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１ 調達案件の概要に関する事項 

（１） 調達件名 

次期 eCTD の国内実装に伴うシステム開発における技術支援等業務 

 

（２） 用語の定義 

表 １.１ 用語の定義 

用語 概要 

CTD Common Technical Document の略記。ICHで合意された、新医薬品の製造

販売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。 

eCTD electronic Common Technical Document の略記。CTDを申請企業から審査

当局へ電子的に提出するための仕様。また、その仕様に基づき作成された

電子的様式。2019年 12月現在、日本で受付可能なバージョンは

ver.3.2.2。本書では、「eCTD v3.2.2」と記載することもある。 

eCTD ver.4 eCTDの次期メジャーバージョン。本書では、「eCTD v4.0」と記載するこ

ともある。 

ICH The International Council for Harmonisation of Technical 

Requirements for Pharmaceuticals for Human Use の略記。医薬品規制

調和国際会議。 

ICH M8 EWG/IWG ICHにおいて eCTDの実装、改訂、Q&Aの策定などを担当する作業グルー

プ。 

CDISC Clinical Data Interchange Standards Consortium の略記。臨床研究デ

ータ及びメタデータの獲得、交換、申請及び保存をサポートする標準の開

発のためのグローバルな公開された学際的な非営利団体（NPO）のこと。 

申請電子データ 承認申請時に提出する、CDISC 標準に準拠した臨床試験データ及び CDISC 

標準に拠らない臨床試験データの総称。付随する文書（Annotated CRF、

データガイド）も含む。 

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基幹業務処理システム。 

厚生労働省医薬・生活衛生局の関係各課、総合機構、地方厚生局、都道府

県において、医薬品等及び医療機器に係る申請等の受付、審査・調査結果

の入力、許認可の施行登録、証書・通知書の発行等の業務処理と支援に用

いられる。（以下、「Pegasus」という。） 
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用語 概要 

新 eCTD ビューア

システム 

eCTD ver.3.2.2 での提出を受け入れ、各審査担当者の端末からの閲覧に

使用する独立行政法人医薬品医療機器総合機構のシステム。 

現在、eCTD ver.4 を受け入れるためのシステムを構築中であり、本調達

仕様書では当該システムも含めて「新 eCTDビューアシステム」と呼ぶ。 

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、独立行政法人医薬品医療機

器総合機構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。 

 

（３） 調達の背景 

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、ICH M8 

EWG/IWG に参加し、eCTD の現バージョンである ver.3.2.2 の利用に関する Q&A や変更要

望への対応を協議している。また次期メジャーバージョンである eCTD ver.4 についても上

記に加え実装に向けた検討課題についても協議している。これら検討課題は日本国内に発

出している eCTD 関連通知や通知改訂等が及ぼす新医薬品等の承認審査業務を支援するシ

ステム（以下、「審査業務関係システム」という。）への影響調査、評価を実施のうえ国

際間での議論や合意を形成していく必要がある。 

eCTD ver.4 については、日本国内への実装に向けた受け入れ準備のためシステムの開発

を進めているところであり、2021 年度においてはパイロットテストを実施する予定であ

る。PMDA はパイロットテストから得られた知見をもとにシステム改修を実施する予定で

あり、システムベンダーから提示される仕様書や設計書類に関して、審査業務関係システ

ムを理解した上で、実際の業務利用の観点からシステムベンダー等に的確な伝達、要求等

をすること等が必須となる。 

くわえて PMDA では審査業務関係システムを日々運用するとともに、2021 年度におい

ては eCTD ver.4 実装に伴う審査業務関係システムへの改修案件、申請届出オンライン化対

応案件、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（以下、

「薬機法」という）の改正に伴う改修案件等を実施する計画であり、PMDA 職員を技術的

に助言・支援する人員が欠かせない状況となっている。 

 

（４） 目的及び期待する効果 

本業務は、eCTD ver.4 の受付を支障なく開始するためのシステムを高品質かつ確実に構

築するため、当該システム開発に係る技術的支援および進捗管理業務を委託するものであ

る。 

技術的支援においては、ICH M8 EWG/IWG の状況を踏まえつつ、審査業務関連システム

の仕様とシステムを利用した業務要件を理解し、システム開発の成果物に確実に反映され
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るよう支援するととともに、進捗管理においては、同時に進行する他の関連システムの改

修等プロジェクトの状況を把握し計画通りにシステム改修を実施できるよう関係者間の調

整やスケジュール管理等適切な進捗管理を行うことを目的とする。 

また同時に、PMDA に常駐してシステム担当職員の各種業務を支援することで関連シス

テムの仕様やシステムを利用した各種業務の理解を深めることによって、システムベンダ

ーに対してより利用者目線に立った助言や指摘を行われることにより、開発するシステム

の品質がさらに向上することを期待する。 

 

（５） 業務・情報システムの概要 

本業務で主に技術的支援および進捗管理を委託する対象となる eCTD ver.4 に係るシステ

ムの概要（予定）については、以下の別紙１に示しているので参照すること。 

 別紙１「eCTD v4.0 関連システムの概要」 

また現在、PMDA では、新医薬品の承認審査業務に際し、審査担当者は主に下記の審査

業務関係システムを利用している。 

・ Pegasus 

・ 新 eCTD ビューアシステム 

・ 申請電子データシステム 

これらシステム群は、常に問題なく利用できるよう利用者からの改修要望及び制度改正

に柔軟かつ迅速に対応する必要がある。参考として、eCTD ver.4 に係るシステムを含む審

査業務関係システムの概要等を以下の別紙２～５に示しているので参照すること。 

 別紙 2「審査業務関係システムの概要」 

 別紙 3「審査業務関係システムの概要図」 

 別紙 4「eCTD v4.0 導入後の審査業務関係システムの関連図」 

 

（６） 契約期間 

2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで。 

 

（７） 作業スケジュール 

eCTD ver.4 国内実装および関連するシステムの改修等に係る今後の予定を別紙 5 に示

す。また、eCTD ver.4 導入に伴うパイロットテストの実施およびパイロットテスト後シス

テム改修業務の想定スケジュールを別紙 6 に示しているので合わせて参照すること。 

 別紙 5「eCTD v4.0 実装と関連システムに係る今後の予定」 
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 別紙 6「eCTD v4.0 導入に伴うパイロットテストの実施およびパイロットテスト

後システム改修業務 想定スケジュール」 

 

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、本調達の受注者が担う役割等は次

の表の通りである。 

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

項番 調達案件名 調達の方

式 

実施時期 事業者名 役割 

1 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 

一般競争

入札 

2019 年 9 月から 

2022 年 3 月末まで 

日本ユニ

シス株式

会社 

情報共有、プ

ロジェクト間

調整支援等 

2 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 

一般競争

入札 

2020 年 2 月から 

2022 年 2 月末まで 

株式会社

セック 

情報共有、プ

ロジェクト間

調整支援等 

 

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 役割 

3 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 

情報共有、プロ

ジェクト間調整

支援等 

4 申請電子データシステム 

ソフトウェア「Pinnacle 21 

Enterprise」の技術支援 

競争性のない

随意契約 

2021 年 4 月から 

2022 年 3 月末まで 

情報共有、プロ

ジェクト間調整

等 

 

３ 作業の実施内容に関する事項 

（１） 作業の内容 

① 業務開始の準備 

受託者は、2021年 4月 1日からの本業務に必要な事項の準備として、PMDAから提供

される現行事業者が作成した本業務に係る各種資料（業務報告書、作業手順書等の

一覧）を基に自主的に業務習熟を行うこと。当該準備作業は受託者の負担と責任に

おいて実施すること。また、定期的作業の年間スケジュールを作成し、PMDAへ提出

し了承を得ること。 

 

② 作業内容等 

受託者は、以下に関して必要な技術支援等を実施すること。詳細は「別紙 7 作業内

容等」を参照すること。その他の依頼作業については、既存の手順書等が存在する

場合は PMDA から提示する。手順書が存在しない新たな依頼作業については、適宜
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手順書を作成すること。各種問合せへの対応については、一次対応や問合せ管理、

過去事例や関係部署への確認等、対応方針の策定について助言や支援を行うこと。 

ア eCTD ver.4 導入に伴うパイロットテストの実施およびパイロットテスト後シ

ステム改修および既存の審査業務関係システム改修に対する技術支援および

進捗管理等支援 

イ eCTD ver.4 パイロットテスト実施に係る技術的支援および進捗管理等支援 

A) 提出媒体管理 

B) データ取込みおよびバリデーション実施 

C) バリデーションレポート管理と送付支援 

D) 問い合わせ対応支援 

E) バリデーションレポートの確認と結果とりまとめ支援 

ウ その他 

A) eCTDに係る専門協議運用に係る対応業務支援 

B) eCTDに係る申請者からの問合せ等対応業務支援 

C) eCTDに係る PMDA職員からの問合せ等対応業務支援 

D) 申請電子データシステムの業務運用における各種依頼事項への対応業務 

E) 端末管理に係る対応業務支援 

F) 審査担当者等の意見集約業務 

G) その他問合せ及び作業依頼対応 

なお本調達に際し、既存の各種手順書の一覧および一部の手順書は、PMDA 内で資

料閲覧可能とするので参考とすること。 

 

③ 報告業務 

受託者は、本業務で実施した作業内容とその工数について、PMDA に報告すること。

作業内容および納入成果物に関する進捗状況については、EVM・WBS等による予実管

理を実施すること。報告の時期に関しては、隔月で状況報告書を作成のうえ、対面

又はオンライン形式による報告会を行うこと。また、年度末には、隔月の報告書を

取りまとめた年次報告書を提出すること。様式、方法、具体的なタイミングおよび

報告内容については業務開始時に PMDAと協議し決定すること。ただし、要員の大幅

な変更など作業状況によっては、必要に応じて作業報告の方法を随時見直すことと

する。 

 

④ 次年度受託事業者への引継ぎ 

受託者は、次年度受託事業者によらず本業務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。 

受託者と異なる事業者が次年度の本業務を受注した場合には、次年度受託事業者に

対し、作業経緯、残存課題等下記項目についての引継ぎを行うこと。  
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A) 技術支援に係る検討課題の仕掛一覧 

B) 問合せ、障害等の対応及び管理に関する手法・手順 

C) システム運用マニュアル、運用業務マニュアル 

D) 仕掛中の項目一覧及びその進捗状況 

E) 過去の問合せ、障害等の実績及びその対応方法 

F) バックログ・未対応作業一覧及びその対応(案)  

G) その他業務を引継ぐ上で必要と思われる事項 

 

（２） 成果物の範囲、納品期日等 

① 成果物 

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

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 作業内容の別 納入成果物 (注 1) 納入期日 

納品に関

する注意

事項 

1 全体 
・業務報告書（年次） 

・業務手順書 

2022年 3月 31

日 
 

2 全体 業務報告書（隔月） 
隔月の月末から

2週間以内 
 

3 全体 定期的作業の年間スケジュール 
2021年 4月 30

日 
 

4 eCTD ver.4 導

入に伴う技術支

援業務 

・ドキュメントレビュー管理表 

・受入テスト実施計画、進捗管理表 

・打合せ資料 

・課題管理表（内部用） 

・技術支援に係る中間成果物 

必要に応じて随

時提出 

 

5 eCTD ver.4 パ

イロットテスト

実施に係る技術

的支援および進

捗管理等支援 

・打合せ資料 

・課題管理表（内部用） 

・提出媒体管理表 

・問合せ管理表（パイロットテスト

用） 

必要に応じて随

時提出 

 

6 その他 ・作成した業務手順書 

・打合せ資料 

・課題管理表（内部用） 

必要に応じて随

時提出 

 

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

と。 

 

② 納品方法  

表 ３.１の随時提出した納入成果物を含む全ての納入成果物を年度末に納品すること。な
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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、原則として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 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領」に準拠するこ

と。ただし、PMDA の担当者が認める表記については対象外とする。  

ウ 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格（ＪＩＳ）の規定に準拠

すること。  

エ 受託者は、指定のドキュメントを外部電磁的記録媒体（ＣＤ‐Ｒ等)により納品す

ること。  

オ 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、受託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。 

カ 納品したドキュメントに修正等があった場合は、紙については、それまでの変更

内容を表示するとともに変更履歴と修正ページ、外部電磁的記録媒体について

は、それまでの変更内容及び修正後の全編を速やかに提出すること。  

キ 外部電磁的記録媒体は、２部納品すること。  

ク 納品後、PMDA において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品

すること。  

ケ 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。  

コ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすること

のないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意

すること。  

サ 外部電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアに

よる確認を行う等して、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適

切に対処すること。  

シ 成果物の作成及び納品に当たり、内容、構成等について PMDA が指摘した場合に

は、指摘事項に対応すること。 

ス 納品に当たっては、現存するドキュメント等を変更する必要がある場合はそれら

を修正することとし、修正点が分かるように表記すること。 

セ 報告書、計画書等の成果物の記載様式については、記載様式案を PMDA に提示す

ること。PMDA は、案について受託者と協議の上、決定する。 

 

③ 納品場所 



 

8 

 

 

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 

ただし、PMDA が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。 

 

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、「別紙 7 作業内容等」を満たすこと。 

 

５ 作業の実施体制・方法に関する事項 

（１） 作業実施体制 

① 本業務の実施に当たり、PMDA が必要と判断し且つ受託者に対応を求めた場合は、

PMDA の意図しない変更が行われないことを保証する品質保証体制を整備すること。

また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。   

② 本業務に関わる情報システムに PMDA の意図しない変更が行われるなどの不正が見

つかった場合（不正が行われていると疑わしい時も含む）には、追跡調査や立入検査

等、PMDA と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備すること。また、

当該体制の整備を PMDA に求められた場合はその内容を書類等で確認できること。 

③ 当該管理体制を確認する際の参照情報として、資本関係・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）・実績及び国籍に関する情報提供を求めることがある。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。 

④ 本業務の実施に当たる担当者は原則として 3 名とし、実施期間中、PMDA 内に常駐す

ること。 

⑤ 常駐者の作業日は、行政機関の休日（「行政機関の休日に関する法律」（昭和６３年

法律第９１号）第１条第１項に掲げる日をいう。）を除く日とする。なお、PMDA 担

当者の承認のもと、業務に支障のない範囲で休暇等を取得することは差し支えない。 

⑥ 業務を行う時間については、PMDA の標準的な勤務時間（9:00-17:45 または 9:30-

18:15）を基本とするが、作業状況に応じて対応すること。 

 但し、公衆衛生の緊急事態等においては PMDA 職員の指示の下、安全確保を優

先とした勤務形態※を可能とする。 

※混雑する交通機関の時間帯を避けた業務開始終了時間（例  11:00 出勤、

15:00 退勤 等）又は自宅待機 等 

 なお、自宅待機時においては原則 PMDA の標準的な勤務時間内で業務を行うも

のとするが、実施する業務内容については PMDA 職員と相談のうえ指示に従う

こと。 

⑦ 業務開始後、実施期間中は④の担当者を変更する場合は PMDA 担当者と相談し、原

則として下記に従うこと。 

 万が一、担当者を実施期間中に変更する場合は、業務遅滞が発生しないよう十分
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に引き継ぐための体制及び期間を設けること。 

 

（２） 作業要員に求める資格等の要件 

作業要員に求めるスキル及び資格等の要件を以下に示す。但し、体制構築においては費

用対効果の観点を踏まえ、管理者及び作業実施者を適切に配置すること。  

① 担当者のうち 1 名は、下記の経験を有すること。またこれらを証明または説明できる

こと。 

 過去 10 年間で、6 か月以上の医薬品や医療機器、再生医療等製品のいずれかの

承認、審査または安全対策に関連するシステム開発や導入、運用保守、業務受託

などの経験を有すること 

② 担当者のうち 1 名は、下記の経験を有すること。またこれらを証明または説明できる

こと。 

 過去 10 年間で、PM または PM に相当する役割として累積して 2 年間以上のシ

ステム開発または導入業務 

③ 担当者のうち 1 名は、下記の経験を有すること。 

 Microsoft Excel マクロ（VBA）等の小規模ツールの開発経験 

 XML の仕様を理解しているとなお良い 

 

（３） 作業場所 

① 受託業務の作業場所は、再委託も含めて PMDA 内とするが、説明会等への参加時な

どは必要に応じて PMDA の承認した場所で作業すること。必要となる交通費につい

ては受託者にて負担すること。 

② PMDA 内にて業務を行う範囲においては、作業用スペース（什器等）および作業用端

末は無償貸与する。説明会等への参加時に必要となる作業用端末については、必要な

規定の手続のうえ無償貸与する。また、業務上必要となる光熱費、通信費は PMDA

で負担する。 

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） 作業の管理に関する要領 

PMDA が管理するエリアからの情報の持ち出しは原則として許可しない。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。また受託者は、持ち出した情報を

台帳等により管理すること。さらに受託者は、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 
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（１） 基本事項 

受託者は、次に掲げる事項を遵守すること。 

① 本業務の遂行に当たり、業務の継続を第一に考え、善良な管理者の注意義務をもって

誠実に行うこと。 

② 本業務に従事する要員は、PMDA と日本語により円滑なコミュニケーションを行う能

力と意思を有していること。 

③ 本業務の履行場所を他の目的のために使用しないこと。 

④ 本業務に従事する要員は、履行場所での所定の名札の着用等、従事に関する所定の規

則に従うこと。 

⑤ 要員の資質、規律保持、風紀及び衛生・健康に関すること等の人事管理並びに要員の

責めに起因して発生した火災・盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任を負うこ

と。 

⑥ 受託者は、本業務の履行に際し、PMDA からの質問、検査及び資料の提示等の指示に

応じること。また、修正及び改善要求があった場合には、別途協議の場を設けて対応

すること。 

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

言を行うこと。 

⑧ 本業務においては、次年度受託者事業者によらず本業務を行うことが可能となるよう

詳細にドキュメント類の整備を行うこと。 

 

（２） 機密保持、資料の取扱い 

本業務を実施する上で必要とされる機密保持に係る条件は、以下のとおり。 

① 受託者は、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。）、他の受託者が提示した情報及び受託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 受託者は、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、受託者において該

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、これを遵守すること。 

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 
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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 受託者は、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 受託者は、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 受託者は、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、受託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、受託者は著作者人格権（著作権法第 18 条から

第 20 条までに規定する権利をいう。）を行使しないものとする。 
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③ 本件に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっ

ても、受託者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。 

④ 本件に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利

を有する著作物が含まれる場合、受託者は当該著作物の使用に必要な費用負担や使用

許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合は事前に PMDA に報告し、承認

を得ること。 

⑤ 本件に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争

の原因が専ら PMDA の責めに帰す場合を除き、受託者の責任、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、受託者に通知

し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者にゆだねる等の協力措置を講ずる。なお、受

託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、受託者の責任において著作者等の承認を得るものとし、PMDA に提出する

際は、その旨併せて報告するものとする。 

 

（２） 検収 

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

けること。最終的な納入成果物については、「3（２）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、受託者は直ち

に引き取り、必要な修復を行った後、PMDA の承認を得て指定した日時までに修正が

反映されたすべての納入成果物を納入すること。 

② 「納入成果物」に規定されたもの以外にも、必要に応じて提出を求める場合があるの

で、作成資料等を常に管理し、最新状態に保っておくこと。 

③ PMDA の品質管理担当者が検査を行った結果、不適切と判断した場合は、品質管理担

当者の指示に従い対応を行うこと。 

 

８ 入札参加資格に関する事項 

（１） 入札参加要件 

応札希望者は、以下の条件を満たしていること。 

① PMDA にて審査業務関係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。 

② 応札者は、法人格を持つ事業体とする。また「個人情報の保護に関する法律」（平成

15 年 5 月 30 日法律第 57 号）を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事

業者であること。 
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③ 担当者のうち 1 名は、下記の経験を有すること。またこれらを証明または説明できる

こと。 

 過去 10 年間で、6 か月以上の医薬品や医療機器、再生医療等製品のいずれかの

承認、審査または安全対策に関連するシステム開発や導入、運用保守、業務受託

などの経験を有すること 

④ 担当者のうち 1 名は、下記の経験を有すること。またこれらを証明または説明できる

こと。 

 過去 10 年間で、PM または PM に相当する役割として累積して 2 年間以上のシ

ステム開発または導入業務 

⑤ 担当者のうち 1 名は、下記の経験を有すること。 

 Microsoft Excel マクロ（VBA）等の小規模ツールの開発経験 

 XML の仕様を理解しているとなお良い 

⑥ 応札時には、業務毎に十分に細分化された工数を含む見積り根拠資料の即時提出が可

能であること。なお、応札後に PMDA が見積り根拠資料の提出を求めた際、即時に

提出されなかった場合には、契約を締結しないことがある。 

 

（２） 入札制限 

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

ない。 

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

② 「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」受注業者 

③ 「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」受注業者 

④ 「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」受注業者 

⑤ ①～④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。） 

⑥ ①～④と同一の親会社を持つ事業者 

⑦ ①～④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 

受託者は、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提出し、PMDA

の承認を受けること。 

① PMDA から提供する情報の目的外利用を禁止すること。  

② 受託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。当
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該体制における管理責任者は情報セキュリティに関する資格（※）を有しているこ

と。 

※例として、情報処理安全確保支援士、情報セキュリティマネジメント、情報セキュ

リティ管理士、公認情報セキュリティマネージャー、ネットワーク情報セキュリティ

マネージャー、CISSP、SSCP、CCSP、CSSLP、CompTIA Security+ 等。 

③ 本業務の実施に当たり、受託者又はその従業員、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。 

④ 受託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。 

⑤ 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。  

⑥ 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。  

⑦ 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。  

⑧ 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①～⑦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。  

⑨ 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。 

 

１０ 再委託に関する事項 

① 受託者は、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 
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・ 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 

・ 「３（１）②作業内容等」のアに記載された支援内容を除く業務 

・ 「３（１）②作業内容等」のアに記載された支援内容のうち、「５（２）作業

要員に求める資格等の要件」の①及び②を必要としない業務 

③ 受託者は、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、受託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。受託者は、機密保持、知的財産権等に関して本仕様書が定める受託

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託者が負うこ

と。 

④ 再委託先が「８（２）入札制限」の要件を満たすこと。 

⑤ 受託者の責任において、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、受託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）情報セキュリティ対策の実施」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。 

・ 受託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。 

・ 受託者は、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。 

・ 受託者は、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。 



 

16 

 

 

・ 受託者は、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。 

 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、受託者

もその方針に従うこと。 

なお、本件受託者は本調達により関与した、審査系システムの設計・開発に係る調達仕

様書案による入札には参加することができない。 

 

１２ 附属文書 

（１） 調達仕様書 別紙 

別紙１ 「eCTD v4.0関連システムの概要」 

別紙２ 「審査業務関係システムの概要」 

別紙３ 「審査業務関係システムの概要図」 

別紙４ 「eCTD v4.0導入後の審査業務関係システムの関連図」 

別紙５ 「eCTD v4.0実装と関連システムに係る今後の予定」 

別紙６ 「eCTD v4.0導入に伴うパイロットテストの実施およびパイロットテスト後シ

ステム改修業務 想定スケジュール」 

別紙７ 「作業内容等」 

 

（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 新 eCTD ビューアシステム関連設計書 

閲覧資料５ 新 eCTD ビューアシステム関連管理台帳 
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閲覧資料６  新薬審査部 IT担当サポート業務関連資料・作業リスト 

閲覧資料７ eCTD ver.4関連設計書 

これら資料は、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。 

また閲覧資料２～３の資料に関しては、PMDA に「秘密保持等に関する誓約書」を提

出した事業者から申出があれば、提供する。 

 

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 

（※迷惑メール防止対策のため●を半角のアットマークに置き換えてください。） 
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eCTD v4.0関連システムの概要

1

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。

別紙１



Pharmaceuticals and Medical Devices Agency |

審査業務関係システムの概要（1/2）

1

システム 役割・機能概要 eCTD v4.0 導入に伴う影響 関係するシステム

1 eCTDビューアシステム 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。

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・改修要件は無し。
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。

別紙２
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審査業務関係システムの概要（2/2）

2

システム 現在の役割・機能概要 eCTD v4.0 導入に伴う影響 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)

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
・eCTD v4.0形式提出物での受付
・PegasusとeCTD審査システムの連携
・eCTD v4.0 ビューアとの連携

・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)

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
・eCTD v4.0形式提出物の送信
・eCTD 審査システム/v4.0ビューアとの連
携 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、ストレージ上の公開用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

別紙２
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審査業務関係システムの概要図

1

eCTDビューア
システム

医薬品・医療機器
申請審査システム

(Pegasus)

専門協議
システム

窓口 管理・審査

外部審査

申請電子データシステム

(Gateway)

・申請電子データの管理、公開

・eCTDの管理、公開

・承認審査業務全般の管理

・申請予約、文書の伝送提出
・申請者との連絡経路

・専門協議資料(eCTD)の公開

OR

eCTD
検証
ツール

受付担当

審査員

申請者

専門委員

別紙３
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eCTD v4.0 関連システム導入後のシステム関連図

1

申請電子データシステム
+Pinaccle21

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

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)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

・eCTD受付番号取得

・専門協議
設定

・eCTD閲覧
・専門協議用
eCTD(v4)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４
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eCTD v4.0実装と関連システムに係る今後の予定

年度

～2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

マイルストン

eCTDの受付
期間とパイ
ロット時期

eCTD v4.0
国内通知改訂

eCTD v4.0
ビューア
開発

その他のシス
テム関連イベ

ント

eCTD v3.2.2/v4.0
経過措置期間

詳細設計・
開発・導入

運用・保守

（製薬企業と連携）

承認申請時の
eCTD(v3.2.2)提出
原則必須化※

要件定義・
基本設計

eCTD v3.2.2

eCTD v4.0
受付開始

eCTD v3.2.2
受付終了

eCTD v4.0

通
知
発
出

改訂

作業等

通
知
発
出

改
訂

作
業
等

申請・届出
オンライン化対応

別紙５

eCTD v4.0
パイロット

※申請電子データ提出対象のeCTDのみ

パイロット後
改修

審査系システム
運用保守

薬機法改正
対応①

薬機法改正
対応②

Pinnacle 21
技術支援

【凡例】
：調達仕様書「３（１）②ア」に記載

された技術支援および進捗管理等支援の主な対象と
なる業務

：調達仕様書「３（１）②ア」に記載
された技術支援および進捗管理等支援のうち、横断
的に影響等を確認する必要があるプロジェクト
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eCTD ver.4導入に伴うパイロットテストの実施および
パイロットテスト後システム改修 想定スケジュール

別紙６
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別紙 7 「作業内容等」 

技術支援等作業内容 

階層 1 階層 2 
内容 

想定する発生時期、頻度 等 

No 名称 No 名称 

１ 

 

eCTD ver.4導入

に伴うパイロット

テスト後システム

改修および既存

の審査業務関連

システム改修に

対する技術支援

および進捗管理

等支援 

1-1 

 

システム設計・開

発に係る技術的

支援 

 

受託者は技術的側面の強い課題に関して、PMDA 内部の既存システムを俯

瞰的に把握し、各種設計書等※を精読・理解のうえ、データの持ち方や参照

方法についてのあるべき姿を検討し、PMDA 職員とともに課題解決に向けて

助言・支援する。 

開発ベンダーが作成した各種計画書や設計書、テスト仕様書などをレビュー

し、PMDA要件の充足性確認等を支援する。 

また、課題解決に資料が有効である場合、必要となる資料を作成またはその

支援をし、必要に応じて職員との打ち合わせを設定する。 

※「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」および「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」で作成した各種設計書等。 

【機能数、画面数等の参考値】 

・機能数：100 

・画面数：70 

・設計書ファイル数：120 

 

（内部課題検討会議） 

【想定時期】 

・主に 2021年 5～8月 

【想定頻度】 

・2h／回 × 週 1～2回程度 

PMDA の要件やシステム環境、関連する他プロジェクトの状況を理解した上

で当該システム改修や既存システム改修に関連する会議に出席し、技術的

側面から合理性、整合性、網羅性などの観点でプロジェクト横断的に内容を

確認の上、必要な助言を行う。 

【想定時期】 

・主に 2021年 5～8月 

【想定頻度】 

・1.5h～2h／回 × 週 2～3回程度 

1-3 システム設計・開

発に係る進捗管

理等支援 

PMDA 職員とともに進捗会議へ参加し、システム設計・開発・テスト等に係る

スケジュール管理及び課題管理等を支援する。 

開発ベンダーから提示される当該プロジェクトの進捗管理に係る手法ならび

に各種資料について PMDA 職員とともにレビューのうえ助言・支援する。ま

た、発生する種々の課題や開発ベンダーからの依頼事項を支援する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・1h／回 × 週 1回程度 
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階層 1 階層 2 
内容 

想定する発生時期、頻度 等 

No 名称 No 名称 

PMDA 職員のレビュー対象となる設計書類や議事録等の文書管理およびレ

ビュー等のスケジュール管理を適切に行い、レビュー結果等を遅滞なく開発

ベンダーに提示できるよう支援することで当該プロジェクトを計画通りに進行

させる。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・設計書類  

20件／週 × 15週程度 

・各種議事録 

1～3件／週 × 40週程度 

・操作マニュアル 

1～3件／週 ×5週程度 

・その他（テスト計画書等） 

1～10件／週 × 10週程度 

並行的に実施される、関連する他の審査業務関係システムの改修プロジェク

トの進捗状況を横断的に把握し、ドキュメントやソースの固定時期、連携テス

トや導入などについて調整する。また必要に応じて、各プロジェクトの設計や

進捗報告等の打ち合わせに参加する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・随時 

1-4 PMDA職員向け説

明会の支援 

開発ベンダーが実施するシステムアプリケーションの操作方法等に係る

PMDA 職員向けの説明会について、PMDA 職員とともに会場手配や会場設

営等について支援する。 

【想定時期】 

・主に 2022年 1～2月 

【想定頻度】 

・1h／回 × 15回程度 

1-5 受入テスト支援 開発ベンダーから提示される受け入れテストケース案について効果的である

かどうか技術的観点からレビューを実施し、内容について適宜助言・支援す

る。また、PMDA で作成を要するテストデータがある場合は作成の支援をし、

PMDA職員とともに受け入れテストを実施する。 

【想定時期】 

・2022年 1月頃 

【想定頻度】 

・5h／日 x 10日程度 
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階層 1 階層 2 
内容 

想定する発生時期、頻度 等 

No 名称 No 名称 

1-6 検収作業支援 最終納品物の検収作業において、PMDA 職員とともに開発ベンダーと合意し

た成果物一覧との整合性ならびに妥当性を確認し、検収作業を支援する。 

【想定時期】 

・2022年 2月頃 

【想定頻度】 

・2h／回 x 3回程度 

２ 

 

 

eCTD ver.4 パイ

ロットテスト実施

に係る技術的支

援および進捗管

理等支援 

 

 

2-1 提出媒体管理 受託者は、パイロットテスト期間に参加者から提出されるテスト用 eCTD の電

子媒体を管理台帳を作成するなど適切に管理し、パイロットテスト完了後に

廃棄する作業を支援する。 

また、事前参加登録の内容と照らし合わせ、提出者が適切な eCTD 受付番

号を利用していることを確認する。 

【想定時期】 

・2021年 5月～7月および 10月頃 

【想定頻度】 

・0.1h／回 × 日 5回程度 

2-2 データ取込みおよ

びバリデーション

実施 

受託者は、パイロットテスト期間に参加者から提出されるテスト用 eCTDデー

タを、PMDAが指定するファイルサーバにコピーした後、検証環境への取込

み及び eCTDバリデーションを実施する。なお取込みに際して、検証環境の

申請電子データシステムを利用して申請予告を作成する必要がある場合は、

必要な画面入力や DB上の eCTD受付番号データの修正を実施する。ま

た、取込みやバリデーション結果を台帳で管理する。 

【想定時期】 

・2021年 5月～7月 

【想定頻度】 

・0.5h／回 × 月 50回程度 

2-3 バリデーションレ

ポート管理と送付

支援 

バリデーション結果レポートを PMDAが指定するファイルサーバに格納し、速

やかに当該データの提出者にメールで送付する。レポート送付までの進捗状

況を台帳にて管理し、定期的に PMDA担当者に報告する。 

【想定時期】 

・2021年 5月～7月 

【想定頻度】 

・0.5h／回 × 月 50回程度 

2-4 問い合わせ対応

支援 

パイロットテスト期間中に参加者から送付される問合せを切り分けし、適切に

管理する。回答案の作成を支援し、PMDA 担当者に内容確認の上、問い合

わせ者に応答する。 

【想定時期】 

・2021年 5月～7月 

【想定頻度】 

・0.5h／回 × 月 20回程度 
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階層 1 階層 2 
内容 

想定する発生時期、頻度 等 

No 名称 No 名称 

2-5 バリデーションレ

ポートの確認と結

果とりまとめ支援 

バリデーション結果レポートの内容を確認し、結果を一覧にまとめる。NG 原

因などを分析・分類し、結果をとりまとめて PMDA 担当者に報告する。PMDA

が実施するパイロットテスト結果報告の資料作成を支援する。 

 

【想定時期】 

・2021年 5月～10月 

【想定頻度】 

・年 1回程度 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 3-1 eCTD に係る専門

協議運用に係る

対応業務支援 

専門協議の準備に際し、eCTD を利用した外部専門委員への資料提供にお

ける審査担当者からの専門協議用資料準備手順等に関する問い合わせに

対応する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・月 2件程度 

主に審査担当者を通して、外部専門委員によるオンライン閲覧システム

（VPN）の接続方法に関する問合せに対応する。必要に応じて外部専門委員

が所属する組織のシステム担当者と協力し、接続における課題の解決を支

援する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・1h/回 × 月 1件程度 

eCTD に係る専門協議の開催状況及び媒体を利用した外部専門委員への

eCTD申請資料貸出状況の管理を支援する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・月 10件程度 

eCTD を利用した外部専門委員への資料提供の運用における課題につい

て、解決策を検討し、運用改善の支援を行うこと。運用変更に伴う各種マニュ

アル等の作成及びレビュー、審査担当者向けの説明等を支援する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・必要に応じて（年 1～2回程度） 

3-2 eCTD に係る申請

者からの問合せ

等対応業務支援 

 

申請者から寄せられる eCTD の運用および通知適合性等の問合せに対し、

根拠通知との整合性や過去事例、関連システムへの影響確認など対応方針

や回答案の策定を支援する。また、申請者からの問合せ内容管理を支援す

る。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・0.5～1h/回 × 月 2回程度 
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階層 1 階層 2 
内容 

想定する発生時期、頻度 等 

No 名称 No 名称 

申請者から寄せられる eCTD 検証ツールの利用方法や障害、検証結果に対

する各種問合せに対する対応について支援する。また、回答案作成に際し、

必要に応じて検証環境を利用して、サンプルデータの作成や eCTD バリデー

ションの実施、eCTDビューア表示確認などの技術検証を行う。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・1～2h/回 x 月 2回程度 

3-3 eCTD に 係 る

PMDA 職員からの

問合せ等対応業

務支援 

eCTD 運用や通知の解釈、過去事例等に関する審査員等からの問合せに対

し、根拠通知との整合性や過去事例、関連システムへの影響確認など対応

方針や回答案の策定を支援する。また、審査員からの問合せ内容を管理す

る。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・1h/回 × 月 2回程度 

eCTD 運用や取り込み時のエラー等に関する受付担当者からの問合せに対

し、対応方針や回答案の策定を支援する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・0.5h/回 × 月 2回程度 

申請者からの事前連絡なく eCTDバリデーションで検出された NGや Warning

等について、原因や影響を調査し、受領可否判断に必要な情報を担当職員

に提供する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・1h/回 × 年 5～6回程度 

eCTD ビューアシステムの利用方法や表示障害等に関する問合せに対し、原

因調査や対応方法を検討し対応案の策定を支援する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・1h/回 × 年 5～6回程度 
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階層 1 階層 2 
内容 

想定する発生時期、頻度 等 

No 名称 No 名称 

新 eCTD ビューアシステムにおけるユーザの新規配属、異動等に伴うアクセ

ス権設定の依頼に対応する。また、定期的に権限の棚卸を実施する。 

【想定時期】 

・通年（主に異動時期に集中） 

【想定頻度】 

・依頼対応 

0.5h/回 × 月 2～10件程度 

・棚卸 

5h/回 × 年 1～2回 

審査担当者からの HIV事前評価用 eCTDの取り込みおよび当該 eCTDのオ

フラインビューア出力依頼作業に対応する。 

【想定時期】 

・未定 

【想定頻度】 

・2h/回 × 年 1～2回程度 

3-4 

 

申請電子データシ

ステムの業務運

用における各種依

頼事項への対応

支援 

申請電子データの電送、バリデーション、及び解析に係るシステムの開発、

運用、及び改善等に関する会議等に出席し、各種課題への対処方針案を検

討、調整、及び作成支援をする。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・1.0h/回 ×月 2回程度 

受け入れテストの実施やテストケース及びテストデータ作成支援、最終納品

物の検収について支援する。 

【想定時期】 

・通年 

・納品物の検収は 2021年 3月頃 

【想定頻度】 

・3h/回 × 5回程度 

申請電子データシステムの利用に関する申請者からの問合せに対する回答

案を PMDA担当者が作成、レビューするために必要な情報提供やレビュース

ケジュール管理等を支援する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・0.5h/回 × 月 40回程度 
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階層 1 階層 2 
内容 

想定する発生時期、頻度 等 

No 名称 No 名称 

申請電子データに関する一連のシステムについて、PMDA、運用保守業者、

開発業者、ソフトウェア提供業者等の間に立ち、円滑な連携を促進するよう

情報の収集、集約、伝達、エスカレーション対応、資料作成等の支援をする。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・必要に応じて（月 1回程度） 

本業務で従事する各種支援業務に関する手順書を作成する。また、利用者

向けのシステムの操作マニュアルの修正を支援する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・必要に応じて（年 2回程度） 

伝送された試験データの文字化け等の不備の確認を支援する。 【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・2h/回 × 月 2回程度 

3-5 端末管理に係る

対応業務支援 

審査マネジメント部で管理する審査部貸出用端末の管理及び審査業務関係

システムに係る各種ソフトウェア（Adobe Acrobat 等）のライセンス管理、更新

作業を支援する。また、利用者から不具合等の問合せがあった場合は、原因

調査及び対処方法について検討し、対応作業を支援する。 

また、2021 年度に購入予定の新たな端末について、現行端末と同様の初期

設定、バックアップイメージ作成、手順書作成等の作業を支援する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・貸出管理 

0.5h/回 × 週 2回程度 

・更新作業 

30h/回 × 月 1回 

・不具合等対応 

10h/回 × 年 2回程度 
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階層 1 階層 2 
内容 

想定する発生時期、頻度 等 

No 名称 No 名称 

審査マネジメント部で管理する会議室用端末のセキュリティ更新作業や設定

管理作業を支援する。また、PMDA担当者からの問合せ対応を支援する。 

また、2021 年度に購入予定の新たな端末について、現行端末と同様の初期

設定、バックアップイメージ作成、手順書作成等の作業を支援する。 

【想定時期】 

・通年（更新作業は年 2回） 

【想定頻度】 

・更新作業 

10h/回 × 年 2回 

・問合せ対応 

3h/回 × 年 2回程度 

次世代評価手法推進部で管理する解析用端末の管理及び解析に係る各種

ソフトウェアのライセンス管理、更新作業を支援する。 

【解析用端末台数】 

・49台 

【ライセンス管理対象ソフトウェア】 

・7種類 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・更新作業 

4h/回 × 月 1回 

・ソフトウェア導入／変更作業 

2h/回 × 月 2回程度 

3-6 審査担当者等の

意見集約支援 

審査担当者や受付業務担当者等からの審査業務関係システムに関する改

修要望や、審査業務関係システム改修時における審査担当者等からの意見

を集約し、改修業者や運用保守業者への伝達を支援する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・1h/回 × 月 1件程度 
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階層 1 階層 2 
内容 

想定する発生時期、頻度 等 

No 名称 No 名称 

3-7 その他問合せ及

び作業依頼対応 

PMDAサイトの ICH 情報提供ページ掲載情報について以下の更新作業を支

援する。 

 ・eCTD提出状況 

掲載前の集計作業を含む 

 ・eCTD検証ツールに関するもの 

 ・eCTD関連通知 

【想定時期】 

・未定 

・ただし eCTD提出状況の掲載は年

2回（4月、10月） 

【想定頻度】 

・年 3～4回程度 

添加物前例情報検索機能に関する審査担当者からの問い合わせに伴い、デ

ータ抽出作業を支援する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・年 1～2件程度 

添加物換算係数 CSVファイル作成用ツールに関するユーザからの問合せや

障害に対し、原因調査ならびに対応方針の策定を支援する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・年 1～2件程度 

別調達の eCTD ビューアシステムを含む審査業務関係システムの運用保守

ベンダーが作成する保守業務報告書やメンテナンス計画等を確認し、技術的

観点から助言しレビューを支援する。 

【想定時期】 

・通年 

【想定頻度】 

・月 1～2回程度 

必要に応じて審査業務関係システム等の具体的な業務に特化した操作方法

に関する業務運用マニュアル作成、確認を行う。その他、審査部門で使用す

る各種ツールのメンテナンス、マニュアル作成および修正を支援する。 

【想定時期】 

・随時 

【想定頻度】 

・未定（必要に応じて） 

 


