結果を報告すること。 

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。 

エ 本調達に関する監査等が実施される場合、受注者は、技術支援及び情報提供を行

うこと。 

オ 受注者は、指摘や進捗等把握のための資料提出依頼等があった場合は、PMDAと協

議の上、内容に沿って適切な対応を行うこと。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。 

 

  



 

22 

 

 

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 

・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「８（２）入札制限」の要件を満たすこと。 

⑤ 受注者の責任において、サプライチェーンリスクの発生を未然に防止するための体

制を確立すること。 

⑥ 再委託先において、本調達仕様書に定める事項に関する義務違反、義務を怠った場

合には、受注者が一切の責任を負うとともに、PMDAは当該再委託先への再委託の中

止を請求することができる。 

⑦ 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。 

・ 再委託先が「９（１）情報セキュリティ管理の実施」の要件を満たすこと 

・ 受注者は再委託先における情報セキュリティ対策の実施内容を管理し PMDAに報告す

ること。 
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・ 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。 

⑧ 上記①～⑦について再委託先が、さらに再委託を行う場合も同様とする。 

 

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） 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。 
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１２ 附属文書 

（１） 調達仕様書 別紙 

別紙 1 既存システム概要 

別紙 2 システム開発要件 

別紙 3 申請・届出オンライン化概要 

別紙 4 オンライン化対象予定様式一覧 

（２） 調達仕様書 別添 

別添 1 申請・届出オンライン化導入の範囲・目的等 

（３） 事業者が閲覧できる資料一覧 

閲覧資料 1 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  

閲覧資料 2 PMDA情報セキュリティインシデント対処手順書 

閲覧資料 3 セキュリティ管理要件書(ひな型) 

閲覧資料 4 申請電子データシステム設計書一式 

閲覧資料 5 医薬品等申請・審査等システム設計書一式 

閲覧資料 6 セキュリティ管理要件書(ひな型) 

閲覧資料 7 審査系システムリプレイス業務要件・設計書一式 

上記閲覧資料は、PMDAに「秘密保持等に関する誓約書」を提出した事業者へ開示す

る。 

 

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 
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申請・審査関連システムに係る
申請・届出等オンライン化対応

開発業務調達仕様書

別紙1.現行システムの概要
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本調達で改修を予定するシステム

システム ユーザ(登録ユーザ数) Internet
公開

現在の用途 / 改修概要 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)

※同時利用ユーザ数：約350名

無 【現在】
新医薬品だけでなく、後発品、一般薬、再生医療等製品、医療
機器などPMDAで行う全ての承認審査対象品目について、品目
情報および審査進捗の管理を行う。
PMDAの申請受付担当や審査員は、申請受付時や審査ステータ
スの変更、申請企業への照会、審査実績の登録など、審査に関
わる情報をこのシステムに登録･更新する。
また、「承認申請」だけでなく「届出」や「相談申込」等の業
務にも対応している。

【オンライン化改修概要】
オンラインによる申請・届出の受付機能の追加等

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

(Gateway)

【現在】
・企業ユーザ：約500人
・PMDA職員：約1400人

※同時利用ユーザ数：約200名

【オンライン化後想定】
・企業ユーザ：約
・PMDA職員：約1400人

有 【現在】
本システムは、インターネット上に公開されており、申請者に
とってはインターネット上の窓口の役割を果たしている。申請
者は、FD･eCTD･申請電子データなどの電子提出物を本システム
にアップロードすることで、PMDAに提出することができる。
提出された各ファイルに対し、自他システムの機能を用いてバ
リデーションを行い、問題が無い提出物を、適切な場所へ保管
している。
現在の通知では、新医薬品の製造販売許可申請のみ、本システ
ムの利用が認められている。

【オンライン化改修概要】
医療用新医薬品に限らず、医薬品・医療機器に係るあらゆる申
請・届出様式に対応し、申請者・届出者は窓口に来訪せず本シ
ステムの操作のみで申請・届出ができるようにする。
また、受付担当者も申請者・届出者と対面することなく、シス
テムの操作のみで受付行為を行えるようにする。

閲覧資料2 申請電
子データシステム設
計書一式

申請・届出のオンライン化に向けて改修するシステムは、以下の2システムである。
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システム名称 OS

開発言語
（VB .NET, JAVA

等）
およびバージョン

フレームワークお
よびバージョン

資産規模
（Step数）

データベース
（種別・バージョン）

DBレコード件数 DBサイズ
文字
コード

医薬品等申請審
査システム
（Pegasus）

Windows 
Server 2008 
R2 Enterprise 
Service Pack 1

VB.NET
.Net Framework 
v4.0
※WCFサービスの
場合、「.Net 
Framework v3.5」
を使用

MIDMOST for .NET 
Maris 2.2

2,422,394 
Microsoft SQL Server 
2008 R2

業務データ：
309,406,311
監査証跡：
128,927,391
素データ：
30,4218,548
DWAP連携用承認
データ：7,909,186

業務データ：549.9 GB
監査証跡：527.7 GB
素データ：514.5 GB
DWAP連携用承認データ：
19.6 GB

UTF-8

申請電子データ
システム

(Gateway)

【CDISC関連
のサーバ】
Red Hat 
Enterprise 
Linux Server 
release 6.5 
(Santiago)

【CDISC関連
以外のサー
バ】
Windows 
Server 2012 
R2 Standard 
Edition

Java 1.7.0_65-b19

INTARFRM Design 
Facility Pro Base 
Client Application 
バージョン15.0.000

INTARFRM Design 
Facility Pro Base 
Server 
Application(INTARFR
MSV_Service1) バー
ジョン15.0.000

489,636

・Microsoft SQL Server 
Standard Edition 
・PostgreSQL 8.4.20
・Mongo DB  2.4.9

109,370,959,251 1020.5 GB UTF-8

本調達で改修を予定するシステム

各システムの昨年末時点のソフトウェア構成・規模等を示す。

※2019年4月から2020年3月にかけて、審査系システムのリプレイスを行っており、OSやミドルウェア等のバージョン
アップおよびアプリケーションプログラムのマイグレーション作業を実施している。そのため、今年度末時点のソフト
ウェア構成・アプリケーション規模は、上記と異なる。リプレイス後の状態については、別途閲覧資料として提示する。
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現在の改修対象システムの機能相関

申請企業
FD申請Webサイト

FD申請ソフト配布

厚生
労働省

医療機器Web申請
プラットフォーム(DWAP)

PMDA
受付窓口

都道府県
受付窓口

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

(Gateway)

伝送提出

PMDA
審査・調査
担当

都道府県
審査・調査
担当

PMDA
手数料担当

PMDA
進捗・統計
担当

施行・承認書発行

行政受付

申請内容確認

申請内容登録

FD手動取込

バリデーション

受付

対面助言・審査・調査

総合機構向け機能

審査手数料管理

審査進捗管理

各種統計管理

審査記録

照会

調査記録

対面助言

文書管理

試験データ管理

審査用データ表示

FD申請ソフト

申請書作成 申請書作成・伝送提出

厚生労働省管理システム

医薬品医療機器総合機構管理システム

PMDA管理
システム

厚労省管理シス
テム・ソフト

凡例

Gatewayの利用は新薬製販業者
に限定。
提出物のオンライン提出が可能。

基本的に申請書はFD申請
ソフトを利用して作成す
る。医療機器関連申請・
届出に限りDWAPの利用が
認められている。

いかなる申請・届出においても、
現在は窓口訪問または郵送による
原紙での提出がある。

現在オンライン提出が可能な提出物
は、受付システムであるPegasusに
自動的に連携される。

いかなる申請・届出においても、
現在は窓口訪問または郵送による
原紙での提出がある。
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データセンタ

PMDA 新霞が関ビル

厚生労働省
本庁舎・地方厚生局 各都道府県拠点

イントラ
ネット

医薬品等専用NW

Gateway

インターネット

審査システム専用回線

企業

機構職員PC

ユーザ拠点とデータセンタ間構成概要

Pegasus

Pegasus
(バックアップ
サーバ等)

Gateway・Pegasus共にサーバは、データセンタに設置している。Gatewayは企業からのオンライン提出
を受け付けているため、インターネット回線を経由して接続できるよう、回線を引いている。
厚労省・都道府県各拠点から審査系システムへの接続は、直接データセンタではなく、一旦PMDAのネッ
トワークを経由している。
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▪申請電子データシステム(Gateway)

8

申請電子データシステムの概要

構成規模
本番環境:サーバ約20台

(設置場所:データセンタ)

主なシステム構成
ソフトウェア

OS:Windows 2012 Server R2 (x64)
Web:Interstage Application Server
DB:SQL Server 2012
サブシステム：RedHatEnterpriseLinux + Pinnacle 21 Enterprise (P21E)

アプリケーション言語 Java

インターネット公開 有

主なユーザ

・機構職員
新薬審査員(新薬審査第1～5部など)
データマネジメント担当(次世代評価手法推進部)
申請受付担当(審査業務部)

・申請者(製薬企業)

主な機能

・窓口機能
1.申請予告、提出予告作成
2.インターネット経由のファイルアップロード
3.提出物に対するウイルスチェック、署名検証
4.バリデーション、受領可否判断
5.照会・差換指示における、審査員と申請者間の連絡経路

・審査機能
6.申請電子データのダウンロード機能
7.申請電子データの特定条件下での抽出、集積
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申請電子データシステムの概要

▪主な機能の紹介

・窓口機能

1.申請予告、提出予告作成

2.インターネット経由のファイルアップロード

3.提出物に対するウイルスチェック、署名検証

4.バリデーション、受領可否判断

5.照会・差換指示における審査員と申請者間の連絡経路

・審査機能

6.申請電子データのダウンロード機能

7.申請電子データの特定条件下での抽出、集積

9
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申請企業
FD申請Webサイト

FD申請ソフト配布

厚生
労働省

医療機器Web申請
プラットフォーム(DWAP)

PMDA
受付窓口

都道府県
受付窓口

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

(Gateway)

伝送提出

PMDA
審査・調査
担当

都道府県
審査・調査
担当

PMDA
手数料担当

PMDA
進捗・統計
担当

施行・承認書発行

行政受付

申請内容確認

申請内容登録

FD手動取込

バリデーション

受付

対面助言・審査・調査

総合機構向け機能

審査手数料管理

審査進捗管理

各種統計管理

審査記録

照会

調査記録

対面助言

文書管理

試験データ管理

審査用データ表示

FD申請ソフト

申請書作成 申請書作成・伝送提出

厚生労働省管理システム

医薬品医療機器総合機構管理システム

PMDA管理
システム

厚労省管理シス
テム・ソフト

凡例

Gatewayの利用は新薬製販業者
に限定。
提出物のオンライン提出が可能。

基本的に申請書はFD申請
ソフトを利用して作成す
る。医療機器関連申請・
届出に限りDWAPの利用が
認められている。

いかなる申請・届出においても、
現在は窓口訪問または郵送による
原紙での提出がある。

現在オンライン提出が可能な提出物
は、受付システムであるPegasusに
自動的に連携される。

いかなる申請・届出においても、
現在は窓口訪問または郵送による
原紙での提出がある。

申請電子データシステムの概要
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申請電子データシステムの概要

11

1.申請予告・提出予告
2.ファイル

アップロード

3.ウイルスチェック

署名検証

4.バリデーション

受領可否判断
申請者

・申請予告から提出完了まで

eCTD等

【窓口機能】－ 1～4.システムを使用した予告から提出まで
申請者は、医薬品の製造販売承認申請を行うにあたり提出が必要なeCTD,申請電子データ,FDファイルなどの電子ファイルを
申請電子データシステム経由でPMDAに提出することができる。その場合は、以下の順序で提出する。

1.申請者が申請予告および提出予告を作成する
2.申請者が提出物をシステムにアップロードする
3.申請電子データシステムが提出物に対するウイルスチェック・署名検証を実施する
4.申請電子データシステムが提出物に対するバリデーションを実施する

eCTD等

各システム

Gateway
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【窓口機能】－ 1.申請予告
申請電子データシステム経由で添付文書などの提出を行う場合は、事前に申請予告および提出予告を作成する。
申請予告は、これから申請しようとする品目の情報(販売名、申請予定日時、申請区分等)を設定する。

申請電子データシステムの概要

申請者用
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【窓口機能】－ 1.提出予告
新規の提出予告を作成するフォームは、申請予告作成画面と同じページに設けられている。提出物の種別ごとに入力項目は異
なるが、その提出物の提出予定日時は必ず設定する。

～

提出予定の提出物を
選択し、それぞれ
提出物情報を入力

申請電子データシステムの概要

申請者用
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【窓口機能】－ 2.ファイルアップロード
作成した提出予告を使用し、提出ファイルのアップロードを行う。

申請電子データシステムの概要

申請者用
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【窓口機能】－ 2.ファイルアップロード
ファイルの提出には、１ユーザアカウント毎に個人証明書を用意し、申請電子データシステムに登録をしておく必要がある。

提出物のファイル
パスを指定する

申請電子データシステムの概要

ファイルの提出には
個人証明書が必要

申請者用
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申請電子データシステムの概要

16

【窓口機能】－2.ファイルアップロード
対象ファイルのパスと証明書の設定が完了すると、ファイルをアップロードすることができる。

申請者用
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【窓口機能】－ 3,4.ウイルスチェック、署名検証、バリデーション
提出物のアップロード完了後、自動的に「ウイルスチェック」と「署名検証」および提出物の種類ごとに定められた「バリ
デーション」を行う。アップロード開始からバリデーション完了までの状況は、画面で確認することができる。

提出物ごとに
提出状況確認可能

提出物ごとに
提出結果確認可能

申請電子データシステムの概要

バリデーションが完了すると、レ
ポートをダウンロードできる

申請者用
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申請電子データシステムの概要

18

順番 処理 状態

1 アップロード ファイルを申請者の端末からPMDAのサーバへアップロード

2 ウイルスチェック アップロードされたファイルに対し、ウイルスチェックを実施

3 署名検証 ファイル提出に使用された個人証明書の検証

4 バリデーション 提出種別毎のルールを適用し、構成上の違反性有無を確認

【窓口機能】－ 3,4.ファイル提出のステップについて
ファイルの提出には、主に4つのステップがあり、システム上では、それぞれに「待ち」「実施中」「完了」の状
態があり、全てが「完了」することで、PMDAがその提出物を受領できる状態となる。

順番 処理(申請者) ステータス(PMDA) 状態

1 アップロード アップロード 同上

2 ウイルスチェック ウイルスチェック 同上

3 署名検証 署名検証 同上

4 バリデーション バリデーション システム的なチェックの実施

受領可否判断 職員の目視によるチェックの実施

システム上のステータスには、申請者用の画面と機構職員用の画面で異なるステータス区別がある。申請者用の画
面では「バリデーション」となっていても、機構職員用画面の中では、「バリデーション」と「受領可否判断」
に区別される。受領可否判断とは、システムが実施するバリデーションで何らかの問題が見つかった場合に、人的
に問題有無を判断する仕組みで、バリデーション結果が問題なければ、行わない。

申請者側は「バリデーション」の
ステータスでも、職員側は

2つのステータスに分かれる
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申請電子データシステムの概要

19

【窓口機能】－ 4.提出物に対するバリデーション実行の仕組み
申請電子データシステムにアップロードされた提出物に対するバリデーションは、全てを申請電子データシステムが行うわけ
では無く、種別毎に担当するシステムに連携する。各システムでのバリデーション完了後、その結果がGatewayに連携される。
eCTDと申請電子データ(試験データ)に関しては、バリデーション結果に応じて、担当者の受領可否判断が行われる。

申
請
電
子
デ
ー
タ
シ
ス
テ
ム

(G
atew

ay)

結果

結果

提出

結果

提出

提出

eCTD

FD

試験
データ

申請者

申請者

申請者

eCTDビューア
システム

バリデーション依頼

バリデーション結果

受領可否判断

eCTD担当

eCTD

医薬品・医療機器
申請審査システム

(Pegasus)

バリデーション依頼

バリデーション結果
FDは受領可否
判断が無い

FD

Pinnacle 21
Enterprise

(P21E)

バリデーション依頼

バリデーション結果

受領可否判断
DM担当

試験
データ
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結果 意味 受領可否
判断

取扱

OK 問題なし 無 自動的にシステムへ取込可能。

Warning 軽微な問題あり 有 システムバリデーションによる問題の内容を担
当者が目視確認し、最終的な受領可否を判断す
る。

NG 重大な問題あり

異常 バリデーション
不可

有 バリデーションが実施できないレベルの問題が
含まれている状態ではあるが、受取拒否とする
かは、担当者が判断する。

【窓口機能】－ 4.申請電子データのバリデーションについて
申請電子データシステムに提出された申請電子データは、サブシステムである Pinnacle 21 Enterprise(P21E)に連携し、P21E が
バリデーションを実施する。複数の結果ステータスがあり、取扱いが異なる。

結果種別と理由についての具体的な定義は、以下の資料に記載されている。
「申請電子データ提出に関する技術情報(FAQ, データカタログ等)」
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/p-drugs/0028.html
・バリデーションルール一覧(平成27年11月18日)

https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/p-drugs/0028.html
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申請電子データシステムの概要

▪主な機能の紹介

・窓口機能

1.申請予告、提出予告作成

2.インターネット経由のファイルアップロード

3.提出物に対するウイルスチェック、署名検証

4.バリデーション、受領可否判断

5.照会・差換指示における審査員と申請者間の連絡経路

・審査機能

6.申請電子データのダウンロード機能

7.申請電子データの特定条件下での抽出、集積

21
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照会事項登録 照会事項通知

申請電子データシステムの概要

22

【窓口機能】－ 5.照会・回答機能
審査員が申請電子データシステム経由で申請・提出を行った申請者に対して照会を行う場合、申請電子データシステム経由
で照会事項を提示することができる。申請者は、申請電子データシステムの画面で、照会事項を確認し、それに対する回答
を登録・送信することも可能である。
審査員が照会事項の登録および回答の確認を行うのはPegasusの画面を使用するが、申請電子データシステムとPegasusは情報
を連携することで、仕組みを実現している。

審査員 申請者 審査員

照会事項登録 照会事項通知 照会回答 照会回答表示

・申請電子データシステムを使用した場合

Pegasus PegasusGateway Gateway

審査員 申請者 審査員

照会回答 照会回答表示

・申請電子データシステムを使用しない場合

Pegasus PegasusFAX FAX
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【窓口機能】－ 5.照会・回答機能
審査員から照会事項が発信されると、申請者に申請電子データシステムから通知(メール+画面)が届く。
申請者は、画面を操作して、照会内容を確認し、回答を登録する。

申請者への通知リスト

申請者への通知内容

照会内容の確認画面へ

申請者用
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【窓口機能】－ 5.照会・回答機能
照会内容は、通常PDFファイルに記載されているため、申請者はファイルを開き、照会内容を確認する。

照会回答の登録へ

照会事項が記載
されている

申請者用
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【窓口機能】－ 5.照会・回答機能
申請者から審査員への照会回答もPDFなどのファイルに記載し、そのファイルを登録することで回答したこととなる。

次の画面で確認を行い
「実行」ボタンを押すと
回答が送信される

照会回答を記載した
ファイルを登録する

申請者用
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申請電子データシステムの概要

▪主な機能の紹介

・窓口機能

1.申請予告、提出予告作成

2.インターネット経由のファイルアップロード

3.提出物に対するウイルスチェック、署名検証

4.バリデーション、受領可否判断

5.照会・差換指示における審査員と申請者間の連絡経路

・審査機能

6.申請電子データのダウンロード機能

7.申請電子データの特定条件下での抽出、集積
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申請企業
FD申請Webサイト

FD申請ソフト配布

厚生
労働省

医療機器Web申請
プラットフォーム(DWAP)

PMDA
受付窓口

都道府県
受付窓口

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

(Gateway)

伝送提出

PMDA
審査・調査
担当

都道府県
審査・調査
担当

PMDA
手数料担当

PMDA
進捗・統計
担当

施行・承認書発行

行政受付

申請内容確認

申請内容登録

FD手動取込

バリデーション

受付

対面助言・審査・調査

総合機構向け機能

審査手数料管理

審査進捗管理

各種統計管理

審査記録

照会

調査記録

対面助言

文書管理

試験データ管理

審査用データ表示

FD申請ソフト

申請書作成 申請書作成・伝送提出

厚生労働省管理システム

医薬品医療機器総合機構管理システム

PMDA管理
システム

厚労省管理シス
テム・ソフト

凡例

Gatewayの利用は新薬製販業者
に限定。
提出物のオンライン提出が可能。

基本的に申請書はFD申請
ソフトを利用して作成す
る。医療機器関連申請・
届出に限りDWAPの利用が
認められている。

いかなる申請・届出においても、
現在は窓口訪問または郵送による
原紙での提出がある。

現在オンライン提出が可能な提出物
は、受付システムであるPegasusに
自動的に連携される。

いかなる申請・届出においても、
現在は窓口訪問または郵送による
原紙での提出がある。

申請電子データシステムの概要
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【審査機能】－ 6.申請電子データダウンロード
申請電子データシステムは、申請電子データを管理する役割を担っている。審査員が申請電子データをダウンロードできる
画面がコンテンツ管理画面である。一式又は任意の部分だけを選択して、ダウンロードすることができる。

申請電子データシステムの概要

任意のフォルダにチェッ
クを入れ、ダウンロード
任意のフォルダにチェッ
クを入れ、ダウンロード

当該品目のeCTDビューア
を直接開くことも可能

審査員

提出 データの保管

申請者

試験
データ

試験
データ

コンテンツ管理
機能による取得

システム

審査員用
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コンテンツ管理

ファイルストレージ

申請電子データシステム

試験データ

(XPT)

申請者

試験データ

(XPT)

試験データ

(sas7bdat)

試験データ

(XPT)

試験データ

(sas7bdat)

審査員

試験データ

(sas7bdat)

変換

保
存

保
存

【審査機能】－ 6.申請電子データの使い方
提出された申請電子データの内容を閲覧するためには、「SAS」がインストールされた端末を使用する必要がある。
審査員は、コンテンツ管理画面から閲覧したいデータファイルを個別にダウンロードし、SAS端末に移動させて内容を閲覧する。
提出される申請電子データを含むファイルの形式はXPT形式であるが、SAS端末で閲覧するためには、
sas7bdat形式に変換する必要がある。申請電子データシステムは、受領可とした時点で変換の処理を実施している。

提出

ダウンロード
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【審査機能】－ 7.申請電子データの抽出・集積
申請電子データシステムには、申請電子データを特定の条件で抽出し、データベースに集積する機能を持っている。
申請者より提出される申請電子データは、まず審査のために利用されるが、審査が終了した後も用途がある。
製造販売が承認された品目の申請電子データは、データベース(全試験DB)に集積される。「全試験DB」に集積された申請電
子データの内、特定の観点で共通となるデータを抽出し、観点毎のデータベース(品目横断DB)に集約する。これらのデータ
ベースを用いて今後の医薬品開発や審査精度の向上などに役立てる目的がある。

申請電子データシステムの概要

性別 ステージ 投薬間隔 投薬結果

男 3 1回/日 目眩

男 3 12回/日 無

品目 試験ID 性別 ステージ 投薬間隔 投薬期間 副作用

抗がん剤A A1 男 4 1回/日 3年 気絶

抗がん剤A A1 女 3 2回/日 3年 昏睡

抗がん剤B B1 男 3 1回/日 1年 目眩

抗がん剤B B1 女 4 1回/日 6ヶ月 無

抗がん剤C C1 男 3 12回/日 6ヶ月 無

抗がん剤C C1 女 1 1回/週 3ヶ月 無

試験
データA

試験
データB

試験
データC

承認済

・全試験DBのイメージ

・品目横断DBのイメージ ※性別=男, ステージ=3 で抽出
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申請予告作成・
電子資料の提出

企業管理者

企業ユーザA 企業ユーザB 企業ユーザC

企業

管理者

PMDA

①企業管理者申請

②企業管理者承認

③ユーザ登録

④個人電子証明書登録

企業ユーザが申請電子データシステムを利
用して申請予告の作成や電子ファイルの
アップロード操作を行うためには、企業
ユーザごとに「電子証明書」を準備する必
要がある。

現在の申請電子データシステムのユーザ認
証方式は、「行政手続におけるオンライン
による本人確認の手法に関するガイドライ
ン」におけるレベル2に近いが、要件を満た
しきれていないため、対応が必要である。
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Pegasusの概要

構成規模
本番環境:サーバ約25台 (仮想環境含む)
(設置場所:データセンタ)

主なシステム構成
ソフトウェア

OS:Windows 2008 Server R2 SP1 (x64)
Web:IIS 7 DB:SQL Server 2008 R2
その他:VMWare5, Symantec, JP1等

アプリケーション言語 ASP.NET（C#によるASP.NET）

インターネット公開 無

主なユーザ

・機構職員
医薬品・医療機器審査員
申請・届出・相談受付担当(審査業務部等)
調査員(品質管理部、信頼性保証部等) 他

・厚生労働省職員
・都道府県職員

主な機能

・申請受付機能
1.申請受付(FDファイル取込)

・審査機能
2. 審査管理 (審査、照会、施行等)

※審査以外の業務向け機能も多数存在する
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申請企業
FD申請Webサイト

FD申請ソフト配布

厚生
労働省

医療機器Web申請
プラットフォーム(DWAP)

PMDA
受付窓口

都道府県
受付窓口

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

(Gateway)

伝送提出

PMDA
審査・調査
担当

都道府県
審査・調査
担当

PMDA
手数料担当

PMDA
進捗・統計
担当

施行・承認書発行

行政受付

申請内容確認

申請内容登録

FD手動取込

バリデーション

受付

対面助言・審査・調査

総合機構向け機能

審査手数料管理

審査進捗管理

各種統計管理

審査記録

照会

調査記録

対面助言

文書管理

試験データ管理

審査用データ表示

FD申請ソフト

申請書作成 申請書作成・伝送提出

厚生労働省管理システム

医薬品医療機器総合機構管理システム

PMDA管理
システム

厚労省管理シス
テム・ソフト

凡例

Pegasusの概要
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【申請受付機能】－ 1. 申請受付
Pegasusは、申請者からの申請を受け付ける機能を持ち、Pegasusが申請を受け付けた品目に対して、審査員は審査業務を開始す
る。「申請受付」の方法は2通りあり、申請者がFDファイルおよびeCTDをゲートウェイ経由で提出したかどうかで異なる。

申請者

申請者

受付担当

GW提出

(FD,eCTD)

申請
(紙申請書)

提出物
確認

FD取込

申請者

申請
(紙申請書)

提出

(FD,eCTD)

受付担当

eCTD取込 FD取込
受付

(紙媒体に押印)

申請者

・提出をPMDAの窓口に対して行う場合
申請者がPMDAの窓口に提出物を持参して提出する場合は、同日に申請行為も行うことを表す。窓口担当者は、提出物を受
領したら、各システム(FDはPegasus, eCTDはeCTDビューアシステム)で提出物のバリデーション・取込処理を実施し、提出物
に問題ないことが確認できれば、申請を受け付ける。もし、提出物に問題が認められた場合は、その提出物が修正されるま
で申請の受付はできないため、場合によっては、申請日が予定の日付と異なってしまうこともあり得る。

・提出物をゲートウェイに提出後、申請行為のみPMDAの窓口に対して行う場合
提出物をゲートウェイ経由で提出する場合は、事前に提出を完了させてから、申請を行うことができる。申請者にとっては、
事前に提出物のチェックを受けることができ、申請日当日に申請を却下されることはなくなることがメリットとなる。受付
担当者は、Pegasusの画面で当該品目のゲートウェイ受付番号を指定することで、ゲートウェイ提出の結果を確認し、申請
の受付を行うことができる。同時に、ゲートウェイに提出されたFDファイルをPegasusに取り込む処理も行われる。

受付
(紙媒体に押印)



Pharmaceuticals and Medical Devices Agency |© 2019 Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 無断複製・転載を禁ず

Pegasusの概要

36

【申請受付機能】－ 1. 申請受付(FD取込(窓口提出))
窓口に提出されたFDファイルを受付担当者が本画面を操作し取り込む。

FDファイルの場所を指定する

窓口
担当用
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【申請受付機能】－ 1. 申請受付(FDファイル取込)
Pegasusは、取込対象のFDファイルに対し、バリデーションを行い、結果を画面に表示する。

FDファイルに問題があることを表す。
マークをクリックすると詳細表示。

窓口
担当用
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【申請受付機能】－ 1. 申請受付(FDファイル取込)
エラーの原因として表示された内容は、窓口担当経由で申請者に伝えられる。
提出されたFDファイルにエラーが含まれていた場合、窓口担当は、原則申請を拒否することになっている。

窓口
担当用
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【申請受付機能】－ 1. 申請受付
FDファイルがPegasusに取込まれると、システム上、申請を受け付けた状態となる。受付と同時に、システム受付番号が発番
され、受付票という帳票も作成される。申請者に対して、申請を受け付けた証として、受付票を紙媒体で渡している。

Pegasusで申請を受け付けたことは、申請電子データシステ
ムにも連携している。
申請電子データシステムでは、この通知を受信した後は、提
出物の改訂版の提出が出来るようになる。

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

(Gateway)

連
携

改訂版
提出可能

出力
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【申請受付機能】－ 1. 申請受付(ゲートウェイ経由)
ゲートウェイ経由で提出されたFDファイルを窓口担当者が操作し、Pegasusに取込むためには、「GW受付番号※」を
指定することで、申請電子データシステム上に保管されているFDファイルを取得することができる。
※GW受付番号・・・申請電子データシステムで申請予告を作成した際に発番される番号

申請予告作成時に発番されたGW受付番号を指定
することで、申請電子データシステムの中から
該当ファイルを取得し、Pegasusに連携する

窓口
担当用
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申請企業
FD申請Webサイト

FD申請ソフト配布

厚生
労働省

医療機器Web申請
プラットフォーム(DWAP)

PMDA
受付窓口

都道府県
受付窓口

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

(Gateway)

伝送提出

PMDA
審査・調査
担当

都道府県
審査・調査
担当

PMDA
手数料担当

PMDA
進捗・統計
担当

施行・承認書発行

行政受付

申請内容確認

申請内容登録

FD手動取込

バリデーション

受付

対面助言・審査・調査

総合機構向け機能

審査手数料管理

審査進捗管理

各種統計管理

審査記録

照会

調査記録

対面助言

文書管理

試験データ管理

審査用データ表示

FD申請ソフト

申請書作成 申請書作成・伝送提出

厚生労働省管理システム

医薬品医療機器総合機構管理システム

PMDA管理
システム

厚労省管理シス
テム・ソフト

凡例

Pegasusの概要
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【審査機能】－ 2. 審査管理
申請を受け付けると、PMDAではPegasusを操作して、審査業務を開始する。Pegasusには、「審査」業務だけでなく、
申請前後の申請前相談や治験相談、信頼性調査、GMP調査などの結果なども管理しており、タブを切り替えることで
その品目の内容を確認することができる。

Pegasusの概要

申請前相談の記録
法令に基づく調査に

関する記録
申請後の審査記録

[システム受付番号・品
目名・申請者]を表す

審査員用
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【審査機能】－ 2. 審査管理(審査業務)
「審査」業務だけでも、いくつかの工程に分かれ、それぞれタブが用意されている。

Pegasusの概要

審査員用
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【審査機能】－ 2. 審査管理(審査業務)
「審査」タブ内の各タブは、審査業務の各工程で用いられる。主要な工程順を示す。

束化 形式審査 目標設定 担当者登録 審査イベント/審査記録/照会/差換え

審査マネジメント部 新薬審査部

各工程の概要
■審査マネジメント部の担当
・束化・・・審査を同時に進めることのできる複数の品目を束ねる
・形式審査・・・受付品目の登録内容の確認
・目標設定・・・審査工程完了日の目標設定

■新薬審査部の担当
・担当者登録・・・審査チームメンバの設定
・審査イベント・・・審査進捗の管理、専門協議実施要領の登録
・審査記録・・・審査状況の記録、審査資料の閲覧など
・照会・・・申請者への照会
・差換え・・・承認申請書の記載内容の変更指示

※「関係品目・参考品目」は、他の品目の紐付け機能であるため割愛
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【審査機能】－ 2. 審査管理(担当者登録)
担当者登録タブは、具体的な審査メンバーを登録する機能である。

審査員用
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【審査機能】－ 2. 審査管理(審査イベント)
審査イベントタブは、審査進捗を登録する機能である。

各工程の完了日を
登録

審査員用
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【審査機能】－ 2. 審査管理(審査記録)
審査記録タブは、審査業務を行う上で基本となる機能が含まれており、審査結果や審査終了の設定、eCTDや申請電子
データの閲覧なども行うことができる。

審査員用
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eCTDビューア機能
呼出ボタン

試験データ
ダウンロード用画面

(コンテンツ管理)
呼出ボタン

48

【審査機能】－ 2.審査管理(審査記録)
eCTDが提出された品目の場合は、その品目の審査管理画面下部からeCTDビューア機能を開くことができる。
また試験データも提出されている場合は、申請電子データシステムの「コンテンツ管理」画面を開くことができる。

Pegasusの概要

99999999

99999999

審査員用
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【審査機能】－ 2.審査管理(審査終了)
審査員が審査を終了するときは、審査結果概要を記入し、審査終了年月日を設定することで、システム上のステータスが「審
査終了」となる。

審査結果の概要
※詳細な審査結果は、
別にファイルを作成し、登録する

審査を終了した日付、審査をした
結果、製造販売が問題ないかどう
かを判定する(※承認行為ではない)
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【審査機能】－ 2.審査管理(照会)
審査員は、Pegasusを操作して、申請者への照会を行う。照会内容を決定したら、照会先と共にPegasusに登録する。申請者が
ゲートウェイ申請の場合は、登録と同時にゲートウェイ経由で申請者に照会事項が通知される。窓口申請の場合は、システム
連携による通知はなく、審査員がメールやFAXなどで別途通知する。申請者からの回答もPegasusに登録する。

照会事項を記載した
ファイルを別途作成し、
Pegasusに登録する

審査員 申請者 審査員

Pegasus PegasusGateway Gateway

照会事項登録 照会事項通知 照会回答登録 照会回答表示

※P.20のフロー参照

審査員用



別紙 2 

1. システム開発要件 

本調達において以下の業務を行うこと。 

(ア) オンライン化への対応 

① 届出への対応 

1. 申請電子データシステム(Gateway) 

・届出者が Gatewayの画面を介して届出情報を登録することにより、PMDA

または都道府県に対して、別紙 4 に定める届出様式全てを電子的に行えるよ

うに、機能を新たに設けること。 

・FD 申請ソフトで作成した別紙 4 に定める届出様式の電子形式の届出書を

Gateway にアップロードすることで、届出者が電子的に届出書を提出できる

ように、機能を新たに設けること。 

・提出された電子形式の届出書を Pegasus に連携してバリデーション処理を

依頼し、その結果を Pegasus から受領して適切に届出書の受付処理ができる

こと。 

・PMDA または都道府県の担当者は、アップロードされた提出物を画面に表

示またはダウンロードして、その内容を確認できること。Pegasusの申請書ブ

ラウザ機能の利用や提出物を開くためのボタン等を画面に付加した機能等を

想定する。 

・届出者が提出物の登録結果や届出の受付結果等を画面で確認できるように、

機能を新たに設けること。 

・オンラインでの届出がなされたと同時に、PMDA または都道府県の届出受

付担当者に対し通知を発出する機能を新たに設けること。 

・PMDA または都道府県の届出受付担当者が、画面を通して届出内容および

届出書を確認し、受付または却下等の処理が行えるよう、機能を新たに設ける

こと。 

・オンラインでの届出を受け付けた場合は、Pegasusに届出情報および届出書

等の電子情報を連携すること。 

 

2. 医薬品・医療機器 申請審査システム(Pegasus) 

・Gateway で受付された届出の各種情報を Gateway から受領する機能を新

たに設け、受領した届出情報は既存の機能で管理できるようにすること。 

・受付後の電子届出書原本ファイルを管理すべき組織(厚生労働省または都道

府県)が指定する場所に適切に引き渡すこと。 

 

② 申請への対応 

1. 申請電子データシステム(Gateway) 



 

・申請者が Gatewayの画面を介して申請情報を入力することで、PMDAまた

は都道府県に対して、別紙 4 に定める申請様式全ての申請を電子的に行える

ように、機能を新たに設けること。 

・FD申請ソフトで作成した別紙 4に定める申請様式の電子形式の承認申請書

を Gatewayにアップロードすることで、申請者が電子的に申請書を提出でき

るように、機能を新たに設けること。 

・提出された電子形式の承認申請書を Pegasus に連携し、バリデーション処

理を依頼し、その結果を Pegasusから受領すること。(既存機能) 

・PMDA または都道府県の担当者は、アップロードされた提出物を画面に表

示またはダウンロードして、その内容を確認できること。Pegasusの申請書ブ

ラウザ機能の利用や提出物を開くためのボタン等を画面に付加した機能等を

想定する。 

・自身の申請について、申請者が受付結果等を画面で確認できるように、機能

を新たに設けること。 

・オンラインでの申請がなされたと同時に、PMDA または都道府県の申請受

付担当者に対し通知を発出する機能を新たに設けること。 

・PMDA または都道府県の申請受付担当者が、申請内容および承認申請書の

確認、申請手数料・審査手数料の入金確認結果の登録、受付または却下等の処

理を Gateway（または Pegasus）の画面で行えるよう、機能を新たに設ける

こと。 

・オンラインでの申請を受け付けた場合は、Pegasusに申請情報および申請書

等の電子情報を連携すること。 

 

2. 医薬品・医療機器 申請審査システム(Pegasus) 

・各種申請情報を Gatewayから受領し、取り込む機能を新たに設け、受領し

た申請情報は既存の機能で管理できるようにすること。 

・受付後の電子申請書原本ファイルを管理すべき組織(厚生労働省または都道

府県)が指定する場所に適切に引き渡すこと。 

 

③ FD申請様式の定めのない申請・届出・申込等への対応 

1. 申請電子データシステム(Gateway) 

・申請者が Gateway の画面を介して情報を入力することで、PMDA に対し

て、医薬品・医療機器等に係る FD申請様式の定めのない申請・届出・申込等

を電子的に行えるように、機能を新たに設けること。 

・表計算ソフト等で作成した医薬品・医療機器等に係る FD 申請様式の定め

のない申請書・届出書・申込書を Gatewayにアップロードすることで、申請



 

者が電子的に申請書・届出書・申込書を提出できるように、機能を新たに設け

ること。 

・オンライン申請・届出・申込がなされたと同時に、PMDA の受付担当者に

対し通知を発出する機能を新たに設けること。 

・PMDA受付担当者が、Gateway（または Pegasus）の画面を通して申請・

届出・申込の内容および提出物を確認し、受付または却下等の処理が行えるよ

う、機能を新たに設けること。 

・申請・届出・申込を受け付けた場合は、提出された電子形式の申請書・届出

書・申込書から情報を抽出し、適切に Pegasusに連携すること。 

・自身の申請・届出・申込について、申請者が受け付け結果等を画面で確認で

きるように、機能を新たに設けること。 

 

2. 医薬品・医療機器 申請審査システム(Pegasus) 

・Gateway で受付された申請の各種情報を Gateway から受領し、取り込む

機能を新たに設け、受領した申請情報は既存の機能で管理できるようにする

こと。 

 

④ 新医療用医薬品「再審査申請」のオンライン化への対応 

1. 申請電子データシステム(Gateway) 

・すでに Gatewayでは、新医療用医薬品（新薬）の新規製造販売承認申請(新

規申請)および一部承認事項変更申請(一変申請)に伴うファイルの提出・申請

情報の伝送が行えるが、市販後に行う必要がある「再審査申請」についてもフ

ァイルの提出・申請が行えるように Gatewayを改修すること。 

・「再審査申請」用に新たな機能を開発する想定は無く、Gatewayがすでに具

備している機能を「再審査申請」でも利用できるように範囲の拡大を主とする

改修となる想定だが、「再審査申請」特有の情報があれば適切に取扱うことが

できるよう、留意すること。 

・「再審査申請」で入力・提出された各種情報を適切に各システムへ連携する

こと。 

 

2. 医薬品・医療機器 申請審査システム(Pegasus) 

・Gatewayで入力・提出された「再審査申請」情報を Pegasusの既存機能で

適切に表示・利用できるように対応すること。 

・Gateway で新規申請または一変申請された場合、Pegasus の照会機能は

Gatewayと連携してオンラインで実施することが可能であるため、「再審査申

請」においてもオンライン照会が可能となるよう対応すること。 



 

 

⑤ 共通的な対応 

1. ログ出力機能 

 運用開始後に利用者からの問い合わせの対応を行うため、利用者がど

のような操作を行ったかトレースを行えるようにする必要がある。その

ため、基盤に搭載する予定である LogStorageにてユーザごとにトレース

が可能なようにログ出力等適切に対応すること。また、ログイン時に、利

用者の OSや利用しているブラウザなど、利用者の環境を極力ログに残す

ようにすること。 

2. システム操作に関する問い合わせ対応機能 

 ユーザがシステム操作に関する問い合わせをGateway画面から行うこ

ができる機能を設けること。具体的には、問合せフォーム画面・問合せ結

果確認画面、FAQ 参照画面等を設け、問合せ応対側（ヘルプデスク）専

用の回答画面なども設ける。問合せ履歴は、データベースに残し、FAQ作

成に活用できるような仕組みとすること。 

3. 行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライ

ンへの対応 

Gateway システムを「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手

法に関するガイドライン」のレベル２を満たすための対応を行うこと。 

4. 電子証明書取り扱い範囲拡大対応 

 Gateway システムでファイルをアップロードする際に使用する個人電

子証明書について、現在MEDIS 発行の証明書のみを取り扱っているが、

e-Gov（電子政府の総合窓口）が取り扱う電子証明書相当数を Gatewayシ

ステムで取り扱えるように対応すること。また、本番および検証環境で使

用する電子証明書についても本調達にて購入すること。なお、証明書は令

和 7年 3月 31日以降に有効期限切れとなるよう更新等の手続きを行うこ

と。 

5. オンライン申請・届出で使用する各種機能の取捨選択機能 

Gatewayシステムにおいて、行政当局の組織（厚生労働省・都道府県・

PMDA）毎および様式毎にオンライン申請に伴う各種機能の使用・不使用

を選択する機能を設けること。ユーザが制御するための画面を設ける必

要はなく、システム管理者がマスタを操作することで、制御する機能を設

ける。行政当局のユーザが「不使用」と設定した機能については、その組

織に限り利用できないように Gatewayシステムを制御すること。 

 

(イ) オンライン化に伴う諸注意事項 



 

オンライン化に伴い、政省令や通知等が発出される予定だが、各種法令、通知等が

発出されるまでは上記要件等はあくまで想定であり確定ではない。可及的速やか

に要件は決定していく予定であるが、各種法令、通知等が発出された際に、当初想

定と異なる場合もあり、その場合においても個別案件、共通機能において発生する

変更についても適宜対応すること。 



審査系システムに係る申請・届出等オンライン化対応
開発業務調達仕様書

別紙3 申請・届出オンライン化概要



•本書は、オンライン化の対象になると想定される業務部分、システム
機能等について、現状とオンライン化後に想定される状態を示したも
のである。

•本書で示すオンライン化に伴い変更・追加される業務フローや開発
機能等については、現時点の想定であり、開発業務開始時点までに
変更されている場合がある。

•開発業務の設計工程において、改めてオンライン化の範囲や業務フ
ロー、機能等を確認する予定であるため、その前提で本書を参照す
ること。

■はじめに



申請

受付

審査・調査

許認可

届出

受付

登録

■オンライン化の範囲

企業の申請・届出から行政側の受付までをオンライン化する。
受付以降の業務フロー・システムの処理内容は、基本的に既存処理・業務フローを踏襲する。
なお、オンライン化に伴い既存の申請・届出方法(窓口)が廃止される予定は無い。

相談申込

受付

相談

オンライン化 オンライン化 オンライン化



企業

行政

改修後
(オンライン)

■オンライン化後の申請・届出の受付フローとシステム機能の想定

１．申請・届出情報登録

２．提出物登録

Gateway

申請・届出情報登録機能

提出物登録機能

受付・却下機能

３．申請・届出の実行 申請・届出実行機能

５．提出物差換え

内容表示・提出物ダウンロード

提出物差換え機能

６．受付・却下

４．申請届出内容・提出物確認

受付結果表示機能７．受付結果確認

本内容は、想定であり、設計工程において、
業務フローや機能要件を確認すること。



機能名 機能利用者 機能概要

1 申請・届出情報
登録機能

申請者・届出者 申請・届出に関する各種情報や提出予定のファイルに関する情報等を登録する。
申請情報の登録にあたり、過去の申請・届出を利用することができる。

2 提出物登録機能 申請者・届出者 画面上で電子形式の提出ファイルをアップロードできる。
システムはアップロードされたファイルに対し、ウイルスチェックやバリデーション等を実施し、
その結果を画面に表示する。

ウイルスチェックやバリデーションによりファイルに問題が見つかった場合は、該当ファイルの登
録を拒否する。

3 申請・届出実行機能 申請者・届出者 申請者・届出者が任意のタイミングで画面上のボタンの押下等の操作により
申請・届出を実行する。同時に申請・届出を行政側に通知する。

4 内容表示・提出物
ダウンロード機能

行政側受付担当者 申請・届出内容を画面で確認する。また提出物をダウンロードして内容を確認できる。

5 提出物差換え機能 申請者・届出者 すでにアップロード済みの電子ファイルを廃棄し、修正した電子ファイルに差換える。

6 受付・却下機能 行政側受付担当者 提出物一式が揃っていること、各種手数料が入金されていることを確認の上、
申請・届出の受付または却下を実施し、その結果を申請者・届出者に通知する。
受け付けた場合は、申請・届出情報をPegasusに連携する。
Pegasusは、正式な申請・届出情報として登録すると同時に、システム受付番号と受付票を発行
するため、それらも受付結果として反映する。
また提出種別ごとに定められた連携先に提出ファイルを連携する。

7 受付結果表示機能 申請者・届出者 受付または却下の結果を確認できる。申請・届出が受け付けられた場合は、受付票やシステム
受付番号が確認できる。

■オンライン化後の申請・届出から受付までに必要なシステム機能の想定一覧

改修後



届出書

鑑

届出情報

届出書の作成 別紙の作成 現在の窓口提出形式 備考 オンライン届出

1 紙 紙 届出書：紙
別紙：紙

不可

2 紙 無し 届出書：紙 不可

3 FD申請ソフト 紙 届出書：ＦＤファイル＋紙
別紙：紙

不可

4 FD申請ソフト 電子媒体 届出書：ＦＤファイル＋紙
別紙：電子媒体

可

5 FD申請ソフト 無し 届出書：ＦＤファイル＋紙 可

6 DWAP 紙 届出書：システム連携＋紙
別添資料：紙

医療機器に関する届出の
み

不可

7 DWAP 無し 届出書：システム連携＋紙 医療機器に関する届出の
み

不可

■ＦＤ申請様式が定められている届出のパターンとオンライン化の範囲

届出時に提出する書類の一式は、届出書と別紙で構成され、別紙は必要に応じて提出する。届出書・別紙共に電
子的に作成・提出できる。現在は、電子形式で届出書を提出する場合は、窓口に紙媒体での書類も提出をすること
となっているが、オンライン化はこの窓口提出を不要とする。
今回のオンライン化は、届出書および添付資料どちらも電子ファイルで提出できる届出のみ対象となる。
ただし、ＤＷＡＰにて届出書を作成する場合のパターンについては、現在のところオンライン化の対象外としている。
なお、上記表の全ての提出方法については、オンライン化後も継続して、有効である。

別紙

届出書一式



出力

Pegasus

(電子)届出書

(FDファイル)

企業

⑧紙原
本保管

届出書(紙原本)

④電
子・紙
共に

窓口提
出

⑦電子
文書取
込

■医薬品・医療機器に係る各種届出のFD申請ソフトを使用した届出方法（パターン3,4,5）

書庫

届出書(電子媒体)

現在

PMDA

届出を行う企業は、FD申請ソフトを使用して届出内容に適した電子形式の届出書を作成する。
作成した届出書は、CD等の電子媒体に記録をする一方、紙正本・副本となる紙媒体へ印刷も行う。
届出にあたっては、紙正本・副本へ押印等の処理を行い、PMDAまたは都道府県の窓口に持参または郵送で提出する。
窓口担当者は、提出された届出情報を確認し、問題が無ければ受け付け、紙副本は返還、紙正本は書庫に保管する。
電子媒体で提出された届出情報は、受付後に「医薬品医療機器申請審査システム(Pegasus)」に登録される。
届出内容により、届出先がPMDAまたは各都道府県に異なるが、届出書の作成・提出および提出後の窓口担当者の処理は、同じである。

提出物

都道府県

⑤受付

⑥

紙届出
書に受
付押印

①届出書作成
(FD申請ソフト)

別添資料 (紙/電子)



インターネット

出力

Pegasus企業

FD申請ソフト

■FD申請ソフトによる届出書作成時のオンライン化後届出の想定フロー

②伝送提出

Gateway

(電子)届出書

(FDファイル)

オンライン
(届出オンライン)

PMDA 都道府県

窓口

③届出
通知

①届出書作成
(FD申請ソフト)

⑤受付結果通知

⑥届出書
取込

届出の方法として、「オンライン届出」を追加する。届出者が自身のPCで作成した届出書をインターネットを介して提出する。
提出先は、現在「医療用新医薬品の申請」に使用されている「申請電子データシステム(Gateway)」を活用する。
この方法での届出は、紙媒体の届出書の提出を不要とするため、届出書をPMDA・都道府県の窓口へ持参または郵送する必要はない。
PMDA/都道府県の受付もオンラインでの実施となり、紙媒体の受付票等の発行や受付押印等の処理は行わない。
届出者は、「申請電子データシステム」の画面で受付結果を確認する。
※本届出方法が実現した場合、本方法が必須となるわけではなく、従来の窓口への届出も可能である。

④受付
処理

別添資料 (電子)

提出物

本業務での改修対象
システム

⑦原本
連携

厚労省・都道府県の

システムまたはストレージ等

本業務での改修対象
システム



Pegasus
企業

⑦紙届出
書保管

⑥届出
情報取込

■医療機器限定のDWAPを使用した届出方法（パターン6,7）

書庫

①届出情報登録

DWAP

③窓口提出
届出書(紙原本)

医療機器に関する届出に限っては、「医療機器申請WEBプラットフォーム(DWAP)」を使用して、届出書を作成することができる。届出を行
う企業は、DWAPの画面を操作して、届出情報を登録し、紙媒体へ印刷し、届出書の紙正本・副本を作成する。届出にあたっては、紙正
本・副本へ押印等の処理を行い、PMDAまたは都道府県の窓口に持参または郵送で提出する。窓口担当者は、提出された紙正本と
DWAPに登録された届出情報を確認し、問題が無ければ受け付け、副本は返還、正本は書庫に保管する。DWAPの登録情報は、受付後
にPegasusに連携・登録され、厚生労働省・都道府県・PMDAの職員が利用する。
届出内容により、届出先がPMDAまたは各都道府県に異なるが、届出書の作成・提出および提出後の窓口担当者の処理は、同じである。

現在

PMDA

都道府県

④受付

⑤受付押印
別添資料 (紙/電子)

提出物

この届出方法は、
オンライン化対象外



■ＦＤ申請様式が定められている申請のパターンとオンライン化の範囲

申請書

鑑(必須)

申請情報

添付資料
（eCTD/申請電子データ/
その他）

申請書一式 申請書の作成 添付資料 現在の窓口提出形式 備考 オンライン申請

1 紙 紙 申請書：紙
添付資料：紙

不可

2 紙 無し 申請書：紙
添付資料：電子媒体

不可

3 ＦＤ申請ソフト 紙 申請書：ＦＤファイル＋紙
添付資料：紙

不可

4 ＦＤ申請ソフト 電子媒体 申請書：ＦＤファイル＋紙
添付資料：電子媒体

申請電子データシステムを
利用する方法も含まれる。

可

5 ＦＤ申請ソフト 無し 申請書：ＦＤファイル＋紙
添付資料：無し

可

6 ＤＷＡＰ 紙 申請書：システム連携＋紙
添付資料：紙

医療機器に関する申請のみ 不可

7 ＤＷＡＰ 無し 申請書：システム連携＋紙
添付資料：電子媒体

医療機器に関する申請のみ 不可

申請時に提出する書類の一式は、申請書と添付資料で構成され、添付資料は必要に応じて提出する。申請書・添付資
料共に電子的に作成・提出できる。現在は、電子形式で申請書を提出する場合は、窓口に紙媒体での書類も提出をす
ることとなっているが、オンライン化はこの窓口提出を不要とする。
今回のオンライン化は、申請書および添付資料どちらも電子ファイルで提出できる申請のみ対象となる。
ただし、ＤＷＡＰにて申請書を作成する場合のパターンについては、現在のところオンライン化の対象外としている。
なお、上記表の全ての提出方法については、オンライン化後も継続して、有効である。

別紙



出力

窓口提出

Pegasus

(電子)承認申請書

(FDファイル)

申請企業 行政

保管

承認申請書(紙原本)

FD申請ソフト

窓口提出

振込証明書類(紙)

窓口提出

窓
口
受
付

審査・調査手数料
支払(銀行振込)

手
数
料
支
払
確
認

形
式
チ
ェ
ッ
ク

申請書
取込

■医薬品・医療機器に係る各種許認可の一般的な申請方法

書庫

承認申請書(電子媒体)

現在

申請手数料支払
(収入印紙購入)

収入印紙

窓口提出

別添資料 (紙/電子)

窓口提出

提出物

添付資料

承認申請書

機構内システム

別添資
料取込



③窓口提出

出力

Pegasus
申請者

⑤保管

承認申請書(紙原本)

印刷
③窓口提出

振込済証明書類

③窓口提出

⑤取込

■新医療用医薬品の製造販売承認許可申請方法

書庫

Gateway

(電子)承認申請書

(FDファイル)

現在

申請手数料支払
(収入印紙購入)

収入印紙

④受付押印

窓
口
受
付

PMDA

eCTD

②伝送提出

手
数
料
支
払
確
認

提
出
物
形
式
チ
ェ
ッ
ク

審査・調査手数料
支払(銀行振込)

FD申請ソフト

承認申請書

添付資料(eCTD)

添付資料
(申請電子データ)

申請電子データ



受付担当

インターネット

出力

Pegasus

申請企業

行政

FD申請ソフト

■医薬品・医療機器に係る各種許認可申請オンライン化後の想定フロー

②伝送提出
Gateway

(電子)承認申請書

(FDファイル)

改修後
(申請オンライン)

(電子)別添資料

別添資料
(eCTD/申請電子データ等)

承認申請書

審査・調査手数料
支払(銀行振込)

(電子)振込証明書類

受付窓口

PMDA

⑤確認・
受付処理

⑥取込

機構内システム

本業務での改修対象
システム

厚労省・都道府県の

システムまたはストレージ等

⑦原本
連携

本業務での改修対象
システム

都道府県

申請手数料支払
③窓口提出

オンライン
決済 ③入金確認
又は 又は

オンライン決済は
本業務範囲外



Pegasus

企業 PMDA

保管
窓
口
受
付

取込

■医療機器(クラスIII, クラスIV, 一部のクラスII)限定の申請方法

書庫

①申請情報登録

DWAP

②窓口提出

承認申請書(紙原本)

現在

②窓口提出

振込済証明書類(紙)

②窓口提出

収入印紙

別添資料

②窓口提出

提出物

別添資料(電子)

審査・調査手数料
支払(銀行振込)

申請手数料支払
(収入印紙購入)

この申請方法は、
オンライン化対象外



■申請受付後の照会・回答のオンライン化について

企業 行政側

PegasusGateway

①照会発出②連携③照会参照

④回答入力 ⑤連携・登録 ⑥回答確認

①申請電子データシステム
を利用した申請の場合

企業 行政側

①照会発出③照会通知

④回答送信
⑥回答確認

②申請電子データシステムを利
用していない申請の場合

Email

FAX

オンライン申請した品目については、
①の方式で照会・回答可能とする

申請を受け付けると、行政当局による審査・調査の業務が開始される。審査中に申請者に対して疑義・質問等が
発生した場合は、「照会」を行う。照会および企業からの回答は、申請電子データシステムを介した申請の場合は、
照会・回答もシステムを経由して行う仕組みが存在する。
しかし、大多数の照会・回答は、メールまたはFAXで行われており、オンライン化によりオンライン申請された案件
については、申請電子データシステムを介した照会・回答が行えるようにする。



■オンライン化後に提出された電子申請書の所在について

企業 PMDA 厚労省 都道府県

申請 受付 審査 承認 保管

承認 保管審査申請

申請 受付 調査 保管認可

認可 保管調査申請

届出 保管受付

国への
承認申請

都道府県への
承認申請

PMDAへの
調査申請

都道府県への
調査申請

都道府県への
届出

上図は、オンライン化後に提出される電子形式の承認申請書・届出書の工程ごとの所在を表したものである。
企業から提出された電子申請書は、その時点の工程を担当する組織が保管する。

受付

受付

届出 受付国への届出 保管



■オンライン化後に提出された電子申請書の扱いについて

企業 紙の申請書

(原本)

電子申請書

FD申請ソフト
Gateway

厚労省書庫

各都道府県書庫

Pegasus

窓口

窓口現在

企業 電子申請書

（原本）
FD申請ソフト

Gateway Pegasusオン
ライン

原本は紙の申請書
であり、厚労省また
は各都道府県の書
庫で管理される

原本となる電子申請
書は、厚労省または
都道府県のシステ
ム等で管理される現在は、申請書を電子的に作成したとしても、紙媒体に印刷・押印したものを必ず窓口に提出するため、申請書

の原本は窓口に提出された紙媒体のものであり、電子申請書は正本扱いされることは無い。

オンライン化に伴い、紙媒体の申請書が提出されることが無くなり、電子申請書を原本として扱うことになるが、そ
の保管場所は、厚労省または各都道府県のシステムまたはストレージ等となる。
そのため、Pegasusで受信した申請書データを厚労省・都道府県に引き渡す仕組みを構築する。

厚労省・都道府県の

システムまたはストレージ等

Pegasusで保持する

電子申請書ファイル
は原本扱いしない

原本としての管理は
しない（審査中の原
本はPegasusで管理）



以下のような申請や申込は、厚生労働省が定めた様式が無く、書類の提出方法も共通の定めが無い。

◆対象の一例

• GCTP / GLP適合性調査申請

• 輸出証明申請

• 使用成績調査報告書

• 安全性定期報告書

• リスク管理計画書

• 業者コード登録

• 各種相談申込

これらの申請・申込について、希望者が申請ファイルまたは申込ファイルをGatewayにアップロードし、

受付者がGatewayでファイルの内容を確認して、受付または却下ができるように対応する。

なお、上記対象は全てPMDAに対して、申請・申込を行うものである。

■ＦＤ申請様式が定められていない申請・届出・相談申込等のオンライン化について



Pegasus

企業 行政

申請書・申込書

ＦＡＸ・窓口提出

振込証明書類(紙)

窓口提出

窓口
受付

相談手数料支払
(銀行振込)

申込登録

■ＦＤ申請様式が定められていない申請・届出・相談申込等のオンライン化後のフロー想定

提出物

作成

Pegasus

アップロード提出

Gateway

申請書・申込書等

(電子形式)

登録

相談手数料支払
(銀行振込)

(電子)振込証明書類

現在

改修後
(申請オンライン)

受付担当

PMDA

確認・
受付処理



企業 行政

審査・承認

審査・承認2. 一変申請

1. 新規申請
Gateway

審査・承認3. 再審査申請
窓口

Gateway

企業 行政

審査・承認

審査・承認2. 一変申請

1. 新規申請
Gateway

審査・承認3. 再審査申請

Gateway

Gateway

現在 オンライン
化

医療用医薬品の新規または一部承認事項変更の製造販売承認申請は、すでに申請電子データシステム
を用いて、各種ファイルの提出や申請情報の入力等ができるが、医薬品が市販されて一定期間が経過し
た後に申請をしなければならない「再審査申請」については、現在の申請電子データシステムは対応して
いない。医療用医薬品に関する申請は、今後申請電子データシステムを経由して行うことを義務化する予
定であるため、オンライン化対応に伴い、「再審査申請」も申請電子データシステムで行うことができるよう
に、改修する。

■新医療用医薬品再審査申請のオンライン化対応について



■新医療用医薬品再審査申請のオンライン化対応について

上図は、申請電子データシステムの「申請予告作成」画面である。「新規・一変」という項に「新規」または
「一変」をラジオボタンで選択する欄があるが、現在の選択肢はこの2つのみであるため、「再審査申請」に
対応していないため、対応するようにシステムを改修する。

基本的には、新規申請・一変申請時に使用する申請電子データシステムの各種機能を「再審査申請」で
も利用できるように改修することを想定しているが、「再審査申請」特有の申請項目への対応等、既存機
能との相違点も吸収する必要がある。

現在の申請予告作成画面

改修例：再審査申請に対応した画面



■新医療用医薬品再審査申請のオンライン化対応について

企業

Gateway

行政

Pegasus

再審査申請 申請情報連携・保管 再審査業務

照会確認・回答入力 照会発出・回答確認照会・回答情報連携

申請電子データシステムにて入力または提出された「再審査申請」に関する各種情報やファイルは、申
請電子データシステムが適切に保管または必要なシステムなどに連携する。連携先システムには「再審
査申請」用に新たに機能を設けることはないため、既存の機能に適切に情報を連携するように、申請電子
データシステムを改修する想定である。
医薬品医療機器申請審査システム（Pegasus）の照会・回答機能については、申請電子データシステムを

利用した申請の場合、オンラインで企業とやり取りができる仕組みがすでにあるが、この機能を「再審査申
請」時にも利用できるように、必要に応じて改修する。

Storage

eCTDビューアPinnacle21



■ユーザ問合せ機能について

企業 ヘルプデスク 機構職員

件名

問合せ内容

ファイル添付

問合せフォーム

・・・

件名

問合せ内容

添付ファイル

問合せ受付票

・・・

回答内容
問合状況画面

対応ステータス

回答担当者

問合せ一覧

回答内容

対応ステータス

回答担当者

ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

FAQ管理

FAQ公開

オンライン化に伴い、申請電子データシステムを利用
するユーザが大幅に増加し、扱う申請・届出も多いた
め、相当数のユーザからの問合せが発生すると想定
している。

問合せ方法は、メールまたは申請電子データシステム
上に設けるWebフォームを用意する。

メール問合せに対しては、メールで回答するが、問合
せ履歴の残すために、申請電子データシステムに設
ける受付者用Webフォームに問合・回答内容を転記す
る。

ユーザがWebフォームで問合せした場合は、問合せ
内容を受付者がWebで確認でき、同画面で回答内容
等を入力できることとする。

受付者が回答した内容は、ユーザ用の問合せ状況画
面で確認できるものとする。

問合せが多い事例などは、FAQとして申請電子データ
システム上で公開できるようにする。
既存の問合せ履歴を加工して、FAQ記事を作成・管理
し、公開できる機能を設ける。

ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

ログイン方法について

ログインはID/パスワード
を入力してください。
・・・

Mail問合せ



■申請電子データシステム(Gateway)のユーザ管理・電子証明書について

⑤申請作成・
電子資料の提出

企業管理者

企業ユーザA 企業ユーザB 企業ユーザC

企業

管理者

PMDA

①企業管理者申請

②企業管理者承認

③ユーザ登録

④個人電子証明書登録

■本人確認ガイドラインへの対応

企業ユーザが申請電子データシステムを利用して電子ファイルをアップロードするには、
企業ユーザごとに「電子証明書」を準備する必要がある。
現在の申請電子データシステムのユーザ認証方式として、ユーザごとにID・パスワード

を発行し、ファイル提出時の電子証明書の付与を求めているが、現時点では「行政手
続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」のレベル２要件を
満たしきれていない。レベル２要件を満たすには、「ID・パスワード」以外に別の本人確
認を行う仕組みを追加する必要がある。
オンライン化に伴い、本ガイドラインのレベル２を満たす必要があり、改修を実施する。

■電子証明書の発行先

現在の申請電子データシステムで使用できる電子証明書は、一般財団法人医療情報
システム開発センター(MEDIS)が発行する「Medicertified電子証明書」に限られている
が、オンライン化に伴い、電子政府総合窓口(e-Gov)で使用できる他認証局発行相当
数の電子証明書も使用できるようにシステムを改修する。



■行政当局（都道府県）毎にオンライン受付可否を選択できる機能について

A県

企業
システム管理者

申請電子データ
システムマスタ

届出 申請

A県 可 可

B県 不可 不可

・・・

Y県 可 可

Z県 不可 不可

B県

Y県

Z県

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

Gateway

設定

Gateway

申請可

申請可

申請不可

申請不可

オンライン申請・届出は、全都道府県が一律で受付可能ではなく、県によって受付可否が変わる可能性がある。
都道府県ごとのオンライン申請可否を申請電子データシステムのマスタで管理する。マスタの変更は、各都道府
県からの申請により、システム管理者がSQLで直接マスタを変更する。
申請電子データシステムの申請・届出入力画面は、このマスタを参照し、申請先・届出先の選択肢を表示する。

反映

設
定
依
頼



別紙4
申請/届出 提出窓口 オンライン化

令和元年度対応
オンライン化
令和2年度対応

承認・一変 申請 PMDA ●
軽変 届出 PMDA ●
適合性（GMP） 申請 PMDA ●
再審査・再評価 申請 PMDA ●
承継 届出 PMDA ●
承認整理 届出 PMDA ●
承認・一変 申請 PMDA ●
軽変 届出 PMDA ●
適合性（GMP）※PMDA 申請 PMDA ●
適合性（GMP）※都道府県 申請 都道府県 ●
再審査・再評価 申請 PMDA ●
承継 届出 PMDA ●
承認整理 届出 PMDA ●
承認・一変 申請 PMDA ●
軽変 届出 PMDA ●
適合性（GMP） 申請 都道府県 ●
承継 届出 PMDA ●
承認整理 届出 PMDA ●
承認・一変 申請 都道府県 ●
軽変 届出 都道府県 ●
適合性（GMP） 申請 都道府県 ●
承継 届出 都道府県 ●
承認整理 届出 都道府県 ●
製造販売届出 届出 PMDA ●
変更届出 届出 PMDA ●
新規届出 届出 PMDA ●
変更届出 届出 PMDA ●
適合性（GMP） 申請 都道府県 ●
新規・変更 申請 PMDA ●
軽変 届出 PMDA ●
登録証書換え・再交付 申請 PMDA ●
承継 届出 PMDA ●
新規・更新 申請 都道府県 ●
変更届出・休廃再届出 届出 都道府県 ●
書換え・再交付 申請 都道府県 ●
新規・更新・追加・変更※厚生局 申請 都道府県 ●
新規・更新・追加・変更※都道府県 申請 都道府県 ●
変更届出・休廃再届出※厚生局 届出 都道府県 ●
変更届出・休廃再届出※都道府県 届出 都道府県 ●
書換え・再交付※厚生局 申請 都道府県 ●
書換え・再交付※都道府県 申請 都道府県 ●
新規・更新・追加・変更 申請 PMDA ●
変更届出・休廃再届出 届出 PMDA ●
書換え・再交付 申請 PMDA ●
承認・一変 申請 PMDA ●

医薬部外品

基準無し

手続きの分類

医薬品

新薬

後発

OTC

基準あり
（地方承認）

承認不要品目

輸出用

原薬登録（MF）

製販業許可

製造業許可

外国製造業認定



軽変 届出 PMDA ●
適合性（GMP） 申請 都道府県 ●
承継 届出 PMDA ●
承認整理 届出 PMDA ●
承認・一変 申請 都道府県 ●
軽変 届出 都道府県 ●
適合性（GMP） 申請 都道府県 ●
承継 届出 都道府県 ●
承認整理 届出 都道府県 ●
製造販売届出 届出 PMDA ●
変更届出 届出 PMDA ●
新規・更新 申請 都道府県 ●
変更届出・休廃再届出 届出 都道府県 ●
書換え・再交付 申請 都道府県 ●
新規・更新・追加・変更 申請 都道府県 ●
変更届出・休廃再届出 届出 都道府県 ●
書換え・再交付 申請 都道府県 ●
新規・更新・追加・変更 申請 PMDA ●
変更届出・休廃再届出 届出 PMDA ●
書換え・再交付 申請 PMDA ●
承認・一変 申請 PMDA ●
軽変 届出 PMDA ●
承継 届出 PMDA ●
承認整理 届出 PMDA ●
製造販売届出 届出 都道府県 ●
変更届出 届出 都道府県 ●
新規・更新 申請 都道府県 ●
変更届出・休廃再届出 届出 都道府県 ●
書換え・再交付 申請 都道府県 ●
新規・更新・追加・変更 申請 都道府県 ●
変更届出・休廃再届出 届出 都道府県 ●
書換え・再交付 申請 都道府県 ●

外国 製造業・製造販売業届出 届出 PMDA ●
承認・一変 申請 PMDA ●
軽変 届出 PMDA ●
適合性（QMS） 申請 PMDA ●
基準適合証書換え・再交付 申請 PMDA ●
使用成績調査 申請 PMDA ●
承継 届出 PMDA ●
承認整理 届出 PMDA ●
製造販売届出 届出 PMDA ●
変更届出 届出 PMDA ●
新規届出 届出 PMDA ●
変更届出 届出 PMDA ●
適合性（QMS） 申請 PMDA ●
新規・更新 申請 都道府県 ●
変更届出・休廃再届出 届出 都道府県 ●
書換え・再交付 申請 都道府県 ●

医療機器

承認品目

承認不要品目

輸出用

製販業許可

化粧品

基準外

基準内

製販業許可

製造業許可

医薬部外品

基準無し

基準あり
（地方承認）

承認不要品目

製販業許可

製造業許可

外国製造業認定



新規・更新 申請 都道府県 ●
変更届出・休廃再届出 届出 都道府県 ●
書換え・再交付 申請 都道府県 ●
新規・更新 申請 PMDA ●
変更届出・休廃再届出 届出 PMDA ●
書換え・再交付 申請 PMDA ●
承認・一変 申請 PMDA ●
軽変 届出 PMDA ●
適合性（QMS） 申請 PMDA ●
基準適合証書換え・再交付 申請 PMDA ●
使用成績調査 申請 PMDA ●
承継 届出 PMDA ●
承認整理 届出 PMDA ●
製造販売届出 届出 PMDA ●
変更届出 届出 PMDA ●
新規届出 届出 PMDA ●
変更届出 届出 PMDA ●
適合性（QMS） 申請 PMDA ●
新規・更新 申請 都道府県 ●
変更届出・休廃再届出 届出 都道府県 ●
書換え・再交付 申請 都道府県 ●
新規・更新 申請 都道府県 ●
変更届出・休廃再届出 届出 都道府県 ●
書換え・再交付 申請 都道府県 ●
新規・更新 申請 PMDA ●
変更届出・休廃再届出 届出 PMDA ●
書換え・再交付 申請 PMDA ●
承認・一変 申請 PMDA ●
軽変 届出 PMDA ●
適合性（GCTP） 申請 PMDA ●
再審査・再評価 申請 PMDA ●
承継 届出 PMDA ●
承認整理 届出 PMDA ●
新規届出 届出 PMDA ●
変更届出 届出 PMDA ●
適合性（GCTP） 申請 PMDA ●
新規・更新 申請 都道府県 ●
変更届出・休廃再届出 届出 都道府県 ●
書換え・再交付 申請 都道府県 ●
新規・更新・追加・変更※厚生局 申請 都道府県 ●
変更届出・休廃再届出※厚生局 届出 都道府県 ●
書換え・再交付※厚生局 申請 都道府県 ●
新規・更新・追加・変更 申請 PMDA ●
変更届出・休廃再届出 届出 PMDA ●
書換え・再交付 申請 PMDA ●
医療機器治験相談 その他（相談） PMDA ●
医療機器全般相談 その他（相談） PMDA ●
医療機器同時申請相談 その他（相談） PMDA ●

相談

対面助言・事前面談
（治験相談）等

再生医療等製品

承認品目

輸出用

製販業許可

製造業許可

外国製造業認定

製造業登録

外国製造業登録

体外診断薬

承認品目

承認不要品目

輸出用

製販業許可

製造業登録

外国製造業登録

医療機器



一般用医薬品開発開始・申請前相談 その他（相談） PMDA ●
軽微変更届事前確認相談 その他（相談） PMDA ●
後発医薬品相談 その他（相談） PMDA ●
再審査適合性調査相談 その他（相談） PMDA ●
再生医療等製品事前評価相談 その他（相談） PMDA ●
再生医療等製品事前面談 その他（相談） PMDA ●
再生医療等製品治験相談 その他（相談） PMDA ●
再生医療等製品対面助言事後相談 その他（相談） PMDA ●
信頼性基準適合性調査相談 その他（相談） PMDA ●
新医薬品事前評価相談 その他（相談） PMDA ●
新医薬品治験相談 その他（相談） PMDA ●
申請電子データ提出確認相談 その他（相談） PMDA ●
対面助言準備面談 その他（相談） PMDA ●
薬事戦略相談 その他（相談） PMDA ●
事前面談 その他（相談） PMDA ●
先駆け総合評価相談 その他（相談） PMDA ●
審査パートナー面談 その他（相談） PMDA ●

簡易相談 簡易相談 その他（相談） PMDA ●
医薬品治験届 その他（提出） PMDA ●
医療機器治験届 その他（提出） PMDA ●
再生医療等製品治験届 その他（提出） PMDA ●
医薬品輸出証明 その他（提出） PMDA ●
再生医療等製品輸出証明 その他（提出） PMDA ●
体外診断用医薬品輸出証明 その他（提出） PMDA ●
医薬品GLP その他（提出） PMDA ●
医療機器GLP その他（提出） PMDA ●
再生医療等製品GLP その他（提出） PMDA ●
医薬品安全性定期報告書 その他（提出） PMDA ●
医療機器安全性定期報告書 その他（提出） PMDA ●
治験薬安全性定期報告書 その他（提出） PMDA ●
治験機器安全性定期報告書 その他（提出） PMDA ●
治験製品安全性定期報告書 その他（提出） PMDA ●
再生医療等製品安全性定期報告書 その他（提出） PMDA ●

ー 医薬品使用成績調査報告及び計画書 その他（提出） PMDA ●
ー 医療機器使用成績調査報告及び計画書 その他（提出） PMDA ●
ー 再生医療等製品使用成績調査報告及び計画書 その他（提出） PMDA ●

医薬品リスク管理計画書 その他（提出） PMDA ●
医療機器リスク管理計画書 その他（提出） PMDA ●
再生医療等製品リスク管理計画書 その他（提出） PMDA ●

業者コード ー 業者コード その他（提出） PMDA及び都道府県 ●
化粧品 一括届出 認証・一変・届等 届出 都道府県 ●

輸出証明 ー

使用成績報告

リスク管理計画 ー

GLP ー

安全性定期報告 ー

相談

対面助言・事前面談
（治験相談）等

RS総合相談・RS戦略相談

先駆け総合評価相談

治験届 ー



審査系システムに係る申請・届出等オンライン化対応
開発業務調達仕様書

別添1 申請・届出オンライン化導入の範囲・目的等



■1 オンライン化の目的

正本として取り扱う提出物の媒体 正本の提出方法

現在 オンライン化 現在 オンライン化

申請
提出物
一式

申請書 鑑 紙 電子(PDF) 窓口又は郵送 オンライン

申請情報 紙 電子(PDF) 窓口又は郵送 ※1 オンライン

別紙類 紙 電子(PDF) 窓口又は郵送 ※1 オンライン

添付資料 紙 or 電子 電子(PDF等) 窓口又は郵送 ※1 オンライン

届出
提出物
一式

届 鑑 紙 電子(PDF) 窓口又は郵送 オンライン

届出情報 紙 電子(PDF) 窓口又は郵送 オンライン

別紙類 紙 電子(PDF) 窓口又は郵送 オンライン

添付資料 紙 or 電子 電子(PDF等) 窓口又は郵送 オンライン

※1 新医療用医薬品の申請に限り、オンライン提出が可能

医薬品・医療機器等の申請・届出で企業が行政当局に提出する各種文書は、基本的に紙媒体に印刷し、各企
業の会社印等を押印の上、窓口に持参または郵送にて提出する。行政当局においては、押印された紙媒体の文
書を申請書や届の正本として扱っている。この度、政府の「デジタルガバメント実行計画」に則り、行政当局は、電
子形式の申請書・届も「正本」として取り扱うこと、および企業が電子形式のままインターネットを介して申請書・届
等を提出できることを目的に本調達を実施する。



都
道
府
県
受
付
窓
口

P
M

D
A

受
付
窓
口

申請全般

新薬
新規・一変申請

FD様式の定めの
ない届出等

Word/XML/
PDF等届書作成

FD申請ソフト

申請書作成

FD申請ソフト

申請書作成

申請書類一式
収入印紙、原本類

届出書・申込書等

申請書鑑
収入印紙

申請電子データシステム
(Gateway)

伝送提出

届出全般 届出書類一式
FD申請ソフト

申請書作成

申請書作成方法・提出方法 原紙による提出物

■2 現在の申請・届出における課題について

申請・届出の種類

医療機器
PMDA向け
申請・届出

FD申請ソフト

申請書作成

申請書類一式
収入印紙、原本類

申請・届出書鑑、

別紙、収入印紙、
原本類

医療機器Web申請
プラットフォーム(DWAP)

申請書作成・伝送提出

課題①
ITシステムを利用した書類の

伝送提出が認められているの
は一部の申請に限られており、
基本的には、申請者は窓口提
出用の紙媒体印刷もしくは電
子媒体の作成が必要である。

課題②

全ての申請・届出で、郵送ま
たは窓口来訪にて、(種類の
違いはあるが)原紙での提出
を行う必要がある。



申請書作成方法・提出方法 原紙による提出物

申請全般

新薬
新規・一変申請

FD様式の定めの
ない届出等

Word/XML/
PDF等届書作成

FD申請ソフト

申請書作成

FD申請ソフト

申請書作成

届出全般

都
道
府
県
受
付
窓
口

P
M

D
A

受
付
窓
口

FD申請ソフト

申請書作成

■3 オンライン化導入により狙う効果

申請電子
データシステム

(Gateway)

伝送提出

申請・届出の種類

医療機器
PMDA向け
申請・届出

FD申請ソフト

申請書作成

申請・届出書鑑、

別紙、収入印紙、
原本類

医療機器Web申請
プラットフォーム(DWAP)

申請書作成・伝送提出

※本効果の実現には、収入
印紙等で支払う申請手数料
をオンライン決済対応する必
要があるが、その対応は本
業務では対象外である。

課題①への対応

提出行為がシステム化されて
いない申請・届出も、申請電子
データシステムで提出物のオ
ンライン提出を可とする。

(受付票を希
望する場合)

(受付票を希
望する場合)

Web完結
または

原紙提出物
大幅削減

(原紙提出物は
収入印紙・原本類程度)

課題②への対応

届出はオンラインで手続きを
完結、申請は窓口・郵送によ
る原紙提出を大幅に削減する。

※この提出経路への対応は
本業務では対象外。



申請企業
FD申請Webサイト

FD申請ソフト配布
厚生労働省

医療機器Web申請
プラットフォーム(DWAP)

PMDA
受付窓口

都道府県
受付窓口

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
(Gateway)

伝送提出
PMDA

審査・調査担当

都道府県
審査・調査担当

PMDA
手数料担当

PMDA
進捗・統計担当

施行・承認書発行

行政受付

申請内容確認

申請内容登録

FD手動取込

バリデーション

受付

対面助言・審査・調査

総合機構向機能

審査手数料管理

審査進捗管理

各種統計管理

審査記録

照会

調査記録

対面助言

文書管理

試験データ管理

審査用データ表示

FD申請ソフト

申請書作成 申請書作成・伝送提出

厚生労働省管理システム

医薬品医療機器総合機構管理システム

■4 現在の申請審査業務で使用するシステムの用途・機能概略図

PMDA管理
システム

厚労省管理
システム・ソフト

凡例

Gatewayの利用は新薬製販業者に限定。
提出物のオンライン提出が可能。

Gatewayの利用は新薬製販業者に限定。
提出物のオンライン提出が可能。

基本的に申請書はFD申請ソフトを利用

して作成する。医療機器関連申請・届出
に限りDWAPの利用が認められている。

Gatewayの利用は新薬製販業者に限定。
提出物のオンライン提出が可能。

いかなる申請・届出においても、現在は
窓口訪問または郵送による原紙での提
出がある。

現在オンライン提出が可能な提出物は、
受付システムであるPegasusに自動的に
連携される。



申請企業
FD申請Webサイト

FD申請ソフト配布
厚生労働省

医療機器Web申請
プラットフォーム(DWAP)

PMDA
受付窓口

都道府県
受付窓口

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
(Gateway)

伝送提出
PMDA

審査・調査担当

都道府県
審査・調査担当

PMDA
手数料担当

PMDA
進捗・統計担当

施行・承認書発行

行政受付

申請内容確認

申請内容登録

FD手動取込

バリデーション

受付

対面助言・審査・調査

総合機構向機能

審査手数料管理

審査進捗管理

各種統計管理

審査記録

照会

調査記録

対面助言

文書管理

試験データ管理

審査用データ表示

FD申請ソフト

申請書作成 申請書作成・伝送提出

厚生労働省管理システム

医薬品医療機器総合機構管理システム

■5 申請・届出オンライン化制度導入向けた主な改修内容

PMDA管理
システム

厚労省管理
システム・ソフト

凡例

Gatewayの利用は新薬製販業者に限定。
提出物のオンライン提出が可能。

Gatewayの利用は新薬製販業者に限定。
提出物のオンライン提出が可能。

基本的に申請書はFD申請ソフトを利用

して作成する。医療機器関連申請・届出
に限りDWAPの利用が認められている。

Gatewayの利用は新薬製販業者に限定。
提出物のオンライン提出が可能。

いかなる申請・届出においても、現在は
窓口訪問または郵送による原紙での提
出がある。

現在オンライン提出が可能な提出物は、
受付システムであるPegasusに自動的に
連携される。

改修ポイント①・
②の改修により、
届について必ず
しも窓口に訪れ
る必要がなくなる。

オンライン化に向けた
主な改修範囲

主な改修ポイント①：
Gatewayが取扱う企業向け様式をFD申請様式すべて、
およびPMDA向け提出様式の一部に拡大するため、
Gatewayの画面改修およびPegasusへの連携機能部
分の改修

主な改修ポイント②：
Gatewayの取扱様式拡大に伴うPegasusの受付機能

の改修およびオンラインによる申請者等との照会・回
答・差換え指示等を行えるようにするための改修等


