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１ 調達案件の概要に関する事項 

（１） 調達件名 

eCTD v4.0 導入に伴う新規システム構築に係る詳細設計及び開発等業務 

 

（２） 用語の定義 

表 １.１ 用語の定義 

用語 概要 

CTD 医薬品規制調和国際会議（ICH）で合意された、新医薬品の製造又は

輸入の承認申請に際して承認申請書に添付すべき資料の様式。コモ

ン・テクニカル・ドキュメント。 

eCTD CTD を申請者側から審査当局へ電子的に提出することを可能とする

「電子的・コモン・テクニカル・ドキュメント」。 

医薬品・医療機器申請・審

査システム 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律に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、PMDAの基幹業務処

理システム。通称「Pegasus」。 

新 eCTD ビューアシステム eCTD v3.2.2 での提出を受け入れ、各審査担当者の端末からの閲覧

に使用するPMDA のシステム。 

申請電子データシステム 申請企業からの申請電子データの電子的提出、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たシステム。 

既存システム 原則として、Pegasusおよび申請電子データシステムを指す。新eCTD

ビューアシステムを含む場合もある。 

 

（３） 調達の背景 

2015年 12 月の医薬品規制調和国際会議（以下、「ICH」という。）において、eCTD 

v4.0 が Step 4 に到達した。独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下、「PMDA」と

いう。）では、将来にeCTD v4.0 を用いた医薬品製造販売承認申請書に添付する資料

（CTD）の受付、審査等を開始するために、これらに対応するシステムを構築する。 

 

（４） 目的及び期待する効果 

PMDAでは、ICH の合意に基づき、2005年度よりeCTD v3 による申請を受け付けている。

現在、eCTD による承認申請は任意であるが、2020年度より申請電子データの提出対象とな

る新医療用医薬品の承認申請書に添付すべき資料については、原則eCTD形式で提出されるこ

ととされており、医薬品の承認申請に係る情報の電子化は着実に進められている。本業務に

おいて構築するeCTD v4.0 ビューアは、申請電子データシステムや医薬品・医療機器申請・
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審査システムと連携し、eCTD v3 と全く異なる技術仕様である v4.0 に対応するとともに、

現行のシステムと同等以上に審査業務効率化に資する機能及び性能を提供することを目的と

する。 

本業務は、eCTD v4.0 導入に伴う新規システム構築の「後期工程」として、主に詳細設計

から開発・製造および導入の各工程作業を委託するものである。（2020年度に実施する当該

工程作業をまとめて、以下、「後期工程」という。）また、2021年度にはeCTD v4.0の受付

開始に先駆けてパイロットテストの実施を予定しており、パイロットテストで顕在化した課

題や要望について2021年度中にシステムを改修する業務（以下、「パイロット後改修」とい

う。）も本業務に含まれる。なお、本業務の前段となる要件定義および基本設計工程は、

2017年度から2018年度にかけて行われた「eCTD v4.0 導入に伴う新規システム構築及び既存

システム改修に係る要件定義及び基本設計等業務」(以下、「前期工程」という。)にて、完

了しているが、一部の機能については基本設計の見直しが必要である。 

また、2022年度の承認申請品目からeCTD v4.0の受付を正式に開始することを予定してお

り、最速で2022年４月１日の５週間前からeCTD v4.0の提出を受け付ける必要が生じる可能

性があることから、2022年２月下旬にはeCTD v4.0の受付を開始できるようシステムを導入

する必要がある。 

 

（５） 業務・情報システムの概要 

新医薬品の製造販売承認申請に際し提出する eCTD v4.0の技術仕様については、以下を

参照すること。 

 平成 29年 7 月 5日付け薬生薬審発 0705 第 1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品

審査管理課長通知「電子化コモン・テクニカル・ドキュメント（eCTD）による承認

申請について」 

（https://www.pmda.go.jp/int-activities/int-harmony/ich/0037.html よりダウ

ンロード可能） 

 PMDA  eCTD v4.0 国内実装パッケージ 

（https://www.pmda.go.jp/int-activities/int-harmony/ich/0092.html よりダウ

ンロード可能） 

 ICH eCTD v4.0 Implementation Package  

（https://www.ich.org/page/ich-electronic-common-technical-document-ectd-

v40 よりダウンロード可能） 

PMDA が管理・運用する情報システムおよび本業務にて構築するシステムの概要につい

ては、本調達仕様書別紙、項 12 附属文書（2）に示す各種資料および「前期工程」の調達

仕様書の別添資料（https://www.pmda.go.jp/files/000220081.pdf）を参照すること。 

また、本調達で導入するシステムのインフラ基盤については、以下の調達内容を参照す

ること。 
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 審査系システムリプレイス業務（平成 31 年 1 月 31 日公示、平成 31 年 3 月 6 日開

札済み） 

（https://www.pmda.go.jp/procurements/public-bidding/general-competition/1204.html よ

りダウンロード可能） 

 

（６） 契約期間 

① 後期工程 

契約締結日から 2021 年 3 月 31 日まで 

② パイロット後改修 

2021年 4月 1日から 2022年 2月 28日まで 

  

https://www.pmda.go.jp/procurements/public-bidding/general-competition/1204.html
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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及び図 １-2に示す。なお、このスケジュ

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

PMDAと合意を得ること。 

 

図 １-1 2020年度後期工程 想定スケジュール 

 

 

図 １-2 2021年度パイロット後改修 想定スケジュール 
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２ 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 

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、表２．２の通り

である。ただし、表２．２に示す案件は想定であり、調達が確定したものではないことに留

意すること。なお、本調達と表２．１、表２．２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（既存契約） 

項番 調達案件名 調達の方式 実施時期 事業者名 補足 

1 eCTD v4.0 導入に伴う新

規システム構築及び既存

システム改修に係る要件

定義及び基本設計等業務 

一般競争入札 2017年 11月

から 2018年

10月まで 

NECソリュ

ーションイ

ノベータ株

式会社 

本調達における新規

システム開発業務

は、左記業務の成果

物である要件定義

書・基本設計書を元

に実施する。 

2 審査系システムリプレイ

ス業務 

一般競争入札 2019年 3月

から 2025年

3月末まで 

日本ユニシ

ス株式会社 

左記で調達した業務

で構築したインフラ

基盤上に、本調達で

開発するシステムを

導入する。 

 

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 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 

一般競争入札 2020年 4月から 2021

年 3月末まで 

本調達にて開発する新規

システムが連携する既存

システムの改修業務およ

びインフラ運用保守業務

等が左記調達の範囲に含

まれる。 

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 

一般競争入札 2021年 4月から 2022

年 3月末まで 

本調達にて開発する新規

システムが連携する既存

システムのインフラ運用

保守業務等が左記調達の

範囲に含まれる。 

3 eCTD v4.0 ビューア運用

保守業務 

一般競争入札 2022年 3月から 2023

年 3月末まで 

本調達で開発・導入した

システムを左記調達で本

番運用する。その結果と

して瑕疵が発見された場

合の改修対応が本調達に

含まれる。 
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３ 作業の実施内容に関する事項 

（１） 作業の範囲 

① 後期工程 

本業務は、「前期工程」で実施した要件定義・基本設計結果をもとに、eCTD v4.0

導入に伴い開発する新規システムの詳細設計から開発、導入までを行う。また、一部

の機能においては、基本設計の内容についても修正を行う。修正が必要な内容につい

ては、資料閲覧時に閲覧可能とする「後期工程からの変更点一覧」に示すので参考と

すること。なお本調達では、「前期工程」で設計した機能の一部については本業務の

開発対象外とする。本書別紙 3～5にて、開発対象となるシステムの具体的な機能範

囲を示す。前期工程の設計内容に不備が発見された場合、対応の要否や時期について

PMDAと協議し、双方の合意に基づき対応方針を決定すること。 

「前期工程」では、既存システムの改修と移行、インフラ設計等も範囲としたが、

これらの詳細設計以降の工程は、別途調達する「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」(以下、「審査系システム運用支援業務調達」という。)等で

実施する。 

 

② パイロット後改修 

本業務 2年目のパイロットテスト対応では、パイロットテストで見つかった課題や

申請企業からの要望について、必要に応じた改修を行う。改修範囲は PMDAと協議

し、合意の上で実施すること。またパイロットテスト期間中は、申請企業から提出さ

れたテスト用 eCTD v4.0データを PMDAが後期工程で導入するシステムに取り込んで

検証するため、円滑に業務を遂行できるようオフサイトにて PMDA からの問い合わせ

に対応すること。ただし、パイロットテスト期間中に不具合等が発生した場合は、必

要に応じてオンサイトにて迅速な対応を行うこと。 

 

（２） 作業の内容 

① 実施計画 

ア プロジェクト実施計画書の作成 

ア－1 受注者は、少なくとも以下を含むプロジェクト実施計画書を作成し、キック

オフの 2 営業日前までに PMDAの承認を受けること。 

 

●目的 

●目標 

●期間 

●範囲 

●体制及び作業分担 
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●成果物一覧 

●マスタ・スケジュール 

●進捗管理要領 

●工程管理要領 

●課題・To Do 管理要領 

●コミュニケーション管理要領 

●文書管理要領 

●リスク管理要領 

●セキュリティ管理要領 

●品質管理要領 

●変更管理要領 

 

ア－2 受注者は、プロジェクト実施計画書の一部として、Work Breakdown 

Structure （以下、「WBS」という。）を作成し、本業務における全タスク

を一覧化及びガントチャート化すること。WBS の初版作成時は、以下に留意

すること。 

· WBS 上のタスクは進捗とともに増減して差し支えないが、プロジェク

ト実施計画時点に認識される最も細かな粒度を意識し、これらを適切

に管理できるよう作成すること。 

· WBS 及びガントチャート作成にあたり、PMDA による文書等のレビュー

は、過度に重複して同期間に発生させないこと。 

 

② 詳細設計  

ア 詳細設計 

ア－1 受注者は、「前期工程」で行われた要件定義・基本設計を元に、システムア

プリケーションの詳細設計を行い、成果物について PMDA の承認を受けるこ

と。なお、「前期工程」の基本設計には、機能設計および非機能設計が含ま

れるため、どちらも満たすように、詳細設計を行うこと。 

ア－2 受注者は、詳細設計を行うにあたり、「前期工程」の基本設計とトレーサビ

リティを確保すること。 

ア－3 受注者は、本業務で開発する新規システムと関係する既存システムとのイン

ターフェースを設計すること。なお、設計にあたっては、既存システムの現

在の仕様を考慮すること。 

イ 運用設計 

イ－1 受注者は、運用設計を行い、情報システムの次期更改までの間に計画的に発

生する作業内容、その想定される時期等を取りまとめた中長期運用計画の案

を作成し、PMDAの確認を受けること。 
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イ－2 受注者は、運用開始後に想定される定常時における月次の作業内容、そのス

ケジュール、障害発生時における作業内容等を取りまとめた運用計画の案を

作成し、PMDAの確認を受けること。 

 

③ 製造・テスト 

ア 製造 

ア－1 受注者は開発に当たり、アプリケーションプログラムの開発又は保守を効率

的に実施するため、プログラミングルールを定めた標準（標準コーディング

規約、セキュアコーディング規約等）を定め、PMDAの確認を受けること。 

ア－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。 

ア－3 既存システム側に搭載するインターフェースの製造は、本業務受注者ではな

く、「審査系システム運用支援業務調達」受注者が担当する。 

イ テスト 

イ－1 受注者は、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。 

イ－2 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。 

イ－3 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。 

イ－4 項 1(7) 作業スケジュール で示す結合テスト及び総合テストについては、

PMDA環境内に構築されたインフラに受注者がアプリケーションのリリースお

よび各種設定を行った上で実施すること。 

イ－5 既存システムとの結合テストを実施する際は、「審査系システム運用支援業

務調達」受注者と適宜協力して実施すること。なお結合テストは、それぞれ

の受注者が各自のシステムにおいて必要な観点で実施することを想定してい

る。 

イ－6 総合テストは、非機能要件および本業務で作成する操作マニュアルのテスト

も含めること。 

イ－7 テスト工程においても、各設計段階の機能 ID等との紐づけによるトレーサ

ビリティを確保すること。 
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④ パイロットテスト期間中の問合せ対応 

ア 問合せ対応 

ア－1 受注者は、パイロットテスト期間中に生じる PMDAからの問合せに対応する

こと。問合せの対象は、事前に指定する PMDAの担当者数名のみとし、パイ

ロットテストに参加する申請企業等は対象外とする。 

ア－2 問合せの受付時間は、原則として平日 9時 30分から 18時までとする。詳細

は契約後に PMDAと協議の上、決定する。 

ア－3 問合せの応答時間は、原則として一時間以内に一次応答し、遅くとも 3営業

日以内に業務継続可能となるよう一次対応を実施すること。 

 

⑤ パイロット後改修 

ア パイロット後改修 

ア－1 受注者は、パイロットテスト期間中に発見された課題や改修要望等に対応す

ること。改修範囲と内容は、PMDAと協議し合意の上決定する。 

ア－2 パイロット後改修の作業規模は、作業工数として最大 20 人月を想定してい

る。なお、初年度開発の作業内容に係る瑕疵と判断される不具合について

は、当該作業工数を消費せずに対応すること。 

ア－3 改修作業にあたっては、上記②および③の記載に準拠すること。 

ア－4 パイロット後改修の作業規模を見積もる際は、20人月の工数を使用せず対応

すること。また、見積もりにおいては、修正する箇所のみの見積もりだけで

なく、影響する機能についても調査を行い、見積もり算定を行うこと。 
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⑥ 導入 

ア 準備 

ア－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。 

ア－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。 

ア－3 導入作業は、あらかじめ日程を PMDAと協議のうえ決定し、作業すること。 

イ 導入作業 

イ－1 受注者は、検証用環境及び本番環境にシステムアプリケーションを導入する

こと。その際、必要に応じて既存システムの改修業務を実施する「審査系シ

ステム運用支援業務調達」受注者と協同して導入作業を実施すること。 

イ－2 なお、後期工程時は既存システムと連携する結合テスト、総合テストは検証

用環境にて行い、性能テスト等は当該システムにおいて独立して稼働する機

能のみ本番環境で実施すること。 

イ－3 パイロット後改修の内容は、検証環境に導入して結合テスト、総合テストを

実施した後、本番環境に導入すること。また本番導入の際には、必要に応じ

て性能テスト等非機能要件の検証を実施すること。 

イ－4 受注者は、作成した導入計画書及び導入作業手順を元に、本番導入作業のリ

ハーサルを行い、手順に問題が無いことを確認すること。 
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⑦ 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および PMDA職員向けのシ

ステム操作説明会開催について、スケジュールおよび実施方法、配布資料の

種類及び構成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。 

イ－2 操作マニュアルは、後期工程終了時までに作成し納品すること。パイロット

後改修に伴うマニュアル修正は、パイロット後改修工程終了時までに納品す

ること。 

ウ PMDA職員向け説明会 

ウ－1 受注者は、説明会に使用する資料を作成し、PMDAの承認を受けること。 

ウ－2 受注者は、本業務で開発するシステムアプリケーションについて、ユーザと

なる PMDA職員向けに説明会を開催し、操作方法等を説明すること。なお、

説明会は、1 回あたり 30～50 名で、計 10 回から 15 回の開催を想定する。 

ウ－3 受注者は、説明会の実施時に挙がった要望・問題・課題などを整理し、対応

の要否を PMDAと協議すること。また本業務内では対応しないこととした要

望等については、本業務翌年度に実施予定の「eCTD v4.0 ビューア運用保守

業務」調達受注者に対し、整理結果を引き継ぐこと。 

ウ－4 説明会は、パイロット後改修工程にて、改修後の内容を踏まえて実施するこ

と。 

 

⑧ 受入試験 

ア 実施支援 

ア－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。 

ア－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。 

ア－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。 

ア－4 PMDAが実施する受入試験では、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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⑨ 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、検収対象となる初年度の納品物は 2021

年 3月 18日まで、2年目の納品物は 2022年 2月 14日までに 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。 

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。 

 

⑩ 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。 

· 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。 

· 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。 
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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。 

イ 「審査系システム運用支援業務調達」受注者との調整 

イ－1 本業務は、システムアプリケーションの新規開発が主な範囲であり、アプリ

ケーションを搭載するインフラ構築および関係を持つ既存システムのアプリ

ケーション改修は、「審査系システム運用支援業務調達」の受注者が担当す

る。そのため、外部インターフェースやインフラ等の詳細設計、結合試験や

総合試験、導入などの各工程において、本業務の受注者と「審査系システム

運用支援業務調達」受注者の間で、必要に応じて各種調整を行うこと。具体

的には、新規開発する際に出力されるログに対して Logstorageにてタグ付

けを行う際に「審査系システム運用支援業務調達」の受注者へタグ付けする

範囲等を提供することや、新規に構築するために必要な通信経路や通信する

ために必要な From・To・プロトコルなどを提示すること、メール送信機能を

実現する場合の調整や新たに監視すべき対象の調整、バックアップ対象の明

確化や ActiveDirectoryに登録するユーザやユーザグループ、グループポリ

シーなどの調整等が想定される。基盤は既存のものを利用することになる

が、通常システム構築する際に必要な情報提供および調整が発生するため留

意すること。 
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⑪ 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、レビュー継続不可と PMDA担当者が判断する

場合。 

● 運用保守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おいて、会議開催から 2 営業日以内に当該

会議における決定事項及び当該会議において発生又は確認された双方の宿題

事項について PMDA と電子メールにて共有すること。 

イ－2 本業務におけるあらゆる会議体において、会議開催から 4 営業日以内に上記

イ－1 に示す決定事項及び宿題事項を含む議事録案を作成し、PMDA のレビ

ューを受け、10 営業日以内に PMDA の承認を得ることを目指すこと。 

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、eCTD v4.0 ビューアに関連

する既存システムの仕様を理解する。 

● 新 eCTD ビューアシステム 

● eCTD 検証ツール 
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● 医薬品・医療機器 申請・審査支援システム（通称「Pegasus」） 

● 申請電子データシステム 

ウ－2 受注者は、本書別添及び契約時に PMDA 担当者より提供される文書に加え、

以下の文書等を精読し、eCTD の仕様及び審査業務を理解する。また、以下

の文書に改正版がある場合、それらも含めて精読すること。 

 

CTD 関連文書等 

● 平成 13 年 6 月 21 日付け医薬審発第899号「新医薬品の製造又は輸入の承

認申請に際し承認申請書に添付すべき資料の作成要領について」 

 

eCTD 関連文書等 

● 平成 15 年 6 月 4 日付け医薬審発第0604001 号「コモン・テクニカル・ド

キュメントの電子化仕様について」 

● 平成 16 年 5 月 27 日付け薬食審査発第0527004 号「コモン・テクニカル・

ドキュメントの電子化仕様の取扱いについて」 

● 平成 17 年 6 月 29 日付け薬機発第0629005 号「電子化コモン・テクニカ

ル・ドキュメント（eCTD）の取り扱いについて」 

● ICH ESTRI ページ（http://estri.ich.org）にある「eCTD v3.2.2」「STF」

「eCTD v4.0 Step 4」「Submission Format Spec」配下に掲載されている全

ての文書及び情報 

● 平成 29 年 7 月 5 日付け薬生薬審発第0705 号「電子化コモン・テクニカ

ル・ドキュメント（eCTD）による承認申請について」 

● PMDA ICH-M8 eCTD ページ 

（https://www.pmda.go.jp/int-activities/int-harmony/ich/0037.html）に

掲載されている全ての文書及び情報 

● PMDA eCTD 国内情報提供ページ 

（https://www.pmda.go.jp/int-activities/int-harmony/ich/0009.html） 

にある「国内 eCTD Q&A」「eCTD 国内運用に関する参考資料」「eCTD 審査用

PC 環境」及び「eCTD v4.0 国内実装パッケージダウンロードページ」配下に

掲載されている全ての文書及び情報 

 

次世代審査関連文書等 

● PMDA 次世代審査・相談体制についてのページ 

（http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/p-

drugs/0003.html）にある「関連通知等」「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」「申請電子データ ポータルサイトに関する情

報」配下に掲載されている全ての文書及び情報 
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ウ－3 受注者は、上記ウ－1 及びウ－2 に示す情報を理解するにあたり不明・疑問

点がある場合は、PMDA 担当者と質疑応答の場を設け、キックオフまでに可

能な限り理解を深めること。なお、質疑応答の場は、1回あたり最大 2時間

設けることとし、複数回行う必要がある場合は、最短で 2 営業日間隔を空け

て設けるものとする。 

ウ－4 受注者の体制に含まれる要員のうち、本業務を遂行するにあたり eCTD v4.0 

について理解を深める必要がある者は、キックオフまでに PMDA 担当者から

の講義を受講すること。講義は最長で 10 営業日の間に平均して 90 分/日の

長さで開催することを想定している。 

 

エ 引継ぎ 

エ－1 受注者は、本業務翌年度に実施予定の「eCTD v4.0 ビューア運用保守業務」

調達受注者に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等

の協力を行うこと。時期は、2022年 2月を想定している。 

 

（３） システム資産簿登録に係る作業 

 受注者は、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） ソフトウェアサポート期限 

（イ） ソフトウェアライセンス 

（ウ） ソフトウェア名称 

（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、 

品質管理要領、変更管理要領） 

契約締結日

から 

2週間以内 
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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 

2 詳細設計 

・開発 

・基本設計書（※1） 

・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 

・コーディング規約 

・トレーサビリティマトリクス 

1回目：

2021年 3

月 18日 

2回目： 

2022年 2

月 14日 

※1 修正が発生した箇所

のみ 

3 テスト 
(※2) 

・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(※3) 

1回目：

2021年 3

月 18日 

2回目： 

2022年 2

月 14日 

※2 結合・総合各テスト

を想定 

 

 

 

※3 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 

・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 

1回目：

2021年 3

月 18日 

2回目： 

2022年 2

月 14日 

 

5 教育 ・操作マニュアル（管理者） 

・操作マニュアル（ユーザ向）(※4) 

 

1回目：

2021年 3

月 18日 

2回目： 

2022年 2

月 14日 

※4 一般ユーザ用マニュ

アルは、権限等に応じ

て、複数のサブセット版

を作成する 

  ・教育計画書(※5) 

・PMDA 職員向け説明会資料(※5) 

・教育作業結果報告書等(※5） 

・FAQ(※5) 

2022年 2

月 14日 

※5 2020年度（後期工

程）は納品物に含める必

要はない 

6 運用保守 ・運用手順書 

・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(※6) 

1回目：

2021年 3

月 18日 

2回目： 

2022年 2

月 14日 

 

 

※6 構築したシステムで

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 

7 その他 ・プロジェクト実施報告書 

・打合せ資料(※7) 

・議事録(※7） 

・機密情報受理管理簿(※7) 

1回目：

2021年 3

月 18日 

2回目： 

 

※7 必要に応じて随時提

出とするが、納入成果物

一式に含めること 
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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 

・データ消去証明書 

・開発に係る中間成果物(※7) 

・瑕疵担保責任対応に係る保有情報

の一覧（※7） 

2022年 2

月 14日 

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

と。 

 

② 納品方法  

後期工程において、表 ３.１の納入成果物を含む全ての納入成果物（データ消去証明書や、

教育に係る資料等の特記された例外の成果物を除く）を 2021年 3月 18 日までに納品するこ

と。またパイロット後改修において、2021年度に実施した作業にて修正または追加した納入

成果物を 2022年 2月 14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 Office2016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、

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等のライセンス及びメディアを本業務実施翌年度から

原則として 5 年間分、納入すること。納入が不可能な場合、使用前に PMDA に相談

し承認を得ること。 

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、VMware ESX Server 6.7



 

19 

 

 

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のライ

センス費用は、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、本書別項および以下で定める要件を満たすこと。 

・「eCTD v4.0 導入に伴う新規システム構築及び既存システム改修に係る要件定義及び基

本設計等業務」(前期工程) 2018年 10月 12日 付 基本設計書 

ただし、「審査系システム運用支援業務調達」受注者が実施する範囲については不要で

ある。 

具体的な範囲については、本書別紙にて示す。 

また、非機能要件については、要件定義書および基本設計書の内容を参照すること。 

  



 

20 

 

 

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。 

 

（３） 作業場所 

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

は日本国内で PMDAの承認した場所で作業すること。 

② 受注業務で用いるサーバ、データ等は日本国外に持ち出さないこと。 

③ PMDA内での作業においては、必要な規定の手続を実施し承認を得ること。 

④ なお、必要に応じて PMDA職員は現地確認を実施できることとする。 
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（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

関し申請を行い、PMDAの承認を得ること。また受注者は、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。 

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

を行うこと。 
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⑪ 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。 

⑫ 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 10 年間に渡り、PMDA 及び 

PMDA が契約する業者等による無償利用を保障すること。 

 

（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）  

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）  

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
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ること。「PMDA 情報セキュリティポリシー」の開示については、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

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。 
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（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。 

⑤ 「前期工程」において 2018 年 8 月に開催した「eCTDv4.0導入に伴う新規システム

構築及び既存システム改修に係る要件定義及び基本設計等業務の成果物に係る説明

会及び質疑応答会」（以下、「説明会及び質疑応答会」という。）に参加、または

「説明会及び質疑応答会」の録画映像を視聴し、その内容を十分理解しているこ

と。なお、映像視聴希望者は、PMDA に希望の旨を項 13 の連絡先に申し出ること。 

⑥ PMDA にて「前期工程からの変更点一覧」の資料を閲覧し、内容を十分理解してい

ること。 

 

（２） 入札制限 

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

ない。 

① PMDAの CIO 補佐が現に属する、又は過去 2年間に属していた事業者等  

② 各工程の調達仕様書の作成に直接関与した事業者等  

③ 設計・開発等の工程管理支援業者等 

④ ①～③の親会社及び子会社（「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則」（昭和 38年大蔵省令第 59号）第 8条に規定する親会社及び子会社をいう。以

下同じ。） 

⑤ ①～③と同一の親会社を持つ事業者 

⑥ ①～③から委託を請ける等緊密な利害関係を有する事業者 
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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受注後速やかに実施計画書に添

付して提出し、PMDA の承認を受けること。   

ア PMDAから提供する情報の目的外利用を禁止すること。 

イ 受注者側の情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制が整備されているこ

と。 

ウ 本業務の実施にあたり、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り、PMDAの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。  

エ 受注者の資本関係の情報、役員等の情報、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、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。その他の具体的な情報

提供内容については PMDAと協議の上、決定するものとする。  

オ 情報セキュリティインシデントへの対処方法（対処手順、責任分界、対処体制、

対応時間、情報伝達時間・手段等）が確立されていること。  

カ 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。  

キ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、その原因について調査・排除

するため、PMDAによる追跡調査や立ち入り検査等について連携・協力する体制が

構築できていること。また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。 

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

めに、PMDA が必要と判断した場合は、速やかに情報セキュリティ監査を受入れる

こと。  

ケ 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上記ア～クに関する事項を

記載した情報セキュリティ管理計画書を作成し PMDAの承認を得ること。  

コ PMDAから要保護情報を受領する場合は、予め PMDAと合意した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。  

サ 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。  

シ 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。 
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（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。 

 

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（本調達における工数全体

の 20分の 1以下を目安とし、PMDAが事前に承認したもの）であった機能に係

るソフトウェア要件定義等業務 
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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」の要件を満たしていることに

ついて証明する書面（※）を、「再委託に関する承認申請書」に添付して提出し、

PMDAの承認を受けること。 

※情報セキュリティに関する管理体制と管理基準、社内規程が整備されている事実

を証明する書面。例として、体制図、社内規程、ISO認証、外部監査実績等。 

・ 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、その原因について調査・

排除するため、PMDAによる追跡調査や立ち入り検査等について連携・協力する体制

が構築できていること。またそ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。 
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１１ その他特記事項 

（１） 環境への配慮 

環境への負荷を低減するため、以下に準拠すること。 

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

に関する法律（グリーン購入法）」に基づいた製品を可能な限り導入すること。 

 

（２） その他 

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

その方針に従うこと。 

 

１２ 附属文書 

（１） 調達仕様書 別紙 

別紙 1 eCTD v4.0 導入に関係するシステムの概要一覧 

別紙 2 eCTD v4.0 導入に関係するシステムの関連図 

別紙 3 本調達対象 PMDA業務一覧 

別紙 4 本調達対象システム構築範囲図 

別紙 5 本調達対象開発機能一覧 

 

（２） 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 「前期工程」要件定義書 

閲覧資料 5 「前期工程」基本設計書 

閲覧資料 6 「前期工程」その他文書 (「説明会及び質疑応答会」文書等) 

閲覧資料 7 前期工程からの変更内容一覧 

閲覧資料 8 新 eCTDビューアシステム設計書一式 

閲覧資料 9 申請電子データシステム設計書一式 

閲覧資料 10 医薬品等申請・審査等システム設計書一式 

閲覧資料 11 eCTDおよび関連システム講習会 教材(※) 

※eCTD および関連システム講習会については、以下を参照のこと。 

(https://www.pmda.go.jp/int-activities/int-harmony/ich/0091.html) 

上記閲覧資料は、入札説明会に参加した事業者のうち、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。 
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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 

齋藤 亮 

電話：03 (3506) 9438 

Email：saito-ryo●pmda.go.jp（※迷惑メール対策をしているため、●を半角

のアットマークに置き換えてください） 

 



eCTD v4.0 導入に伴う新規システム構築
に係る詳細設計及び開発等業務

eCTDv4.0導入に関係するシステムの概要一覧

(独)医薬品医療機器総合機構

Copyright 2019 （独）医薬品医療機器総合機構

別紙1 All the contents are subject to change

無断複製・転載を禁ず



■本調達にて開発するシステム・ツール

システム 主なユーザ 想定する役割・機能概要 関係するシステム

1 eCTD審査システム PMDA 職員 ・eCTDが提出された全ての品目を一覧化し、ユーザが指定する品目について、eCTD
v3.2.2 ビューアまたはeCTD v4.0ビューアを呼び出すことで、eCTDを表示する。
・eCTD受付番号やUUID/OIDといったeCTD v4.0特有の値を管理し、発行などを行う。
・eCTD v4.0のバリデーションルールを管理し、申請電子データシステムからの依頼や当
システムでのeCTD取込処理において、eCTD v4.0のバリデーション処理を実施する。
・eCTDが提出された特定の品目について、専門協議設定ができる機能を提供し、専門
協議用のHTMLファイルを出力する。

・申請電子データシステム
・Pegasus
・eCTD v3.2.2/v4.0 ビューア
・専門協議システム

2 eCTD v4.0 ビューア PMDA 職員 ・ユーザ(PMDA審査員)がブラウザで簡易に申請資料を閲覧できるよう、eCTD v4.0 を整
形された状態で公開する。
・既存のeCTD v3.2.2 ビューアと同等の機能・画面構成を備えつつ、eCTD v4.0独自の仕
様に対応する。
・eCTD v4.0 特有の UUID/OID 値が eCTD審査システムで管理されるため、単にeCTDを
表示するだけでなく、他システム連携の機能が必要である。
・提出されたeCTD v4.0 が「試験データ」を含む場合、eCTD部と試験データ部を正しく組
み合わせて、ユーザに表示する。

・eCTD審査システム
・Pegasus
・申請電子データシステム

3 eCTD 検証ツール
(eCTD v4.0 用)

申請者(製薬企業等) ・申請者側が作成したeCTD v4.0をPMDAに提出する前にオフラインで検証できるよう、
PMDAが提供するツール。
・eCTD審査システムのバリデーション機能のうち、オフラインで検証できるルールのみ
を抽出し、ツール化したもの。

単独で動作する。

Copyright 2019 （独）医薬品医療機器総合機構

All the contents are subject to change



システム 役割・機能概要 eCTD v4.0 導入に伴う改修内容
(本調達範囲外)

関係するシステム

1 新eCTDビューアシステム

開発：富士ゼロックス社 (2006)
主な改修：NRI社 (2011)
運用保守：日本ユニシス社

審査員がeCTDを閲覧する際に使用するシステ

ム。審査員は、本システムの一覧から品目を選
択し、下記1-a機能により、eCTD を閲覧する。
eCTD v3.2.2のみ対応している。

機能面の開発・改修要件は無し。
本システムは、eCTD v3.2.2専用のシステムとして
継続使用する。

品目情報の同期をPegasusと日次で
行っている。
認証はActiveDirectoryを使用する。

1-a eCTD v3.2.2ビューア 企業より提出された eCTD v3.2.2をブラウザに
表示するためのeCTDビューアシステムに含ま
れる機能部分である。
eCTDのツリー表示およびPDFなどの添付資料

の表示、添付資料へのコメント・マーキング付与
機能を持つ。

機能面の開発・改修要件は無し。
eCTD v3.2.2専用の表示機能として継続使用する。
現時点ではInternetExplorer11に対応するための
改修が必要と想定している。

eCTDを閲覧するにあたり、以下のシ
ステムから直接呼び出される。
・Pegasus
・申請電子データシステム
・eCTD審査システム

1-b eCTD v3.2.2取込ツール 企業より提出されたeCTD v3.2.2に対し、バリ
デーションの実行とeCTDビューアシステムへの
取込を行う、eCTDビューアシステムに付属する
クライアントツールである。
取込まれたeCTDファイル群はファイルストレー
ジに格納され、品目情報をeCTDビューアシステ
ムの品目管理データベースに登録する。
申請電子データシステムにてeCTD v3.2.2を提
出する際に呼び出され、上記処理を実行する。
手動での起動・実行も可能。

eCTD v3.2.2 バリデーション仕様の一部変更を予

定している。その他、一部設定変更の必要が発
生する可能性がある。
本ツールは、eCTD v3.2.2専用の取込ツールとし
て継続使用する。

申請電子データシステムに呼び出さ
れて、処理を行う。

1-c eCTD v3.2.2 出力ツール eCTD v3.2.2を専門協議で公開するため、XML
からHTMLに変換処理を行う、eCTDビューアシス
テムに付属するクライアントツールである。

手動で起動し、品目を指定することで変換処理
を行う。

機能面での開発・改修要件は無いが、出力先の
変更など一部設定変更の必要が発生する可能
性がある。
eCTD v3.2.2専用の出力ツールとして継続使用す
る。起動方法も手動のままとする。

単独で動作する。

■eCTDv4.0導入に関係する既存システム(1/2)

Copyright 2019 （独）医薬品医療機器総合機構

All the contents are subject to change



システム 現在の役割・機能概要 eCTD v4.0 導入に伴う改修内容
(本調達範囲外)

関係するシステム

2 eCTD検証ツール
(eCTD v3.2.2 用)

申請企業向けのクライアントツール。
PMDAにeCTDを提出する前に、企業内でeCTD構

成に問題が無いかを自主的に確認するためのク
ライアントツールである。

eCTD v3.2.2 バリデーション仕様の一部変更を予
定している。(eCTD v4.0対応は別のツールを開発
することとする。)

単独で動作する。

3 医薬品・医療機器申請審査
システム (Pegasus)

開発：日本ユニシス社(2014)

申請審査業務において、基幹となるシステム。
PMDAに申請された新薬・医療機器などの品目お
よび審査進捗の管理を行う。

審査員は審査ステータスや照会事項、面談実績
等、審査に関わる情報をこのシステムに更新する。

改修により、以下の機能を追加する。
・eCTD審査システムとの連携
・eCTD v4.0 ビューアシステムとの連携

・申請電子データシステム
・eCTD審査システム
・eCTD v3.2.2/v4.0 ビューア

認証は、ActiveDirectoryを使用する。

4 申請電子データシステム
(Gateway)

開発：富士通社(2016)

申請企業の伝送提出窓口となるシステム。申請企
業は、このシステムに申請書やeCTD/試験データ

をアップロードすることで申請を行う。提出された
eCTD/試験データのバリデーション処理も実施する。

現在の通知では、新薬申請にのみ本システムを
使用できる。

改修により、以下の機能を追加する。
・eCTD受付番号管理機能の追加
・eCTD v4.0ビューアシステムとの連携
・eCTD v4.0 UUID/OID 管理機能の追加
・バリデーションルール変更機能の追加 等

・Pegasus
・eCTD審査システム
・eCTD v3.2.2/v4.0 ビューア

認証は、ActiveDirectoryを使用する。

5 ストレージ 主にeCTD、試験データを保管することを目的とし
たファイルストレージ。
申請電子データシステム・eCTDビューアシステム
など各システムから共有的に利用される。

新規システムの開発内容および既存システムの
改修内容により、必要に応じて、保管領域を変更
する。

6 専門委員用eCTDデータ閲覧
システム

インターネットを通して外部の専門員に添付資料
を公開するためのシステム。

専門員ごとにリモートデスクトップ機能を提供し、
ストレージ上の閲覧用eCTDファイルをブラウザを
通して表示する。

改修無し ・eCTDビューアシステム
・eCTD審査システム

■ eCTDv4.0導入に関係する既存システム(2/2)
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eCTD v4.0 導入に伴う新規システム構築
に係る詳細設計及び開発等業務

eCTDv4.0導入に関係するシステムの関連図

(独)医薬品医療機器総合機構
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■現行システム関連図

申請電子データシステム
+Pinnacle21

専門委員用eCTD
データ閲覧システム

Pegasus

製薬企業

検証ツール
v3.2.2

申請者

オンライン
申請

メディア提出申請

・FDファイル取得

審査担当

外部専門家

・オフライン専門協議
メディア送付/返却

・オンライン協議
用コンテンツ出力

申請予告

eCTD受付
番号発番

関連システム

凡例

・専門協議開始連絡

Internet

ストレージ

・審査状況参照

・審査進捗更新
・外部専門員登録・更新

・オンライン
専門協議
資料閲覧

1. eCTD表示(正本/非正本)
・品目情報取得(Pegasus)
・eCTDコンテンツ取得(ストレージから)
・コメント機能
2.eCTD受付番号管理
3.ビューアシステムアカウント管理
4.バリデーション(eCTD v3.2.2)

eCTDビューアシステム

・申請予告品目情報

1. 申請予約
・ eCTD申請予告品目管理
2. 申請受付
・バリデーション(試験データ)
・ストレージへの添付資料格納
・ FD申請書連携
3. 試験データ表示機能

・審査品目情報
・機構内ユーザ情報
・外部専門員情報

1. eCTDコンテンツ保管
(ビューアシステム用)
2. 試験データ保管
- CDISC
-その他

1. 外部専門員管理
2. 機構内ユーザ管理
3. 審査品目管理

・品目管理
・コメント情報
・ユーザ管理

・審査資料読出し
・審査資料公開

機能概要

DB管理項目

審査業務部

Internet

・オフライン協議
用コンテンツ出力

・オンライン専門協議案内

Active
Directory 外部専門員情報

・eCTDコンテンツ
(試験データ含)原本
・eCTDコンテンツ審査用

(XMLファイル)

保管ファイル

ヘルプデスク

・ログイン認証

・eCTDコンテンツ読出

専門協議用
ファイル出力
ツール（v3.2.2
出力ツール）

eCTDv3.2.2
取込ツール

・eCTDコンテンツ出力

・eCTD取込指示

・品目登録

・eCTD受付番号発番依頼

・ログイン認証

・eCTD参照

・eCTD取得

eCTD担当

・出力指示

・eCTDコンテンツ専門協議
(HTMLファイル)

・eCTD受付番号発番
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■eCTD v4.0 導入時点システム関連想定図

申請電子データシステム
+Pinnaccle21

Pegasus

製薬企業
検証
ツール
v3.2.2

申請者

オンライン
申請

メディア提出申請

審査担当

外部専門家

・オフライン専門協議
メディア送付/返却

申請予告

eCTD受付
番号発番

新規開発システム・
ツール（本調達範囲）

関連システム
(別調達にて改修)

凡例

Internet

・eCTD v4.0/
試験データ保存
・試験データ読取

既存フロー

新規フロー

・職員情報参照
・申請品目情報参照
・相談情報連携

・審査進捗更新
・外部専門員登録・更新

・専門協議
資料閲覧

・申請予告品目情報
・eCTD受付番号情報
・UUID管理
・OID管理

1. 申請予約
・ eCTD (v4.0) 受付番号管理
・ eCTD申請予告品目管理
2. 申請受付
・バリデーション(試験データ/v4.0)
・ストレージへの添付資料格納
・ FD申請書連携
3. 試験データ表示機能
4. UUID/OID管理

・審査品目情報
・機構内ユーザ情報
・外部専門員情報

1. 外部専門員管理
2. 機構内ユーザ管理
3. 審査品目管理

機能概要

DB管理項目

eCTD担当等 ・eCTDv4.0
取込

eCTDが窓口提
出された場合

審査業務部

・オンライン専門協議案内

ストレージ
1. eCTDコンテンツ保管
(ビューアシステム用)
2. 試験データ保管
- CDISC
-その他

・eCTDコンテンツ
(試験データ含)原本
・eCTDコンテンツ審査用

(XMLファイル)
・eCTDコンテンツ専門協議

(HTMLファイル)

保管ファイル

・eCTDコンテンツ読取

1. eCTD受付番号管理
2. eCTD取込+バリデーション
3. eCTD公開管理
4. 審査品目一覧表示
5. 専門協議用eCTD(v4)出力

・eCTD品目情報
・eCTD受付番号

eCTD審査システム

eCTDv4.0 ビューア
1. eCTD表示
(eCTD + 試験データ)
2. コメント管理
3. オフライン出力機能

・コメント管理

・職員情報参照

・申請予約
情報参照

・eCTD表示画面
呼出

・試験データ表示機能呼出

・eCTD v4.0保存

・専門協議用
eCTD(v3.2.2)出力
指示

v3.2.2出
力ツール

検証
ツール

v4.0

eCTDv3.2.2 ビューア
1. eCTD表示
2. コメント管理・コメント管理

現行eCTD v3.2.2
ビューアシステム

・eCTD表示画面呼出

v3.2.2取
込ツール

・eCTD v3.2.2保存
eCTDビューア
システム

1. eCTD v3.2.2受付番号管理
・受付番号

・eCTD (v3.2.2) 受付番号
払出依頼・eCTD (v3.2.2)取込

Active
Directory 職員

・シングルサインオン認証

・FDファイル取得
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・eCTD受付番号取得

・専門協議
設定

・eCTD閲覧
・専門協議用
eCTD(v4.0)出力指示

・UUID/OID情報
参照

専門委員用eCTD
データ閲覧システム

・審査資料読出し
・審査資料公開・eCTDコンテンツ専門協議

(HTMLファイル)

V
P

N

サ
ー
バ

Internet

eCTDv4.0ビューイングシステム

・eCTDv4.0取込

Active
Directory

外部専門員
情報



別紙3　本調達対象PMDA業務一覧

作業対象
×

対面助言・事前面談 等 ×
先駆け総合評価相談 ×
RS総合相談・RS戦略相談 ×
特区医療機器戦略相談 ×
その他の相談 ×

新医薬品 ○
ジェネリック医薬品 ○

×
×
×
×
×
×
×

その他（※） ○
MF登録申請 ×

×
×
×
×
×
×

※承認申請には直接紐づけることなく、eCTD審査システムに直接取り込んで閲覧可能とするもの

レギュラトリーサイエンス推進業務

信頼性保証業務
GMP/QMS/GCTP等の調査業務
基準作成調査業務

安全対策業務
国際関係業務

承認審査業務

業務内容
健康被害救済業務

相談業務審査関連業務

医薬部外品
医療機器
体外診断用医薬品
再生医療等製品
HIV事前評価

医療用医薬品

一般用医薬品
要指導用医薬品



eCTD v4.0 導入に伴う新規システム構築
に係る詳細設計及び開発等業務

本調達対象システム構築範囲図

(独)医薬品医療機器総合機構
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eCTDv4.0
ビューア

eCTD審査
システム

申請電子データシステム
医薬品医療機器等審査

システム
新eCTDビューアシステム

サーバ・NW・ストレージ（※3）

OS

Web/AP
ミドルウェア

(※2)

実行基盤（.NET Framework / JRE）

DB
ミドルウェア

(※2)

AP DB AP
AP
（※1）

DB
AP
（※1）

DB AP DB

本調達受注者作
業範囲外凡例

Web/AP
ミドルウェア

(※2)

Web/AP
ミドルウェア

DB
ミドルウェア

Web/AP
ミドルウェア

DB
ミドルウェア

Web/AP
ミドルウェア

DB
ミドルウェア

本調達受注者
作業範囲

本調達受注者
一部作業範囲

eCTDv4.0
検証ツール

AP
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「一部作業範囲」の例

•※1
• 新規システムと関連する既存システムとのインターフェースの設計

•※2
• IISで新たなサイトを作成すること

• 別途ミドルウェアを導入する場合は、インストールおよび設定を行うこと

• 新たなDBを作成すること

• 併せてパラメーターシートを作成すること

3



「一部作業範囲」の例

•※3
• 新規開発する際に出力されるログに対してLogstorageにてタグ付けを行う際
に「審査系システム運用支援業務調達」の受注者へタグ付けする範囲等を
提供すること

• 新規に構築するために必要な通信経路や通信するために必要なFrom・To・
プロトコルなどを提示すること

• メール送信機能を実現する場合の調整や新たに監視すべき対象の調整

• バックアップ対象の明確化

• ActiveDirectoryに登録するユーザやユーザグループ、グループポリシーなど
の調整
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別紙5 本調達対象開発機能一覧

大分類 中分類 小分類 機能群 機能ID 機能名称

1 eCTD審査システム システム共通 ログイン ESS-SC-01 システム管理者・ログイン ①シングルサインオンによるログイン
②システム管理者用ログイン画面からのログ
イン

システム共通 ESS-SC-01 ログイン eCTD審査システムの管理者（ローカルユーザ）のロ
グインを行う
PegasusからeCTD審査システムにSSOで画面遷移す
る際は、ユーザ権限によってeCTD審査システムの初
期表示画面が異なる。ユーザ権限ごとの初期表示す
る画面をPegasusの権限マスタにより決定する

〇

2 eCTD審査システム システム共通 ログイン ESS-SC-02 申請受付担当者・ログイン ①シングルサインオンによるログイン システム共通 ESS-SC-04 システムメニュー PegasusからeCTD審査システムにSSOで画面遷移す
る際は、ユーザ権限によってeCTD審査システムの初
期表示画面が異なる。ユーザ権限ごとの初期表示す
る画面をPegasusの権限マスタにより決定する

ESS-SC-02はESS-SC-04に集約 〇

3 eCTD審査システム システム共通 ログイン ESS-SC-03 一般ユーザ・ログイン ①シングルサインオンによるログイン システム共通 ESS-SC-04 システムメニュー PegasusからeCTD審査システムにSSOで画面遷移す
る際は、ユーザ権限によってeCTD審査システムの初
期表示画面が異なる。ユーザ権限ごとの初期表示す
る画面をPegasusの権限マスタにより決定する

ESS-SC-03はESS-SC-04に集約 〇

4 eCTD審査システム システム共通 メニュー・トップペー
ジ

ESS-SC-04 システム管理者用メニュー ①メニュー表示
②リンク表示

システム共通 ESS-SC-04 システムメニュー PegasusからeCTD審査システムにSSOで画面遷移す
る際は、ユーザ権限によってeCTD審査システムの初
期表示画面が異なる。ユーザ権限ごとの初期表示す
る画面をPegasusの権限マスタにより決定する

〇

5 eCTD審査システム システム共通 メニュー・トップペー
ジ

ESS-SC-05 申請受付担当者用メ
ニュー

①メニュー表示
②リンク表示

システム共通 ESS-SC-04 システムメニュー PegasusからeCTD審査システムにSSOで画面遷移す
る際は、ユーザ権限によってeCTD審査システムの初
期表示画面が異なる。ユーザ権限ごとの初期表示す
る画面をPegasusの権限マスタにより決定する

ESS-SC-05はESS-SC-04に集約 〇

6 eCTD審査システム システム共通 メニュー・トップペー
ジ

ESS-SC-06 一般ユーザ用トップページ ①トップページ表示 システム共通 ESS-SC-04 システムメニュー PegasusからeCTD審査システムにSSOで画面遷移す
る際は、ユーザ権限によってeCTD審査システムの初
期表示画面が異なる。ユーザ権限ごとの初期表示す
る画面をPegasusの権限マスタにより決定する

ESS-SC-06はESS-SC-04に集約 〇

7 eCTD審査システム システム共通 画面共通 ESS-SC-07 セッションタイムアウト ①セッションタイムアウト システム共通 ESS-SC-07 セッションタイムアウト セッションの有効期限をチェックし、有効期限が切れ
た場合、タイムアウトする

〇

8 eCTD審査システム システム共通 画面共通 ESS-SC-08 システムログ記録 ①システムログ記録 システム共通 ESS-SC-08 システムログ記録 各画面の操作内容と結果を操作ログを出力する。
また、各機能の稼働状態が把握できるように稼働ログ
を出力する。

〇

9 eCTD審査システム eCTD受付番号管理 eCTD受付番号一覧
表示

ESS-NM-01 eCTD受付番号一覧表示 ①一覧表示
②タブ切り替え
③一覧の並べ替え
④表示順の保存
⑤新規発番
⑥欠番設定
⑦復活設定

eCTD受付番号管理 ESS-NM-01 eCTD受付番号一覧 発番済みeCTD受付番号の情報を画面から一覧で閲
覧する

〇

10 eCTD審査システム eCTD受付番号管理 新規発番 ESS-NM-02 新規発番（画面からの発
番）

①新医薬品、ジェネリック医薬品、MF登録申請
（eCTDv4.0）の発番
②新医薬品、ジェネリック医薬品、MF登録申請
（eCTDv4.0）のUUID申請前重複チェック
③新医薬品、ジェネリック医薬品（eCTDv3.2.2）
の発番
④事前評価相談（eCTDv4.0）、HIV事前評価
（eCTDv4.0）の発番

eCTD受付番号管理 ESS-NM-02 新規発番（画面からの発
番）

eCTDv4.0のeCTD受付番号を画面から新規発番する 一部〇

11 eCTD審査システム eCTD受付番号管理 新規発番 ESS-NM-03 新規発番（Gatewayからの
依頼による発番）

①eCTD受付番号の新規発番 eCTD受付番号管理 ESS-NM-03 新規発番（Gatewayからの
依頼による発番）

Gatewayからの依頼により、eCTDv4.0のeCTD受付番
号を新規発番する

〇

12 eCTD審査システム eCTD受付番号管理 欠番設定 ESS-NM-04 欠番設定（画面からの設
定）

①eCTDv4.0欠番設定
②新医薬品、ジェネリック医薬品のeCTDv3.2.2
の欠番設定

eCTD受付番号管理 ESS-NM-04 欠番設定（画面からの設
定）

eCTDv4.0の発番済みeCTD受付番号を画面から欠番
に設定する

〇

13 eCTD審査システム eCTD受付番号管理 欠番設定 ESS-NM-05 欠番設定（Gatewayからの
依頼による設定）

①欠番設定 eCTD受付番号管理 ESS-NM-05 欠番設定（Gatewayからの
依頼による設定）

Gatewayからの依頼により、eCTD受付番号を欠番に
設定する

〇

14 eCTD審査システム eCTD受付番号管理 復活設定 ESS-NM-06 復活設定（画面からの設
定）

①eCTDv4.0復活設定
②新医薬品、ジェネリック医薬品のeCTDv3.2.2
の復活設定

eCTD受付番号管理 ESS-NM-06 復活設定（画面からの設
定）

欠番設定されているeCTDv4.0のeCTD受付番号を画
面から復活設定する

〇

本調達
の範囲
（※）No.

機能分類
機能ID 機能名称 内容 備考

機能分類
内容

要件定義 基本設計
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15 eCTD審査システム eCTD受付番号管理 復活設定 ESS-NM-07 復活設定（Gatewayからの
依頼による設定）

①復活設定 削除
AP議事B006-0028

×

16 eCTD審査システム eCTD受付番号管理 審査／相談等ス
テータス変更

ESS-NM-08 審査／相談等ステータス
変更

①HIV事前評価（eCTDv4.0）の審査／相談等
ステータス変更

eCTD受付番号管理 ESS-NM-08 審査／相談等ステータス
変更

業務種別が「その他」（eCTDv4.0）の審査／相談ス
テータスを変更する

×

17 eCTD審査システム eCTD取込 eCTD取込・チェック ESS-DI-01 eCTD取込設定 ①ジェネリック医薬品、MF登録申請
（eCTDv4.0）取込設定
②ジェネリック医薬品（eCTDv3.2.2）の取込

eCTD取込 ESS-DI-01 eCTD取込設定 eCTD審査システムからeCTDv4.0の取込処理を実施
する。
eCTD取込設定機能より取り込んだeCTDについては、
受領可否判断の結果も登録する。
eCTD審査システムとＧａｔｅｗａｙから取り込んだｅＣＴＤ
v4.0のバリデーション結果は、一覧で表示する。
バリデーション結果ファイルは、「結果レポート」の圧
縮ファイルとしてダウンロードする。

〇

18 eCTD審査システム eCTD取込 eCTD取込・チェック ESS-DI-02 eCTDv4.0チェック ①ウイルスチェック
② eCTD受付番号、取込対象eCTDのトップ
フォルダの確認メッセージ表示
③UUID/OID重複チェック
④UUID/OID登録
⑤バリデーション実施
⑥バリデーション結果表示
⑦バリデーション結果ダウンロード
⑧受領可否判断
⑨試験データ分離

eCTD取込 ESS-DI-01 eCTD取込設定 eCTDv4バリデーション処理を依頼し、当該のeCTDv4
パッケージ情報を一時テーブルに格納する。
eCTDv4バリデーション処理(PDF注釈チェック)を実行
し、処理結果を検証結果テーブルに格納する。
処理対象のeCTDv4申請パッケージに適用するチェッ
クルールを取得し、各チェッククラスを呼び出す。
eCTDv4バリデーション実行時のバリデーションルー
ルファイルを出力する。
eCTDv4バリデーション処理結果を集計し、処理結果
をバリデーション結果ファイルに出力する。
※eCTDv4バリデータ、eCTDv4バリデータ_PDF注釈
チェックの両方のジョブが正常に終了した時点で当該
処理が呼ばれる。(ジョブ管理ソフトによって実現する)

ESS-DI-02をESS-DI-01に集約 〇

19 eCTD審査システム eCTD取込 eCTD取込・チェック ESS-DI-03 eCTDv4.0の格納 ①eCTDv4.0の格納
②eCTDv4.0のメタデータの登録

eCTD取込 ESS-DI-01 eCTD取込設定 バリデーションチェックが完了したeCTDv4申請パッ
ケージにおいて、各機能からの受領可否判断結果を
参照し、ストレージへの登録機能、削除機能等への振
り分けを行う。
バリデーション結果入力で判断結果が「可」となった場
合に、eCTDv4情報をデータベースに登録する。
eCTDv4取消時、あるいは、eCTDv4出し直し時に、呼
び出され、登録済のeCTDv4情報を更新する。
検証対象のeCTDv4一時データを削除する。
eCTD取込設定機能で指定されたファイルパスに格納
されているeCTDv4.0を、ストレージのバリデーション区
画領域へコピーする。
バリデーション区画に格納されているeCTDを削除す
る。
バリデーションが完了し受領指示があったeCTDを、ス
トレージの原本区画へコピーする。
eCTDの再提出などにより、原本区画に格納されてい
るeCTDと同じ、または小さい提出連続番号のeCTDを
原本区画に格納する前に、原本区画のeCTDを削除
する。

ESS-DI-03をESS-DI-01に集約 〇

20 eCTD審査システム eCTD取込 eCTD取込・チェック ESS-DI-04 eCTDv4.0チェック
（Gatewayからの依頼によ
るチェック）

①eCTDv4.0チェック eCTD取込 ESS-DI-01 eCTD取込設定 Gatewayから連携されたeCTDv4申請パッケージに対
して、同一eCTD受付番号における排他チェックを実
施する。
eCTD取込テーブルに受付情報を登録する。
Gatewayから連携されたeCTDv4申請パッケージに対
して、受領確認およびデータ格納機能を呼び出す。

ESS-DI-04をESS-DI-01に集約 〇

21 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-05 eCTDv4GW取込 ・Gatewayから連携されたeCTDv4申請パッケージに対
して、同一eCTD受付番号における排他チェックを実
施する
・eCTD取込テーブルに受付情報を登録する

〇

22 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-06 eCTDv4GW格納 Gatewayから連携されたeCTDv4申請パッケージに対
して、受領確認およびデータ格納機能を呼び出す

〇

23 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-07 eCTDv4.0バリデータ eCTDv4バリデーション処理を依頼し、当該のeCTDv4
パッケージ情報を一時テーブルに格納する

〇

24 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-08 eCTDv4.0バリデータ_PDF
注釈チェック

eCTDv4バリデーション処理(PDF注釈チェック)を実行
し、処理結果を検証結果テーブルに格納する

〇
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25 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-09 eCTDv4単一バリデーショ
ン

・処理対象のeCTDv4申請パッケージに適用する
チェックルールを取得し、各チェッククラスを呼び出す
・eCTDv4バリデーション実行時のバリデーションルー
ルファイルを出力する

〇

26 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-10 eCTDv4バリデータ_結果
出力

eCTDv4バリデーション処理結果を集計し、処理結果
をバリデーション結果ファイルに出力する
※eCTDv4バリデータ、eCTDv4バリデータ_PDF注釈
チェックの両方のジョブが正常に終了した時点で当該
処理が呼ばれる(ジョブ管理ソフトによって実現する)

〇

27 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-11 eCTDv4データ格納 バリデーションチェックが完了したeCTDv4申請パッ
ケージにおいて、各機能からの受領可否判断結果を
参照し、ストレージへの登録機能、削除機能等への振
り分けを行う

〇

28 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-12 eCTDv4データ登録 バリデーション結果入力で判断結果が「可」となった場
合に、eCTDv4情報をデータベースに登録する

〇

29 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-13 eCTDv4データ更新 eCTDv4取消時、あるいは、eCTDv4出し直し時に、呼
び出され、登録済のeCTDv4情報を更新する

〇

30 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-14 eCTDv4一時テーブルデー
タ削除

検証対象のeCTDv4一時データを削除する 〇

31 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-15 eCTDv4バリデーション区
画コピー

eCTD取込設定機能で指定されたファイルパスに格納
されているeCTDv4.0を、ストレージのバリデーション区
画領域へコピーする

〇

32 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-16 eCTDv4バリデーション区
画削除

バリデーション区画に格納されているeCTDを削除す
る

〇

33 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-17 eCTDv4原本区画コピー バリデーションが完了し受領指示があったeCTDを、ス
トレージの原本区画へコピーする

〇

34 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-18 eCTDv4原本区画削除 eCTDの再提出などにより、原本区画に格納されてい
るeCTDと同じ、または小さい提出連続番号のeCTDを
原本区画に格納する前に、原本区画のeCTDを削除
する

〇

35 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-19 差分内容表示 eCTDの差分をツリー構造で生成する処理 〇
36 － － － － － － eCTD取込 ESS-DI-20 更新結果表示 eCTDの更新結果をツリー構造で生成する処理 〇
37 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 品目・相談案件一覧 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧表示 ①一覧表示

②品目検索
③相談案件検索
④文書検索

品目・相談案件管理 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧 業務種別、審査ステータスなどの条件ごとに画面から
品目、相談の情報を一覧で閲覧する

一部〇

38 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 品目・相談案件一覧 ESS-PM-02 品目一覧(審査中) ①一覧表示
②初期表示、全件表示
③一覧の並べ替え
④一覧の絞り込み
⑤表示順の保存
⑥詳細情報表示
⑦詳細情報の編集(eCTDv4.0）
⑧詳細情報の編集(eCTDv3.2.2）
⑨eCTDの閲覧
⑩専門協議実施設定

品目・相談案件管理 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧 業務種別、審査ステータスなどの条件ごとに画面から
品目、相談の情報を一覧で閲覧する

ESS-PM-02はESS-PM-01に集約 一部〇

39 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 品目・相談案件一覧 ESS-PM-03 品目一覧(申請済全件) ①一覧表示
②初期表示、全件表示
③一覧の並べ替え
④一覧の絞り込み
⑤表示順の保存
⑥詳細情報表示
⑦詳細情報の編集(eCTDv4.0）
⑧詳細情報の編集(eCTDv3.2.2）
⑨eCTDの閲覧
⑩専門協議実施設定

品目・相談案件管理 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧 業務種別、審査ステータスなどの条件ごとに画面から
品目、相談の情報を一覧で閲覧する

ESS-PM-03はESS-PM-01に集約 一部〇
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40 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 品目・相談案件一覧 ESS-PM-04 品目一覧(承認済) ①一覧表示
②初期表示、全件表示
③一覧の並べ替え
④一覧の絞り込み
⑤表示順の保存
⑥詳細情報表示
⑦詳細情報の編集(eCTDv4.0）
⑧詳細情報の編集(eCTDv3.2.2）
⑨eCTDの閲覧

品目・相談案件管理 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧 業務種別、審査ステータスなどの条件ごとに画面から
品目、相談の情報を一覧で閲覧する

ESS-PM-04はESS-PM-01に集約 一部〇

41 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 品目・相談案件一覧 ESS-PM-05 品目一覧(申請予約) ①一覧表示
②初期表示
③一覧の並べ替え
④一覧の絞り込み
⑤表示順の保存
⑥詳細情報表示
⑦詳細情報の編集(eCTDv4.0）
⑧詳細情報の編集(eCTDv3.2.2）
⑨eCTDの閲覧

品目・相談案件管理 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧 業務種別、審査ステータスなどの条件ごとに画面から
品目、相談の情報を一覧で閲覧する

ESS-PM-05はESS-PM-01に集約 一部〇

42 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 品目・相談案件一覧 ESS-PM-06 品目一覧(取下/不承認) ①一覧表示
②初期表示
③一覧の並べ替え
④一覧の絞り込み
⑤表示順の保存
⑥詳細情報表示
⑦詳細情報の編集(eCTDv4.0）
⑧詳細情報の編集(eCTDv3.2.2）
⑨eCTDの閲覧

品目・相談案件管理 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧 業務種別、審査ステータスなどの条件ごとに画面から
品目、相談の情報を一覧で閲覧する

ESS-PM-06はESS-PM-01に集約 一部〇

43 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 品目・相談案件一覧 ESS-PM-07 MF登録申請一覧 ①一覧表示
②一覧の並べ替え
③一覧の絞り込み
④表示順の保存
⑤詳細情報表示
⑥詳細情報の編集(eCTDv4.0）
⑦eCTDの閲覧

品目・相談案件管理 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧 業務種別、審査ステータスなどの条件ごとに画面から
品目、相談の情報を一覧で閲覧する

ESS-PM-07はESS-PM-01に集約 一部〇

44 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 品目・相談案件一覧 ESS-PM-08 事前評価相談一覧 ①一覧表示
②一覧の並べ替え
③一覧の絞り込み
④表示順の保存
⑤詳細情報表示
⑥eCTDの閲覧

品目・相談案件管理 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧 業務種別、審査ステータスなどの条件ごとに画面から
品目、相談の情報を一覧で閲覧する

ESS-PM-08はESS-PM-01に集約 一部〇

45 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 品目・相談案件一覧 ESS-PM-09 HIV事前評価一覧 ①一覧表示
②一覧の並べ替え
③一覧の絞り込み
④表示順の保存
⑤詳細情報表示
⑥eCTDの閲覧
⑦専門協議実施設定

品目・相談案件管理 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧 業務種別、審査ステータスなどの条件ごとに画面から
品目、相談の情報を一覧で閲覧する

ESS-PM-09はESS-PM-01に集約 一部〇

46 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 品目・相談案件一覧 ESS-PM-10 特殊品目一覧 ①一覧表示
②閲覧権限の変更
③一覧の並べ替え
④一覧の絞り込み
⑤表示順の保存
⑥詳細情報表示
⑦詳細情報の編集(eCTDv4.0）
⑧詳細情報の編集(eCTDv3.2.2）
⑨eCTDの閲覧
⑩専門協議実施設定

品目・相談案件管理 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧 業務種別、審査ステータスなどの条件ごとに画面から
品目、相談の情報を一覧で閲覧する

ESS-PM-10はESS-PM-01に集約 一部〇

47 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 品目情報編集 ESS-PM-11 品目情報編集 ①詳細情報の変更
②Pegasus連携

品目・相談案件管理 ESS-PM-11 品目情報編集 発番対象品目情報の変更および、eCTD受付番号と
Pegasusで発番されたシステム受付番号の関連付け
をする

一部〇
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48 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 品目情報編集 ESS-PM-12 閲覧制限情報編集 ①閲覧権限の変更 品目・相談案件管理 ESS-PM-12 閲覧制限情報編集 「品目一覧（その他）」画面または、「その他相談一覧」
画面に表示される品目情報（または相談情報）を閲覧
することが可能なグループ、ユーザおよび、閲覧期間
を設定する

一部〇

49 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 品目検索 ESS-PM-13 品目検索 ①検索対象
②検索条件
③検索結果表示
④検索可能ユーザの制御

品目・相談案件管理 ESS-PM-13 品目検索 画面から入力された条件でeCTDv4.0とv3.2.2からの
品目、相談の情報を検索し画面に結果を照会する

一部〇

50 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 相談案件検索 ESS-PM-14 相談案件検索 ①検索対象
②検索条件
③検索結果表示
④検索可能ユーザの制御

品目・相談案件管理 ESS-PM-13 品目検索 画面から入力された条件でeCTDv4.0とv3.2.2からの
品目、相談の情報を検索し画面に結果を照会する

ESS-PM-14はESS-PM-13に集約 ×

51 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 文書検索 ESS-PM-15 文書検索 ①検索対象
②検索条件
③全文検索
④検索結果表示
⑤ファイル表示
⑥検索可能ユーザの制御

品目・相談案件管理 ESS-PM-15 文書検索 v4.0とv3.2.2のeCTDの文書をストレージより検索し、
eCTD情報と合わせて一覧表示する

×

52 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 コメント検索 ESS-PM-16 コメント検索 ①検索
②検索結果表示
③検索可能ユーザの制御

PDFコメント E4V-PD-01 PDFコメント検索 PDFのコメントを検索する処理 ESS-PM-16はE4V-PD-01に集約 〇

53 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 コメント一覧 ESS-PM-17 コメント一覧 ①一覧表示
②一覧の並べ替え
③表示順の保存
④文書ファイルの表示
⑤HTML出力

PDFコメント E4V-PD-02 PDFコメント一覧 PDFに付加されたコメント、PDFコメント検索結果のコメ
ントを一覧表示する処理

ESS-PM-17はE4V-PD-02に集約
但し、ESS-PM-17⑤のコメントのHTML出
力については、E4V-PD-10に集約

〇

54 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 eCTD閲覧 ESS-PM-18 eCTD閲覧制御 ①閲覧可能ユーザの制御 品目・相談案件管理 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧 業務種別、審査ステータスなどの条件ごとに画面から
品目、相談の情報を一覧で閲覧する

ESS-PM-18はESS-PM-01に集約 一部〇

55 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 eCTD閲覧 ESS-PM-19 eCTD閲覧（eCTDv4.0） ①eCTDv4.0ビューア起動 品目・相談案件管理 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧 業務種別、審査ステータスなどの条件ごとに画面から
品目、相談の情報を一覧で閲覧する

ESS-PM-19はESS-PM-01に集約 一部〇

56 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 eCTD閲覧 ESS-PM-20 eCTD閲覧（eCTDv3.2.2） ①eCTDv3.2.2ビューア起動 品目・相談案件管理 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧 業務種別、審査ステータスなどの条件ごとに画面から
品目、相談の情報を一覧で閲覧する

ESS-PM-20はESS-PM-01に集約 一部〇

57 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 専門協議実施設定 ESS-PM-21 専門協議実施設定
（eCTDv4.0）

①申請資料閲覧用ファイル（HTML）出力 品目・相談案件管理 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧 業務種別、審査ステータスなどの条件ごとに画面から
品目、相談の情報を一覧で閲覧する

ESS-PM-21はESS-PM-01、およびに
E4V-PD-10集約

一部〇

58 eCTD審査システム 品目・相談案件管理 専門協議実施設定 ESS-PM-22 専門協議実施設定
（eCTDv3.2.2）

①eCTDv3.2.2ビューア起動 品目・相談案件管理 ESS-PM-01 品目・相談案件一覧 業務種別、審査ステータスなどの条件ごとに画面から
品目、相談の情報を一覧で閲覧する

ESS-PM-22はESS-PM-01に集約 一部〇

59 eCTD審査システム バリデーションルー
ル管理

バリデーションルー
ル一覧表示

ESS-VM-01 バリデーションルール一覧 ①バリデーションルール一覧表示
②バリデーションルールの変更

バリデーションルー
ル管理

ESS-VM-01 バリデーションルール管理 eCTD審査システムのシステム管理者がeCTDバリ
デーションルールのメンテナンスを行うための機能

〇

60 eCTD審査システム バリデーションルー
ル管理

バリデーションルー
ル変更

ESS-VM-02 バリデーションルール変更 ①バリデーションルール変更 バリデーションルー
ル管理

ESS-VM-02 CV取込 eCTD審査システムのシステム管理者がコントロール
ドボキャブラリ(CV)を取り込むための機能

〇

61 － － － － － － バリデーションルー
ル管理

ESS-VM-03 バリデーションルール更新
ファイル出力

検証ツールに提供するバリデーションルール更新ファ
イルの中に含むファイルを出力するための機能

〇

62 eCTD審査システム システム管理 システム管理者一覧
表示

ESS-SM-01 システム管理者一覧表示 ①ユーザの一覧表示
②パスワード変更
③ユーザの追加・削除

システム管理 ESS-SM-01 システム管理者一覧 更新要eCTD審査システムの管理者権限ユーザを
PegasusのマスタおよびeCTD審査システムのユーザ
情報から取得し一覧表示する。また、一覧画面の「新
規登録」、「ＰＷ変更」、「ＰＷリセット」、「ユーザ変
更」、「ユーザ削除」ボタン押下時にそれぞれ機能を呼
出す。

〇

63 eCTD審査システム システム管理 システム管理者パス
ワード変更

ESS-SM-02 システム管理者パスワー
ド変更

①パスワード変更
②パスワードポリシーチェック

システム管理 ESS-SM-02 パスワード変更 eCTD審査システムの管理者ユーザのパスワードを変
更する

〇

64 eCTD審査システム システム管理 システムログ確認 ESS-SM-03 システムログ検索 ①検索
②検索結果表示

システム管理 ESS-SM-03 システムログ検索 操作ログテーブルを参照し検索画面から入力された
条件のログを照会する

〇

65 eCTD審査システム システム管理 システムログ確認 ESS-SM-04 システムログ検索結果ダ
ウンロード

①システムログ検索結果ダウンロード システム管理 ESS-SM-04 システムログ検索結果ダ
ウンロード

システムログ検索の結果をＣＳＶファイルに出力する 〇

66 － － － － － － システム管理 ESS-SM-05 ユーザ登録 eCTD審査システムの管理者ユーザを登録する 〇
67 － － － － － － システム管理 ESS-SM-06 ユーザ変更 eCTD審査システムの管理者ユーザの情報を変更す

る
〇

68 － － － － － － システム管理 ESS-SM-07 ユーザ削除 eCTD審査システムの管理者ユーザを削除する 〇
69 － － － － － － システム管理 ESS-SM-08 パスワードリセット eCTD審査システムの管理者ユーザのパスワードをリ

セットする
〇
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70 eCTDv4.0ビューア 画面設定 － E4V-DS-01 eCTDv4.0ビューアの呼び
出し

①eCTD審査システムからの呼出し
②Pegasusからの呼出し
③Gateway（品目詳細）からの呼出し
④Gateway（コンテンツ管理画面）からの呼出し

画面設定 E4V-DS-01 eCTDv4.0ビューアの呼び
出し

eCTDv4.0ビューアが呼び出されたときの処理 〇

71 eCTDv4.0ビューア 画面設定 － E4V-DS-02 画面変更 ①表示エリアサイズ変更
②表示エリアの展開・格納
③画面レイアウトの選択
④画面レイアウトをユーザごとにデフォルト設
定可能

画面設定 E4V-DS-02 画面変更 ユーザの選択によりeCTDビューアの画面構成を変更
する処理

〇

72 eCTDv4.0ビューア 画面設定 － E4V-DS-03 ヘッダー表示 ①eCTDのCategory Event（提出タイミング）表
示
②提出連続番号の表示・選択
③初版の表示
④業務種別の表示
⑤Pegasusの管理情報の表示

画面設定 E4V-DS-03 ヘッダー表示 表示品目に対する管理情報 および 提出連続番号に
対応した eCTDデータを表示するための手段を提供

〇

73 eCTDv4.0ビューア 画面設定 － E4V-DS-04 切替 ①eCTDのツリー構造表示の切替指定
②表示文書タイトルの切替指定
③関連申請情報の切替指定
④M5への試験データ埋め込みの切替指定（試
験データ表示はユーザ制限あり）
⑤PDFファイルのコメント表示の切替指定
⑥PDFファイルの画面表示の切替指定

画面設定 E4V-DS-04 切替 ユーザの選択によりeCTDビューアの表示を切り替え
る処理

〇

74 eCTDv4.0ビューア eCTDツリー表示 － E4V-TR-01 ツリー構造表示 ①CTD見出しごとのツリー表示
②CTD通知従ったCTD見出し表示
③ルールに従ったツリー表示
④インジケータ表示
⑤ツリーの展開・格納

eCTDツリー表示 E4V-TR-01 ツリー構造表示 ツリーエリアにツリー構造を表示する処理 〇

75 eCTDv4.0ビューア eCTDツリー表示 － E4V-TR-02 差分内容表示 ①前回までとの差分表示 eCTDツリー表示 E4V-TR-02 差分内容表示 eCTDの差分をツリー構造で生成する処理 〇

76 eCTDv4.0ビューア eCTDツリー表示 － E4V-TR-03 更新結果表示 ①最新のツリー構造を表示 eCTDツリー表示 E4V-TR-03 更新結果表示 eCTDの更新結果をツリー構造で生成する処理 〇

77 eCTDv4.0ビューア eCTDツリー表示 － E4V-TR-04 文書表示 ①提出されたDocumentの情報表示
②Context of UseおよびDocumentに関連する
情報表示
③ツリーの提出文書タイトルからのドキュメント
表示
④Replace（差し換え）前の文書の表示
⑤Document Reuseされたファイルの表示

eCTDツリー表示 E4V-TR-04 文書表示 ツリーエリアで選択された文書を表示する処理 〇

78 eCTDv4.0ビューア eCTDツリー表示 － E4V-TR-05 表示状態保存 ①eCTDのツリーの表示状態保存
②次回の画面表示

画面設定 E4V-TR-05 表示状態保存 eCTDビューアの現在の表示状態を保存し、後からそ
の状態を復元可能とする

〇

79 eCTDv4.0ビューア コンテンツ表示 － E4V-CO-01 管理情報表示 ①XMLメッセージ中のreview要素（Review情
報）をすべて表示
②インジケータの表示
③項目名は常に表示

コンテンツ表示 E4V-CO-01 管理情報表示 表示品目に対する管理情報を表示する処理 〇

80 eCTDv4.0ビューア コンテンツ表示 － E4V-CO-02 関連申請情報表示 ①関連申請情報（正引き）の表示
②関連申請情報（正引き）のインジケータの表
示
③関連申請情報（逆引き）の表示
④①と③の表示の区別
⑤eCTD受付番号のリンク表示
⑥リンクを別ウインドウで表示
⑦項目名は常に表示

コンテンツ表示 E4V-CO-02 関連申請情報表示 表示品目の関連申請情報を表示する処理 〇
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81 eCTDv4.0ビューア コンテンツ表示 － E4V-CO-03 改訂履歴表示 ①改訂履歴の一覧表示
②M1～M5、試験データの変更有無の表示
③変更有無のリンクより該当データの表示（試
験データ表示はユーザ制限あり）
④申請ライフサイクル／回答ライフサイクルの
区別
⑤Category Event（提出タイミング）の表示
⑥初版の範囲表示

コンテンツ表示 E4V-CO-03 改訂履歴表示 申請の改訂履歴を表示する処理 〇

82 eCTDv4.0ビューア コンテンツ表示 － E4V-CO-04 コメント入力 ①表示品目に対するコメント入力・表示 コンテンツ表示 E4V-CO-04 コメント入力 品目共通のコメントを入力する処理 〇

83 eCTDv4.0ビューア コンテンツ表示 － E4V-CO-05 PDF表示 ①短時間でのファイル表示
②切替指示によるコメントの表示／コメントの
非表示
③開いたPDFのeCTDツリー上の格納場所を表
示
④リンク先が同じウインドウ内で開く（置き換わ
る）場合の「戻る」「進む」
⑤外部リンクを別ウインドウでも表示
⑥別ウインドウではブラウザまたはAcrobat
Readerのどちらかを選択可能とする
⑦PDFファイルのeCTDツリー構造からの表示
⑧個人用／共用別のコメント付きPDF表示
⑨複数のPDFファイルの別ウインドウでの同時
表示
⑩個人用／共用別のコメント付きPDFファイル
の別ウインドウでの同時表示
⑪Pegasusグループの限られたユーザのみが
PDFコメント表示・編集機能を利用

コンテンツ表示 E4V-CO-05 PDF表示 PDFを表示する処理 〇

84 eCTDv4.0ビューア 試験データ表示 － E4V-ST-01 コンテンツ管理画面 ①Gatewayの「コンテンツ管理」画面をコンテン
ツ表示画面表示エリア内に表示
②臨床薬理電子データパッケージの構造表示
③試験データツリー表示の「差分内容」「更新
結果」の切替指定
④臨床薬理電子データパッケージの構造表示
の切替指定
⑤試験データツリー表示の切替指定
⑥Pegasusグループの限られたユーザのみが
コンテンツ管理画面表示・機能を利用

試験データ表示 E4V-ST-01 コンテンツ管理画面 コンテンツ管理にある試験データの表示する処理 〇

85 eCTDv4.0ビューア 試験データ表示 － E4V-ST-02 臨床薬理電子データパッ
ケージ

①Gatewayの「臨床薬理電子データパッケー
ジ」画面を別ウインドウで表示

試験データ表示 E4V-ST-02 臨床薬理電子データパッ
ケージ

- 〇

86 eCTDv4.0ビューア 試験データ表示 － E4V-ST-03 電子データパッケージ ①Gatewayの「コンテンツ管理」画面を別ウイン
ドウで表示

試験データ表示 E4V-ST-03 電子データパッケージ - 〇

87 eCTDv4.0ビューア 試験データ表示 － E4V-ST-04 試験データダウンロード ①Gatewayの「コンテンツ管理」を利用し、選択
された試験データをダウンロード

試験データ表示 E4V-ST-04 試験データダウンロード - 〇

88 eCTDv4.0ビューア 試験データ表示 － E4V-ST-05 試験データ差分内容表示 ①Gatewayの「コンテンツ管理」を利用し、指定
した提出連続番号時点での前回との差分の試
験データを表示

試験データ表示 E4V-ST-05 試験データ差分内容表示 - 〇

89 eCTDv4.0ビューア 試験データ表示 － E4V-ST-06 試験データ更新結果表示 ①Gatewayの「コンテンツ管理」を利用し、指定
した提出連続番号時点での最新の試験データ
を表示

試験データ表示 E4V-ST-06 試験データ更新結果表示 - 〇

90 eCTDv4.0ビューア PDFコメント － E4V-PD-01 PDFコメント検索 ①eCTD審査システムからの呼び出し
②eCTDv4.0ビューアからの呼び出し
③条件指定による検索

PDFコメント E4V-PD-01 PDFコメント検索 PDFのコメントを検索する処理 〇
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91 eCTDv4.0ビューア PDFコメント － E4V-PD-02 PDFコメント一覧 ①PDFに追加・編集したコメントの一覧表示
②コメント一覧の項目での並び替え
③コメント一覧の絞り込み
④コメント一覧のコピー&ペースト
⑤コメント付与箇所へのリンク
⑥コメントの任意分類の表示

PDFコメント E4V-PD-02 PDFコメント一覧 PDFに付加されたコメント、PDFコメント検索結果のコメ
ントを一覧表示する処理

〇

92 eCTDv4.0ビューア PDFコメント PDFコメント詳細 E4V-PD-03 コメントの種類 ①付箋
②ハイライト
③下線
④図形

PDFコメント E4V-PD-03 コメントの種類 指定された種類のコメントを付加する処理 〇

93 eCTDv4.0ビューア PDFコメント PDFコメント詳細 E4V-PD-04 コメントの属性 ①コメントID
②タイトル
③本文
④付与者
⑤更新日時
⑥位置
⑦個人用／共用
⑧重要度
⑨ロックフラグ
⑩削除フラグ
⑪出力済みフラグ
⑫出力日時
⑬照会済みフラグ
⑭任意分類1（テキストボックス）
⑮任意分類2（チェックボックス）
⑯返信元コメントID
⑰移し替え前コメントID
⑱コメントの種類の情報
⑲ハイライト箇所の本文情報
⑳下線箇所の本文情報

PDFコメント E4V-PD-04 コメントの属性 コメントの属性を管理する処理 〇

94 eCTDv4.0ビューア PDFコメント PDFコメント詳細 E4V-PD-05 コメントの編集 ①コメント編集（個人用／共用）
②コメント保存（個人用／共用）
③コメント削除（個人用／共用）
④色の変更（個人用／共用）
⑤コメントのコピー&ペースト（個人→個人／共
用→共用）
⑥コメントのコピー&ペースト（個人→共用／共
用→個人）
⑦コメントの種類／属性の個人用と共用の区
別
⑧コメントの返信
⑨コメントの返信履歴
⑩共用コメントの権限
⑪PDF内で同じ箇所へのコピーまたは移動（個
人→共用／共用→個人）

PDFコメント E4V-PD-05 コメントの編集 コメントを編集する処理 〇

95 eCTDv4.0ビューア PDFコメント PDFコメント詳細 E4V-PD-06 コメント操作 ①コメントの一括インポート（一括コピー） PDFコメント E4V-PD-06 コメント操作 コメントを他のPDFから一括インポートする処理 〇

96 eCTDv4.0ビューア PDFコメント PDFコメント詳細 E4V-PD-07 コメント表示印刷 ①コメント付きPDFファイル印刷（個人用／共
用）
②コメント表示／非表示印刷切替

PDFコメント E4V-PD-07 コメント表示印刷 コメント付きPDFを印刷する処理 〇

97 eCTDv4.0ビューア PDFコメント PDFコメント詳細 E4V-PD-08 コメント絞り込み ①PDF内でコメントの種類（個人用／共用）に
よる絞り込み
②PDF内でコメントの属性（個人用／共用）に
よる絞り込み
③PDF内でコメント文字列（個人用／共用）に
よる絞り込み

PDFコメント E4V-PD-08 コメント絞り込み表示 コメントを絞り込み表示する処理 〇

98 eCTDv4.0ビューア PDFコメント PDFコメント詳細 E4V-PD-09 申請資料閲覧用ファイル
（HTML）用コメント出力

①申請資料閲覧用ファイル（HTML）用のコメン
ト出力設定（個人用／共用）

PDFコメント E4V-PD-09 申請資料閲覧用ファイル
（HTML）用のコメント出力

申請資料閲覧用ファイル（HTML）用のコメントを出力
する処理

〇
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99 eCTDv4.0ビューア PDFコメント PDFコメント詳細 E4V-PD-10 コメント一覧出力 ①HTML形式でのコメント一覧出力
②文字情報の維持

PDFコメント E4V-PD-10 コメント一覧出力 コメント一覧をHTML形式で出力する処理 ESS-PM-17⑤はE4V-PD-10に集約 〇

100 eCTDv4.0ビューア PDFコメント PDFコメント詳細 E4V-PD-11 原本の保存 ①正本の非改ざん PDFコメント E4V-PD-11 原本の保存 PDFファイルの原本がそのまま保存されるようにする
処理

〇

101 eCTDv4.0ビューア PDFコメント PDFコメント詳細 E4V-PD-12 表示名設定 ①品目毎にコメントの任意分類の表示名を設
定

PDFコメント E4V-PD-12 コメントの任意分類 任意分類のタイトルを設定する処理 〇

102 － － － － － － オフラインビューア E4V-OV-01 オフラインビューア オフラインのeCTDビューアに関係する処理 〇
103 Gateway ポータル管理 相談予告情報管理 GTW-PO-01 相談予告情報登録 ①事前評価相談（eCTDv4.0）の相談予告・提

出予告登録
②eCTDv4.0の提出予告（正本・参考）可
③eCTDv4.0の提出方式の選択可
④eCTDv4.0の提出種別の選択可
⑤Pegasusから仮相談情報の連携
⑥eCTDv4.0のeCTD受付番号発番依頼
⑦eCTDv4.0の相談品目情報をeCTD審査シス
テムへ連携
⑧eCTDv4.0の相談品目情報とeCTD受付番号
との紐付け
⑨申請前UUIDの重複チェック
⑩eCTD受付番号の確認
⑪Pegasusから本相談情報の連携

ポータル NOTI003 相談予告作成 相談予告を作成する ⑨のみ機能ID「PORT001」で実現 ×

104 Gateway ポータル管理 相談予告情報管理 GTW-PO-02 相談予告情報修正 ①事前評価相談（eCTDv4.0）の相談予告・提
出予告修正
②eCTDv4.0の提出予告（正本・参考）可
③eCTDv4.0の提出方式の選択可
④eCTDv4.0の提出種別の選択可
⑤eCTDv4.0の相談品目情報をeCTD審査シス
テムへ連携
⑥eCTDv4.0の相談品目情報とeCTD受付番号
との紐付け
⑦申請前UUIDの重複チェック
⑧eCTD受付番号の確認

ポータル PORT001 ポータル(申請企業) 申請前UUID事前チェックを行う 既存設計書の機能のまとめ方に合わせ
るため、⑦以外は機能ID「NOTI003」で実
現

×

105 Gateway ポータル管理 相談予告情報管理 GTW-PO-03 相談予告情報取り消し ①事前評価相談（eCTDv4.0）の提出予告取り
消し、提出物取り消し
②Pegasusからの取下げによる連携
③Pegasusからの取下げによるeCTDv4.0の
eCTD受付番号欠番依頼
④Pegasusからの取下げによるeCTDv4.0の相
談品目情報削除

ポータル NOTI003 相談予告作成 相談予告を取り消す 既存設計書の機能のまとめ方に合わせ
るため、機能ID「NOTI003」で実現

×

106 Gateway ポータル管理 HIV事前評価情報管
理

GTW-PO-04 HIV事前評価情報登録 ①HIV事前評価（eCTDv4.0）のHIV事前評価予
告・提出予告登録
②eCTDv4.0の提出予告（正本・参考）可
③eCTDv4.0の提出方式の選択可
④eCTDv4.0の提出種別の選択可
⑤eCTDv4.0のeCTD受付番号発番依頼
⑥eCTDv4.0のHIV事前評価品目情報をeCTD
審査システムへ連携
⑦eCTDv4.0のHIV事前評価品目情報とeCTD
受付番号との紐付け
⑧申請前UUIDの重複チェック
⑨eCTD受付番号の確認

ポータル NOTI004 HIV事前評価予告作成 HIV事前評価予告を作成する ⑧のみ機能ID「PORT001」で実現 ×
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107 Gateway ポータル管理 HIV事前評価情報管
理

GTW-PO-05 HIV事前評価情報修正 ①HIV事前評価（eCTDv4.0）のHIV事前評価予
告・提出予告修正
②eCTDv4.0の提出予告（正本・参考）可
③eCTDv4.0の提出方式の選択可
④eCTDv4.0の提出種別の選択可
⑤eCTDv4.0のHIV事前評価品目情報をeCTD
審査システムへ連携
⑥eCTDv4.0のHIV事前評価品目情報とeCTD
受付番号との紐付け
⑦申請前UUIDの重複チェック
⑧eCTD受付番号の確認

ポータル PORT001 ポータル(申請企業) 申請前UUID事前チェックを行う 既存設計書の機能のまとめ方に合わせ
るため、⑦以外は機能ID「NOTI004」で実
現

×

108 Gateway ポータル管理 HIV事前評価情報管
理

GTW-PO-06 HIV事前評価情報取り消し ①HIV事前評価（eCTDv4.0）のHIV事前評価予
告・提出予告取り消し、提出物取り消し
②eCTDv4.0のeCTD受付番号欠番依頼
③eCTDv4.0のHIV事前評価品目情報削除

ポータル NOTI004 HIV事前評価予告作成 HIV事前評価予告を取り消す 既存設計書の機能のまとめ方に合わせ
るため、機能ID「NOTI004」で実現

×

109 Gateway ポータル管理 申請予告情報管理 GTW-PO-07 申請予告情報登録 ①医療用医薬品の申請予告・提出予告登録
②業務種別（新医薬品、ジェネリック医薬品）
選択の追加
③eCTDバージョン選択の追加
④eCTDv4.0の提出予告（正本・参考）可
⑤eCTDv4.0の提出方式の選択追加
⑥eCTDv4.0の提出種別の選択追加
⑦eCTD（正本）提出条件
⑧eCTDv4.0時の試験データ提出予告不可
⑨eCTD受付番号発番依頼の自動選定
⑩eCTDv4.0のeCTD受付番号発番依頼
⑪eCTDv4.0の品目情報をeCTD審査システム
へ連携
⑫eCTDv4.0の品目情報とeCTD受付番号との
紐付け
⑬申請前UUIDの重複チェック

ポータル NOTI001 申請予告作成 申請予告を作成する ⑬のみ機能ID「PORT001」で実現 別調達

110 Gateway ポータル管理 申請予告情報管理 GTW-PO-08 申請予告情報修正 ①医療用医薬品の申請予告・提出予告修正
②eCTDv4.0の提出予告（正本・参考）可
③eCTDv4.0の提出方式の選択追加
④eCTDv4.0の提出種別の選択追加
⑤eCTD（正本）提出条件
⑥eCTDv4.0時の試験データ提出予告不可
⑦eCTDv4.0の品目情報をeCTD審査システム
へ連携
⑧eCTDv4.0の品目情報とeCTD受付番号との
紐付け
⑨申請前UUIDの重複チェック

ポータル PORT001 ポータル(申請企業) 申請前UUID事前チェックを行う 既存設計書の機能のまとめ方に合わせ
るため、⑨以外は機能ID「NOTI001」で実
現

別調達

111 Gateway ポータル管理 申請予告情報管理 GTW-PO-09 申請予告情報取り消し ①医療用医薬品の申請予告・提出予告取り消
し、提出物取り消し
②eCTD受付番号欠番依頼の自動選定
③eCTDv4.0のeCTD受付番号欠番依頼

ポータル NOTI001 申請予告作成 申請予告を取り消す 既存設計書の機能に合わせるため、機
能ID「NOTI001」で実現

別調達

112 Gateway ポータル管理 ゲートウェイ提出 GTW-PO-10 eCTDv4.0アップロード ①アップロード前チェック
②eCTDv4.0のアップロードの追加

ポータル NOTI001 申請予告作成 eCTD v4.0のアップロードを行う 別調達

113 Gateway ポータル管理 ゲートウェイ提出 GTW-PO-11 eCTDv4.0バリデーション ①eCTDバリデーション依頼の自動選定
②eCTDv4.0のバリデーション依頼
③eCTDv4.0のバリデーション結果表示
④eCTDv4.0の提出方式・提出種別によるバリ
デーションパターンへの対応
⑤eCTDv4.0のバリデーションパターンに対応し
たエラー制御
⑥バリデーションレポートのダウンロード

ポータル APPL001 ゲートウェイ提出 eCTDv4.0バリデーションを行う 既存設計書の機能に合わせるため、機
能ID「APPL001」で実現

一部〇、
一部別調

達
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114 Gateway ポータル管理 ゲートウェイ提出 GTW-PO-12 eCTDv4.0受領可否判断 ①eCTDv4.0の受領可否判断
②eCTDv4.0と試験データの受領可否判断によ
る最終可否判断

ポータル PORT002 ポータル（総合機構） eCTDv4.0受領可否判断を行う 別調達

115 Gateway ポータル管理 ゲートウェイ提出 GTW-PO-13 試験データバリデーション ①eCTDv4.0より分離した試験データのバリ
デーション
②eCTDv4.0のReuseで他品目の試験データを
参照している場合のバリデーション
③バリデーションレポートのダウンロード

ポータル APPL001 ゲートウェイ提出 試験データバリデーションを行う 既存設計書の機能に合わせるため、③
のみ機能ID「PORT001」「PORT002」で実
現

一部〇、
一部別調

達

116 Gateway ポータル管理 ゲートウェイ提出 GTW-PO-14 試験データ受領可否判断 ①eCTDv4.0（試験データ含み）の試験データの
受領可否判断
②分離した試験データのストレージへの格納

ポータル PORT002 ポータル（総合機構） 試験データの受領可否判断を行う 既存設計書の機能に合わせるため、機
能ID「PORT002」で実現

別調達

117 Gateway ポータル管理 ゲートウェイ提出 GTW-PO-15 システム受付番号紐付け ①eCTDv4.0のeCTD受付番号とシステム受付
番号の紐付け
②FDとeCTDの管理情報との整合性確認

①既存の設計書から変更なし
②FDとeCTDの管理情報との整合性確認
は不要となった

×

118 Gateway コンテンツ管理 閲覧 GTW-CO-01 eCTD閲覧 ①eCTDビューア呼び出しの自動選定
②eCTDv4.0ビューアの呼び出し

コンテンツ管理 STOR001 コンテンツ管理 eCTDの閲覧を行う 別調達

119 Gateway コンテンツ管理 閲覧 GTW-CO-02 試験データ閲覧 ①ストレージから対象試験データの取得
②対象試験データの表示

コンテンツ管理 STOR001 コンテンツ管理 試験データの閲覧を行う 別調達

120 Gateway コンテンツ管理 閲覧 GTW-CO-03 臨床薬理電子データパッ
ケージ

①eCTDv4.0（試験データ含み）のメタデータ取
得
②eCTDv4.0（試験データ含み）のメタデータ表
示

コンテンツ管理 STOR001 コンテンツ管理 臨床薬理電子データパッケージを表示する 別調達

121 Gateway コンテンツ管理 閲覧 GTW-CO-04 コンテンツ管理 ①eCTDv4.0（参考版）の試験データの区分け
表示
②eCTDv4.0のReuseで他品目の試験データを
参照している場合の表示

コンテンツ管理 STOR001 コンテンツ管理 コンテンツ管理を表示する 別調達

122 Gateway 解析管理 解析 GTW-AN-01 品目横断DB更新 ①品目横断DB対象データ抽出 データ整理 REPO002 データ整理 v4.0の場合は正本版の試験データ、かつ申請ライフサ
イクルの最新データを品目横断DBの対象データとし
て処理する

別調達

123 Pegasus 行政受付 行政受付 SUKGU01 FD等申請受付 ①システム受付番号発番後にeCTD審査シス
テムよりeCTD情報取得
②eCTD審査システムへ審査／相談等のス
テータス変更依頼（取下時）
③eCTD審査システムへ審査／相談等のス
テータス変更依頼（取消時）

①PegasusでeCTD情報を管理していない
ため、データの連携は不要となった
②eCTD審査システムは審査・相談等の
ステータスについて、Pegasusの対象テー
ブルを閲覧（レプリケーションなど）するこ
ととなったため、データの連携は不要と
なった
③eCTD審査システムは審査・相談等の
ステータスについて、Pegasusの対象テー
ブルを閲覧（レプリケーションなど）するこ
ととなったため、データの連携は不要と
なった

×

124 Pegasus 行政受付 行政受付 SUKGU05 FD等申請受付（ゲートウェ
イ）

①システム受付番号発番時にGatewayより
eCTD情報取得
②eCTD審査システムへ審査／相談等のス
テータス変更依頼（取下時）
③eCTD審査システムへ審査／相談等のス
テータス変更依頼（取消時）

行政受付 SUKGU05 FD等申請受付（ゲートウェ
イ）

提出物状態表示画面で方式2での提出物状態の管理
に対応する

①PegasusでeCTD情報を管理していない
ため、データの連携は不要となった
②eCTD審査システムは審査・相談等の
ステータスについて、Pegasusの対象テー
ブルを閲覧（レプリケーションなど）するこ
ととなったため、データの連携は不要と
なった
③eCTD審査システムは審査・相談等の
ステータスについて、Pegasusの対象テー
ブルを閲覧（レプリケーションなど）するこ
ととなったため、データの連携は不要と
なった

別調達
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125 Pegasus 対面助言 対面助言 STJMA13 相談情報管理 ①システム受付番号とeCTD受付番号との紐
付けおよび連携
②eCTDv4.0ビューアの呼び出しにより該当
eCTD表示
③相談情報（ステータス情報）の連携
④eCTD審査システムへ審査／相談等のス
テータス変更依頼（取下時）
⑤Gatewayへ取下げ情報の連携

対面助言 STJMA13 相談情報管理 行政管理情報編集画面にeCTD情報を表示し、ボタン
押下によりeCTD v4.0ビューアを起動する

①PegasusではeCTD情報を管理していな
いため、Pegasus側での紐付けは不要と
なり、eCTD審査システム側の画面にて随
時紐付けを実施することとなった
③eCTD審査システムは審査・相談等の
ステータスについて、Pegasusの対象テー
ブルを閲覧（レプリケーションなど）するこ
ととなったため、データの連携は不要と
なった
④eCTD審査システムは審査・相談等の
ステータスについて、Pegasusの対象テー
ブルを閲覧（レプリケーションなど）するこ
ととなったため、データの連携は不要と
なった
⑤取下げ以外のステータスも随時連携が
必要なため、ステータスについては
Pegasusの対象テーブルを閲覧（レプリ
ケーションなど）することとなった

別調達

126 Pegasus 審査 大臣審査 SSHDJ03 審査情報記録（新医療用
医薬品）

①対象eCTDビューア起動して該当eCTD表示
②eCTD情報タブのeCTD情報欄にすべての
eCTD提出物を表示
③審査情報（ステータス情報）の連携

大臣審査 SSHDJ03 審査情報記録（新医療用
医薬品）

審査情報詳細画面、および再審査情報詳細画面に
eCTD情報を表示し、ボタン押下によりeCTD v3.2.2
ビューア、またはeCTD v4.0ビューアを起動する

③eCTD審査システムは審査・相談等の
ステータスについて、Pegasusの対象テー
ブルを閲覧（レプリケーションなど）するこ
ととなったため、データの連携は不要と
なった

別調達

127 － － － － － － 大臣審査 SSHDJ04 審査情報記録（一般薬等） 審査情報詳細画面にeCTD情報を表示し、ボタン押下
によりeCTD v3.2.2ビューア、またはeCTD v4.0ビュー
アを起動する

②eCTD審査システムは審査・相談等の
ステータスについて、Pegasusの対象テー
ブルを閲覧（レプリケーションなど）するこ
ととなったため、データの連携は不要と
なった

別調達

128 Pegasus 審査 大臣審査 SSHDJ07 審査情報記録（再生医療
等製品）

①eCTDv4.0ビューアの呼び出しにより該当
eCTD表示
②審査情報（ステータス情報）の連携

大臣審査 SSHDJ0７ 審査情報記録（再生医療
等製品）

審査情報詳細画面、および再審査情報詳細画面に
eCTD情報を表示し、ボタン押下によりeCTD v4.0
ビューアを起動する

②eCTD審査システムは審査・相談等の
ステータスについて、Pegasusの対象テー
ブルを閲覧（レプリケーションなど）するこ
ととなったため、データの連携は不要と
なった

別調達

129 Pegasus 審査 大臣審査 SSHDJ15 審査情報記録 ①eCTDv4.0ビューアの呼び出しにより該当
eCTD表示
②審査情報（ステータス情報）の連携

大臣審査 SSHDJ15 審査情報記録 審査情報詳細画面にMF登録申請の場合のみeCTD
情報を表示し、ボタン押下によりeCTD v4.0ビューアを
起動する

②eCTD審査システムは審査・相談等の
ステータスについて、Pegasusの対象テー
ブルを閲覧（レプリケーションなど）するこ
ととなったため、データの連携は不要と
なった

別調達

130 － － － － － － ポータル共通 SPOCM02 行政ポータル 行政ポータルに「eCTD審査システム」へのリンクを追
加する

別調達

131 － － － － － － マイリスト SPOML02 マイリスト/素データ設定 マイリストで相談予告一覧タブを選択した際に相談予
告一覧を表示する

×

132 eCTDv3.2.2取込ツー
ル

データ取込 バリデーション EIT-VA-01 全体バリデーション ①ファイルサイズチェック　（100MB⇒500MBへ
変更）

提出eCTDデータの
バリデーションチェッ
ク

FDB010 提出eCTDデータのバリ
デーションチェック

eCTDデータ取込ウィザードで、メディアから所定の
フォルダへのコピーが完了後、コピーしたeCTDデータ
について、バリデーションチェックを実行する。
「バリデーションチェック要件一覧」で実装する項目と
して上がっているチェックを実行する。
相違がない場合には、バリデーションチェックが合格
したことを新eCTDビューアのDBに登録する。

別調達
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133 eCTD検証ツール
（eCTDv4.0用）

eCTD検証ツール
（eCTDv4.0用）

- EV4-DV-01 eCTDバリデーション ①eCTDバリデーション実施
②最新バリデーションルールによるeCTDバリ
デーション実施
③申請種別、申請日、提出日から該当のバリ
デーションルールによるeCTDバリデーション実
施
④バリデーションルールのダウンロード、反映
⑤操作マニュアル閲覧

eCTD検証ツール
（eCTDv4.0用）

EV4-DV-01 eCTDバリデーション 製薬企業の端末上でeCTDv4.0のバリデーションを実
施する。

〇

134 eCTD検証ツール
（eCTDv4.0用）

eCTD検証ツール
（eCTDv4.0用）

- EV4-DV-02 バリデーション結果表示 ①バリデーション結果表示（HTMLでの表示）
②バリデーション結果表示（使用バリデーショ
ンの情報表示）

eCTD検証ツール
（eCTDv4.0用）

EV4-DV-02 バリデーション結果表示 eCTDv4.0のバリデーション結果を表示する。
また、結果レポートのダウンロードを行う。

〇

135 eCTD検証ツール
（eCTDv4.0用）

eCTD検証ツール
（eCTDv4.0用）インス
トーラ

- E4V-IN-01 eCTD検証ツール
（eCTDv4.0用）インストー
ラ

①eCTD検証ツール（eCTD v4.0用）インストー
ル（バリデーションルールのインストール）
②ライブラリのインストールは極力不要とする

eCTD検証ツール
（eCTDv4.0用）インス
トーラ

E4V-IN-01 eCTD検証ツール
（eCTDv4.0用）インストー
ラ

PMDAより提供されたバリデーションルールおよびＣＶ
一覧の取込を実施する。

〇

136 eCTD検証ツール
（eCTDｖ3.2.2用）

eCTDデータ検証 - EV3-DV-01 全体バリデーション ①ファイルサイズチェック　（100MB⇒500MBへ
変更）

eCTD検証機能 FPA010 eCTD検証機能 申請者が自身のPC環境で申請前/改訂提出前に
eCTD検証を行う。
申請前/改訂提出前のeCTDデータおよび過去すべて
のライフサイクルのeCTDデータから、新eCTDビュー
アのバリデータが出力するものと同等のバリデーショ
ン結果レポートを出力する。
Helpは操作マニュアルを元にHTMLで参照可能な形式
にする。

別調達

137 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

環境 EXA-EN-01 ハードウェア制限 ①OSによる制限なし
②ブラウザによる制限
③通常利用PCからの接続可
④モバイル端末での接続可

環境 機能比較結果項番
1-1
1-2
1-3

ハードウェア制限 ×

138 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

環境 EXA-EN-02 ソフトウェア制限 ①Adobe Reader 10以降での利用可
②Microsoft Office 2013以降での利用可
③管理者権限によるインストールが不要

環境 機能比較結果項番
1-4
1-5
1-7

ソフトウェア制限 ×

139 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

環境 EXA-EN-03 ネットワーク制限 ①ネットワーク環境に依存しない 環境 機能比較結果項番
1-6

ネットワーク制限 ×

140 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

環境 EXA-EN-04 アクセス制限 ①最大500アカウントの登録可
②最大100アカウントの同時接続可

環境 機能比較結果項番
1-8
1-9

アクセス制限 ×

141 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

セキュリティ EXA-SE-01 ログイン ①専用アカウントでのログイン セキュリティ - ログイン クラウドサービス側の仕様で実現。 ×

142 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

セキュリティ EXA-SE-02 ログアウト ①ログアウト セキュリティ - ログアウト クラウドサービス側の仕様で実現。 ×

143 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

セキュリティ EXA-SE-03 通信 ①暗号化通信 セキュリティ 機能比較結果項番
2-1

通信 ×

144 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

セキュリティ EXA-SE-04 ログ監視 ①ログイン履歴の確認
②監査証跡・閲覧状況の確認

セキュリティ 機能比較結果項番
2-2
3-4

ログ監視 ×

145 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

セキュリティ EXA-SE-05 ユーザ端末 ①ファイルダウンロードの不可
②スクリーンショットの不可
③印刷のみ可（PDFへの保存は不可）

セキュリティ 機能比較結果項番
2-4
2-5
2-6

ユーザ端末 ×

146 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

セキュリティ EXA-SE-06 セッションタイムアウト ①セッションタイムアウトの設定
②セッションタイムアウトの設定変更

セキュリティ 機能比較結果項番
1-9

セッションタイムアウト ×
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147 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

管理 EXA-MA-01 アカウント管理 ①アカウントの追加・変更
②パスワードの初期化
③アカウントの有効化・無効化
④パスワードポリシーの設定
⑤パスワードポリシーの設定変更

管理 機能比較結果項番
2-3
3-1
3-3

アカウント管理 ×

148 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

管理 EXA-MA-02 アクセス制御 ①アクセス権の一元管理 管理 機能比較結果項番
3-3

アクセス制御 ×

149 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

管理 EXA-MA-03 グループ管理 ①グループ単位での管理
②公開eCTDの設定（ユーザ単位・グループ単
位）
③モジュール単位での公開可否の設定（ユー
ザ単位・グループ単位）

管理 機能比較結果項番
3-5
3-6
3-7

グループ管理 ×

150 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

管理 EXA-MA-04 データ管理 ①データの一元管理
②公開eCTDの一覧化
③公開eCTDの有効期限設定
④有効期限のお知らせ
⑤外部専門委員によるデータ編集・削除の禁
止

管理 機能比較結果項番
4-1
4-2
4-3

データ管理 ×

151 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

操作性 EXA-OP-01 準備 ①準備の簡素化 操作性 機能比較結果項番
5-10

準備 ×

152 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

操作性 EXA-OP-02 資料閲覧 ①操作の簡略化
②OSの違いによる操作の同一化
③日本語表記
④最大化表示
⑤eCTDツリー形式での表示
⑥複数品目担当者への見やすい情報提供
⑦PDFの外部リンク
⑧eCTDv4.0の場合、関連申請の他品目への
リンク
⑨eCTDv4.0の場合、Reuseされている他品目
の文書閲覧
⑩閲覧資料の文言のコピペ許可

操作性 機能比較結果項番
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9

資料閲覧 ×

153 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

ファイル EXA-FI-01 アップロード ①特定のeCTDに紐付くファイルのアップロー
ド・ダウンロード（PMDA→外部専門委員）
②特定のeCTDやファイルに紐付くファイルの
アップロード・ダウンロード（外部専門委員→
PMDA）
③階層構造を持つフォルダ単位でのアップ
ロード
④アップロードしたファイルへのアクセス制御
⑤外部専門委員からのファイルアップロード時
のお知らせメール送信
⑥アップロード時のウイルスチェック
⑦アップロードサイズのチェック
⑧アップロードしたファイルの定期バックアップ
⑨セキュアな伝送によるファイル連携
⑩DMZ等を経由した連携によるファイルアップ
ロード

ファイル 機能比較結果項番
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9

アップロード ×

154 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

パフォーマンス EXA-PE-01 パフォーマンス要件 ①初期接続を30秒以内
②ツリー展開を0.5秒以内
③ファイル（1MBのPDF）表示を10秒以内

パフォーマンス 機能比較結果項番
7-1
7-2
7-3

パフォーマンス要件 ×

155 専門委員用eCTD
データ閲覧システム

その他 EXA-OT-01 サポート対応 ①365日24時間利用可
②日本語のサポート対応
③電話によるサポート対応

その他 機能比較結果項番
8-1
8-2
8-3

サポート対応 ×
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（※） 〇　　　　：本調達の開発対象範囲とするもの
一部〇　：本調達の開発対象範囲とするが、一部取り消し線を引いた内容については開発対象外とするもの
×　　　　：本調達の開発対象外とするもの
別調達　：本調達の開発対象外とするが、関連する別の調達で開発対象範囲とするもの
一部〇、一部別調達　：原則として関連する別の調達の開発対象範囲とするが、一部を本調達の開発対象範囲とするもの

⇒ eCTD v4.0の技術仕様を理解する必要がある以下の機能（バッチファイル等）については、本調達の対象範囲とする
（例）
・試験データ複製バッチ
・試験データ提出内容生成バッチ
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