
申請電子データシステム
利用前の手続きについて

（事前準備等）

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

次世代審査等推進室
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説明会の主旨 と 留意事項
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本説明会では、申請電子データシステムの
・概要の操作
・基本的な操作方法
・システムを用いた承認申請の流れ
等を、スライド・動画等を用いて解説します。

解説にあたり、なるべくわかりやすい表現となるように努めました。
結果、通知・技術的ガイド・FAQ等の記述内容に解釈余地がある

ように感じる部分があるかもしれません。
その場合は、通知・技術的ガイド・FAQ等の記述内容が「正」であ

ることにご留意ください。

また、本日の解説内容は、システムおよび申請・審査業務を網羅
したものではありません。詳細は各種通知および申請電子データ
操作マニュアル等を参照してください。



内 容

１．システム利用前の準備

１．システム利用者確定

２．電子証明書入手

３．PC設定

４．ネットワーク環境設定

２．共通操作

１．申請電子データシステム全体の流れ

２．主な画面の紹介

３．入力・ブラウザ利用時の注意点（参考）

３．ユーザー管理

１．ユーザーの種類と権限

２．グループの概念
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内 容

１．システム利用前の準備

１．システム利用者確定

２．電子証明書入手

３．PC設定

４．ネットワーク環境設定

２．共通操作

１．申請電子データシステム全体の流れ

２．主な画面の紹介

３．入力・ブラウザ利用時の注意点（参考）

３．ユーザー管理

１．ユーザーの種類と権限

２．グループの概念
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申請電子データシステムとは？
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申請予告
従来Faxを使用していた

予告をWeb上で

eCTD受付番号も
その場で発行できます

審査中も利用可能

審査ステータスの確認

追加申請に関する
予告・提出が可能

ファイル送信
申請電子データ、eCTD等
をインターネット経由で

PMDAに提出

照会および回答

照会事項の入手

照会事項回答および関
連資料の送信

ユーザ管理
申請企業内で、

システム利用者の
管理が可能



システム利用前の準備
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システム利
用者を確定

します

申請電子データシ
ステムの利用者管
理は、各企業で責
任を持って行う必要
があります。

電子証明
書を入手
します

申請電子データシ
ステムでは、システ
ム利用者の確認お
よびファイル転送に
際して、電子証明書
が必要です。

PCを設定
します

申請電子データシ
ステムを利用するた
めには、PCにいくつ

かの設定が必要で
す。

ネットワーク
環境を設定

します

申請電子データシ
ステムを使用するた
め、各企業ごとに
ネットワーク環境の
設定が必要です。



１．システム利用者を確定します

7

① 利用者の検討、確定

② グループ管理の検討、確定

③ 情報管理体制、コンプライアンスへの対応

申請電子データシステムの利用者は、申請予定・審査中品目に関する
情報にアクセス可能となります。業務上の必要性を十分に考慮して、
利用者を検討・確定する必要があります。

申請電子データシステムでは、利用者を束ねたグループというユーザ管
理単位があります。品目や部署等に活用できますが、各社ごとで明確な
ルールを定めることが必要です。

利用者の異動・退職時の対応方法の社内ルール化や、万が一の不正利
用が発生した場合の社内対応に関する検討が必要です。



２．電子証明書を入手します
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① 電子証明書を入手

「一般社団法人 医療情報システム開発センター MEDIS」にて
「Medicertified 証明書」を取得してください。
有効期間は、2年1ヶ月間または761日です。システム利用期間中に更新
が必要か、適宜確認してください。

② PCに電子証明書をインストール

申請電子データシステムを利用するPC に電子証明書（秘密鍵、PFX 
ファイル）をインストールする必要があります。

電子証明書発行時に入手した説明書に従ってインストールを行ってくだ
さい（なお、電子証明書のインストール先は「個人」です）。

また、ユーザ登録時に使用する電子証明書（公開鍵、CER ファイル）を

「作成」しておいてください。
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③ 注意事項

有効期間の管理：
電子証明書には有効期間が設定されています。申請直前に利用でき

ないことがないよう、適切な管理が必要です。

PC交換等における対応：
電子証明書は各端末に保管されます。

企業によっては数年ごとにPC更新が行われる可能性がありますし、また
故障によるPC交換の可能性があります。
PC交換等をされた場合は、電子証明書の新PCへのインストールを忘

れずに行ってください。

適切な管理：
退職者の証明書が社外に持ち出されない等の管理が必要です。

２．電子証明書を入手します



３．PCを設定します
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① PCのスペック マニュアル1.5動作環境を参照

② IE、JAVAの設定 マニュアル1.5動作環境を参照

③ 注意事項 安定した転送処理のために

Webブラウザ：Internet Explorer 11 （32bit 版 / 64bit 版）
JAVA：JRE 7 Update51 以上（32bit 版）

マニュアル記載の環境以外では動作検証をしていません。

システムパイロットの経験から、
転送対象ファイルの記録先は、本体内ストレージ
申請電子データのファイルパスはなるべく短いこと

Internet Explorer JAVA

１．信頼済みサイトの追加 １．プロキシ

２．Java Applet 実行 ２．セキュリティ

３．ActiveX

４．ポップアップの許可

が望ましい。



４．ネットワーク環境を設定します
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① 申請電子データシステムが利用するポート

② ネットワーク構成に注意

③ 注意事項

HTTPS通信・UDP通信で用いるポートを利用します。
HTTPS ：443 ポート（標準ポート＝インターネットに接続できるなら設定不要）

UDP ：5200 ポート（企業ごとにファイアウォール等の設定変更が必要）

レイアウト変更やフロア間移動、もちろんオフィス全体移転の場合、設定
が変更される可能性があります。
申請直前に慌てないように、社内関係者間連携を緊密にしておくことが
必要です。

利用するPCからインターネットに接続するまでの経路、全てで上記設定
が必要です。
海外または国内本社を経由してインターネット接続している場合は、
複数拠点との調整が必要となります。



4．データ転送に用いるプロトコルについて

・クライアント～サーバ間の通信はプロトコルレベルで暗号化されます。

・通信環境によりますが、理論上はHTTPSの数倍程度の早さで転送されます。

・データ整合性の維持（損失・毀損）に対応しています。

・Java Applet(無償)のインストールが必要です。

（動作環境に必要な設定が済んでいれば自動インストールされます）
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本システムはデータ転送に
HTTPSとUDPを拡張したパッケージ製品

を使用しています。

UDPポートを用いることから、データ転送をUDPプロトコルで行うと理解された方
（特に伝聞で情報を得ている企業内IT担当）には、上記パッケージ製品を使用す
る旨お伝えください。



システム利用に際して
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システム稼働時間

メンテナンスモードによるシステム稼働

原則24時間、365日稼働
定期・緊急メンテナンス時は除く（定期メンテナンスは概ね３ヶ月毎に実施）

メンテナンス時期は確定次第ポータルサイトでお知らせします（概ね３週間前）

メンテナンス内容によっては、一部機能が利用できるモードで
システム稼働を継続する場合があります。（縮退運転）
縮退運転中は、申請企業からのファイル転送のみ可能。
申請予告、提出予告、照会事項回答やユーザー登録等は利用できません。

システムで提出可能なファイル種別

FD申請データ

eCTD（eCTD v4 は将来対応予定）

申請電子データ

その他関連文書



システム障害時の情報提供
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障害がシステム一部機能のみに発生した場合

申請電子データシステムホームページに、
システムの状況及び復旧予定時刻などの情報を、
可能な限り詳細に提示します。
利用者は、ログイン前に状況把握及び稼動機能を用いた
業務継続可否が判断できます。

障害がシステム全体に及んだ場合

申請電子データシステムホームページが表示できない場合は、
いわゆるSorryページに上記情報を提示します。
また、機構ホームページへの記載も予定しています。



関連通知等の呼称
• 本資料では、申請電子データシステムに関連する通知類に
ついて下表に記載した呼称を利用します。
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No. 名称 発出情報等 呼称

1 承認申請時の電子データ提出
に関する基本的考え方につい
て

平成26 年６月20 日付け薬食審査発
0620 第６号厚生労働省医薬食品局審査
管理課長通知

基本的通知

2 「承認申請時の電子データ提

出に関する基本的考え方につ
いて」に関する質疑応答集
（Q&A）について

平成26年６月20日付け厚生労働省医薬
食品局審査管理課事務連絡

基本的通知
Q&A

3 「承認申請時の電子データ提

出に関する実務的事項につい
て

平成27年４月27日付け薬食審査発0427
第１号厚生労働省医薬食品局審査管理
課長通知

実務的通知

4 「承認申請時の電子データ提
出に関する実務的事項につい
て」に関する質疑応答集
（Q&A）について

平成27年４月27日付け厚生労働省医薬
食品局審査管理課事務連絡

実務的通知
Q&A

5 承認申請時の電子データ提出

等に関する技術的ガイドにつ
いて

平成27年４月27日付け薬機次発第
0427001号 独立行政法人医薬品医療

機器総合機構次世代審査等推進室長通
知

技術的ガイド



内 容

１．システム利用前の準備

１．システム利用者確定

２．電子証明書入手

３．PC設定

４．ネットワーク環境設定

２．共通操作

１．申請電子データシステム全体の流れ

２．主な画面の紹介

３．入力・ブラウザ利用時の注意点（参考）

３．ユーザー管理

１．ユーザーの種類と権限

２．グループの概念
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１.全体の流れ

• 申請電子データシステム全体の流れは以下の通りです。
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4.3 申請4.2 申請準備

4.2.1
予告

4.2.3
提出（電子
ファイル）

4.3.1
申請

4.4 審査中

4.4.1
照会事項

回答

4.4.2
照会事項
回答取消

4.2.2
修正、取消

ユーザー
管理

3.3～3.6
ユーザー

登録

4.2.4
品目担当者

設定

4.3.2
ｼｽﾃﾑ受付

番号の確認

4.4.3
改訂版
提出

4.4.4
申請品目

追加

※図中の数字はマニュアル内の章番号等



２.主な画面の紹介

申請電子データホームページ …（１）
└ポータル（申請企業） …（２）
├品目タブ
│└品目詳細（申請企業） … （３）
│ ├通知タブ
│ ├予告/提出タブ
│ ├提出履歴タブ
│ └同時申請品目タブ
├通知タブ
└管理機能タブ

グループ追加登録申請、
パスワード変更、電子証明書チェック、電子証明書変更、
利用者仮登録申請、利用者登録承認、
パスワード初期化、ユーザー情報変更、ユーザー削除、
ユーザー一覧/ログイン履歴/操作履歴
※下線のある機能は管理者（後述）のみ表示
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２.主な画面の紹介

（１）申請電子データホームページ

https://esg.pmda.go.jp/Ssk/comn001p01.init

※8月の運用開始までアクセスできません
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ログイン：既にユーザー登録済みの場合→「ポータル（申請企業）」画面へ
企業管理者登録申請：初めて企業管理者（後述）を登録する場合
企業管理者パスワード初期化申請：企業管理者のパスワードを初期化する場合



２.主な画面の紹介

（２）ポータル（申請企業）
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品目：各種品目の情報へ
通知：品目に関連しない（アカウント等）通知へ
管理機能：ユーザー管理等の各種管理機能へ

ログアウトは
右上から

｝選択したタブによって表示内容変更
※上図は品目タブを選択した状態



新しい品目の申請
予告を行う場合

２.主な画面の紹介

（２）ポータル（申請企業）
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当該品目の申請予告
を参照・修正する場合

申請名称の押下で品目の詳細
情報を表示
→品目詳細（申請企業）画面へ



申請取消へ：申請予告を取消しする場合
品目担当者設定へ：品目情報を参照・編集するユーザーを設定
提出予告へ：追加で電子ファイル提出を予告する場合
申請予告受付票：申請受付窓口へ提出する申請予告受付票を表示

２.主な画面の紹介

（３）品目詳細（申請企業）
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（参考）

ここに表示され
る情報は申請
予告時の内容



２.主な画面の紹介
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通知：品目に関連する通知を表示（照会・回答等の通知連絡もこちら）
予告/提出：提出予告したファイルを一覧表示。一覧より提出作業を行う
提出履歴：提出したファイルの履歴を一覧表示
同時申請品目：同時に申請した申請品目を一覧表示

（３）品目詳細（申請企業）



２．主な画面の紹介（追加）
試験データ提出画面
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提出対象試験データが保存されているフォルダを指定することで、ファイルリストを生成します。
必要に応じて、各項目の入力をしてください。EXCEL等での作業用にTSVファイル出力も可能です。



参考：カレンダーの種類

３.入力等における注意点（参考）
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必須入力項目は
赤線が出ます

日付の入力ができない場合、選択
不可の日付を入力している可能性
があります。カレンダーボタンから
選択可能な日付を選択してください

虫眼鏡マークから、検索・
選択による入力が可能

通常カレンダー 申請日設定カレンダー
提出予告日設定カレンダー

（左：窓口提出、右：申請電子データ提出）

※グレー、ピンクは選択不可・休日等のため選択できません。
※申請電子データシステムからの提出の場合、当該日のシステムの混雑状況（混雑：赤＞黄＞青）を表示。



３.ブラウザ利用時の注意点（参考）
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進む/戻るは無効化
しています

×ボタンで閉じない
でください

画面内の戻る/確認等の

ボタンで画面移動を行っ
てください

画面の表示倍率は変更しないでください。

必要なボタンが画面外にはみ出る可能性
があります



内 容

１．システム利用前の準備

１．システム利用者確定

２．電子証明書入手

３．PC設定

４．ネットワーク環境設定

２．共通操作

１．申請電子データシステム全体の流れ

２．主な画面の紹介

３．入力・ブラウザ利用時の注意点（参考）

３．ユーザー管理

１．ユーザーの種類と権限

２．グループの概念
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１.ユーザーの種類と権限

• 申請電子データシステムでのユーザーは3種類

・企業管理者（設定必須/1名のみ）

・企業ユーザー管理者（任意設定/0名以上、複数登録可）

・企業利用者（任意設定/0名以上、複数登録可）

• 権限の違い
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ユーザー 処理対象ユーザー
パス
ワード
変更

個人証明書 ユーザー登録/削除
アカウントロック解除
（パスワード初期化）

チェック 変更 仮登録 本登録承認 削除 申請 承認

企業
管理者

企業管理者（自身） ○ ○ ○ ○ PMDA ○※ ○ PMDA

企業ユーザー管理者 × × × ○ ○ ○ ○ ○

企業利用者 × × × ○ ○ ○ ○ ○

企業
ユーザー
管理者

企業管理者 × × × × × × × ×

企業ユーザー管理者（自身） ○ ○ ○ × × ○ × ×

企業ユーザー管理者（自身以外） × × × ○ ○ ○ ○ ○

企業利用者 × × × ○ ○ ○ ○ ○

企業
利用者

企業利用者（自身） ○ ○ ○ × × × × ×

※ 企業管理者はグループ内に他ユーザーが存在する場合は、自身のユーザー削除ができません

・ 企業管理者、企業ユーザー管理者とも全ユーザーの「ユーザー一覧、ログイン履歴、操作履歴」の参照が可能
・新規グループの追加申請はどのユーザーでも可能 （申請者が追加したグループの企業管理者となる）



２.グループの概念

• 申請電子データシステムではグループの作成が必要
• グループについて

• グループは「企業管理者」1人を登録すると同時に作成される
• グループの最小ユーザー数は「企業管理者」1名のみ
• 1企業で複数のグループを作成することが可能
• グループ内に複数の品目を持つことが可能

• ユーザーについて
• 1メールアドレス＝1人と認識
• 同一ユーザーが複数のグループに所属することが可能（他企業のグループに参加も可能）

• グループに所属していても、更新権限と参照権限を付与されるまでは品目の詳細は閲覧できない（品目名称
は閲覧可）
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A社Xグループ

企業管理者

X01@aa.com
企業ユーザー管理者

X02@aa.com
企業ユーザー管理者

X03@aa.com
企業利用者

X04@aa.com
企業利用者

X05@aa.com

A社Yグループ

企業管理者

Y01@aa.com
企業ユーザー管理者

Y02@aa.com
企業ユーザー管理者

X01@aa.com
企業利用者

X04@aa.com

B社Zグループ

企業管理者

Z01@bb.co.jp
企業利用者

Z02@bb.co.jp
企業利用者

Y02@aa.com

同一ユーザーが複数の
グループに所属可能

共同開発に基づく、
別の企業のグループ
にも所属可能

A製薬 B製薬



申請電子データシステム
利用前の手続きについて

（ユーザー登録）

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

次世代審査等推進室
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１．ユーザー登録

１．企業管理者のユーザー登録
• 企業管理者の仮登録

• 企業管理者の本登録

２．企業ユーザー管理者・企業利用者のユーザー登録
• 申請企業ユーザーの仮登録申請

• 申請企業ユーザーの本登録承認
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企業管理者の仮登録

メール本文内の「企業管理者
本登録URL」をクリック

企業管理者の本登録

企業管理者の本登録完了の
確認

本登録承認

企業管理者 PMDA

１．企業管理者のユーザー登録

32

企業管理者のユーザー登録について説明します。

PMDA
より自動送信



２．企業ユーザー管理者・企業利用者のユーザー登録
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申請企業ユーザーの仮登録申請

申請企業ユーザーの本登録承認

企業管理者または自身以外の
企業ユーザー管理者

申請企業ユーザー

本登録申請

申請企業ユーザーの
本登録完了の確認

本登録を承認したい
申請企業ユーザーの選択

企業ユーザー管理者および企業利用者（申請企業ユーザー）の
ユーザー登録について説明します。


