
申請電子データ受付に関するこれまでの経験（2）
（申請電子データ提出確認相談、承認審査について）
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次世代審査等推進室
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本日の内容

1. 申請電子データ提出確認相談等の経験と留
意点

2. 申請電子データ受領の経験と提出にあたっ
ての留意点

– データの提出

– データの作成

– バリデーション

2017/02/28

これらの経験に基づき追加したFAQの一部については、本発表
において比較的詳しくご説明します。
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本日の内容

1. 申請電子データ提出確認相談等の経験と留
意点

2. 申請電子データ受領の経験と提出にあたっ
ての留意点

– データの提出

– データの作成

– バリデーション
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申請電子データ提出確認相談の実施状況

• 65件の相談申込み（2/27時点）

– 今年度に入り増加傾向

• 既に複数回の相談が実施されている品目も

• 各相談の特徴は様々

– 記録あり（有料）、記録なし（無料）

– 企業（内資、外資）

– 疾患領域

– 相談時期（申請まで数ヶ月～1年）

– 1回あたりの相談事項の数

• 相談事項には重複するものもあり、順次FAQ等に反映
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主な相談内容

• 品目（臨床試験）の状況に合わせたデータ格納方法等
– SDTMドメインや変数の構成、カスタムドメインの作成、

SUPPQUALの使用等、データ間のトレーサビリティ

• Trial Design Modelへの情報の格納について

• WHO DDsによるコード化と関連する事項

• SI単位への変換

• 申請中のデータの追加提出、複数時点データの提出における
留意点

• 特定の変数に関する内容
– USUBJID、RACE

• バリデーション結果の確認
– Errorの理由、バリデータのバグ等

• その他、別紙8の記載やデータガイドの記載の不備等
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相談の種類 申請電子データに関連した主な相談内容

従来の治験相談

有効性、安全性の審査に関わる内容

• 電子データの提出対象となる評価資料の範囲
（主にデータパッケージの議論をする際に確認）

• ISS/ISE、解析（ADaM）データセットの提出範囲

申請電子データ
提出確認相談

電子データの具体的な提出内容
• 各種データの格納方法
• バリデーション結果の説明

新医薬品承認審査
予定事前面談

申請電子データの提出範囲及び承認申請予定時期
等についてのPMDAとの（最終）確認

• 提出予定の申請電子データの内容を「申請電子
データ提出確認相談資料様式」にまとめて提出し、
バリデーション結果を含む内容について最終確認

申請電子データに関連した各種相談について

申請

最終確認を
想定

判断に迷う場合、いずれかの事前面談で相談時期、順番、
回数は様々

相談の順序に懸念がある場合、
個別にご連絡ください。

FAQ 1‐6‐1
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提出確認相談と審査予定事前面談

• 新医薬品承認審査予定事前面談では、電子データ

の提出範囲等の内容の確認を行います。

– 事前に説明が必要なバリデーションルール違反に関する

説明を含む、電子データの内容に関する具体的な議論は

行いません。

• 原則として、新医薬品承認審査予定事前面談は、

申請電子データ提出確認相談にて必要な議論を終

えた後に実施してください。

– 事前に説明が必要なバリデーションルール違反（Error）が
検出された理由及び修正が不可能な理由の説明は、申

請電子データ提出確認相談で！
2017/02/28

FAQ 1‐6
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提出確認相談と審査予定事前面談

• 新医薬品承認審査予定事前面談までにデータセットの
作成やバリデーションが完了していない場合には、新医
薬品承認審査予定事前面談において、対応を個別に相
談してください。

– 新医薬品承認審査予定事前面談実施後であっても、新たに
Errorに相当するバリデーションルール違反等が認められ説明

が必要な場合は、申請電子データ提出確認相談にて説明する
必要があります。

FAQ 1‐6‐1

審査予定事前面談までにデータセットの作成やバリデーションが
完了しないという事例がありFAQに反映したものです。

ただし、審査部の準備等もありますので、できるだけ審査予定事
前面談で最終確認ができるよう調整してください。
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各種相談の実施時期のイメージ

2017/02/28

申請データパッケージが議論となる治験相談
治験相談

新医薬品審査
予定事前面談

相談時期・回数は任意申請電子データ
提出確認相談

申請1～3か月前

新医薬品承認審査予定事前面談までにデータ
セットの作成やバリデーションが完了していない
場合は、新医薬品審査予定事前面談にて個別に
ご相談ください

第Ⅲ相試験 申請

！

データ提出

原則として、新医薬品承認審査予定事前面談
は申請電子データ提出確認相談にて必要な
議論を終えた後に実施

FAQ 1‐6‐1

FAQ 1‐6

別紙8「申請電子データ
提出確認相談資料様式」

を提出

別紙8の提出（最終化）

PMDA：
別紙8を利用
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提出確認相談に関する留意点

• 別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の全て

の項目について記入してください。

– 比較的早期に相談をする場合、未定の部分は未定であるとの

記載で構いません。

– 各項目の記載内容に迷う点があればご連絡ください。

– バリデーション結果に関する部分については、データガイドを

参照するとして、データガイドを添付していただくことで差し支え

ありません。

– バリデーション結果については、Rule IDを記載してください。

– 別紙8とデータガイド等の各種資料の間の整合性に注意してく

ださい。
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別紙8の記載に関する注意

• 別紙8の用途と注意
– データ受領にあたっての、バリデーション実施内容の確認

事前に実施したバリデーションについて、ソフトウエアのバージョン等は間違い
のないように記載してください

– データ受領後の、審査部における提出内容の確認（提出予定のファイルが提出さ
れているかの確認）

提出するデータセットに関する情報は、間違いのないように記載してください。

• 記載に注意してもらいたい箇所（4．（1））

2017/02/28

記載忘れに注意！
「収集され総括報告書作
成に用いられたデータの
うち、提出されるSDTM、
ADaMデータセットに含
まれない内容」

11

レガシーデータ変換

CDASHを利用

当初よりSDTMでデータ作成



提出確認相談に関する留意点

• データの作成または解析に関係する担当者に同席していた

だくことが望ましいと考えています。

– ただし、申請が近い場合等、データ整備と申請までのスケジュールに

関する議論をすることも考えられますので、論点については事前に出

席者全員に理解していただくことが望ましいと考えます。

• 申請電子データに関しては、最終的には申請者が責任を持

つ必要があります。

– （将来的な）申請者の方に加え、データ作成等を担当するCROの方が

同席する場合でも、申請者として議論の内容についてある程度の理

解が必要となります。

– 相談において必要な確認がなされたかについて、申請者の方もよく

ご確認ください。
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別紙8に修正が必要となった場合

• 一度提出した別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様
式」の修正・変更が必要になった場合

– 後日に別途申請電子データ提出確認相談や新医薬品承認審査
予定事前面談が予定されていれば、その際に、それまでの変更
内容を反映した別紙8の修正版を提出することで差し支えありま
せん。

– その後に相談等が予定されていない場合は、審査部の担当者に
ご相談ください。

– 修正版を提出する際、「2. 相談事項」欄を除く箇所については、
PMDAに提出した直近の版からの修正・変更内容がわかる資料
（マーカー版や変更履歴を残した版等）も併せて提出してください。

2017/02/28

FAQ 1‐14、 1‐14‐1

以前の議論が反映されているかを毎回確認していますので、お手
数ですがご協力ください。
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提出対象資料とデータセットの形式のまとめ

2017/02/28

実務的通知Q&A12

基本的

通知での
記載箇所

内容
個々の
臨床試験
データ

解析データセット

有効性及び
安全性の解析に

関するもの

PK及びPK/PD解析に
関するもの

２．（２）ア
有効性、安全性及び用法用量の主要な根拠となると
考えられる全ての第Ⅱ相試験及び第Ⅲ相試験（長期
投与試験を含む）の成績に関する資料

SDTM ADaM ADaM

２．（２）イ
第Ⅰ相試験及び
臨床薬理試験

抗悪性腫瘍剤での第Ⅰ相試験 SDTM ADaM ADaM

日本人と外国人の双方に対して
実施された第Ⅰ相試験

SDTM ADaM
原則、ADaM

他の形式でも受入れ可能
な場合がある

ICH E14ガイドラインに基づく
QT/QTc試験

SDTM ADaM ADaM

２．（２）

２．（２）ア、イ以外
の第Ⅰ相試験及
び臨床薬理試験
等で、PMDAが必
要と判断したもの

標準的な薬物動態解析が実施さ
れた臨床試験

SDTM ADaM ADaMが望ましいが、他の
形式でも差し支えない

母集団解析 CDISC標準以外の形式で提出することで差し支えない

生理学的薬物速度論モデル解析 CDISC標準以外の形式で提出することで差し支えない

２．（２）
２．（２）ア、イ以外の参考資料で、PMDAが必要と判
断したもの

SDTM ADaM ADaM

注： 必要性に応じて事前に相談

２．（２） 有効性又は安全性に関する統合解析（ISS/ISE）
SDTM ADaM ADaM

注： 原則としてADaMによる解析データセットを提出する必要があるが、
SDTMデータセットを解析に用いている場合にはその提出で差し支えない
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抗悪性腫瘍剤での第Ⅰ相試験

• 抗悪性腫瘍剤の第Ⅰ相試験のデータについては、
CDISC標準に準拠した形式で提出してください。
– 個々の臨床試験データ： SDTM
– 有効性及び安全性の解析データセット： ADaM
– PK及びPK/PDの解析データセット： ADaM

• 臨床薬理領域のデータを含め、これらのデータについ
ては、審査において複数領域（薬物動態のみならず
臨床医学、生物統計等）の審査員が取り扱う可能性
があります。

• CDISC標準に準拠したデータを提出していただけるよう
お願いします。
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提出確認相談の架電対応

• 提出確認相談の記録を希望しない場合であり、かつ
質問事項の内容が電話での回答が可能と考えられる
場合については、電話にて対応することが可能です。

• ただし、相談申込み前に、相談内容に基づいて電話で
の対応が可能かどうかを確認することはできません。

– 相談者間の公平性を確保する観点からの対応ですの
で、ご理解ください。

2017/02/28

「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う対面助言、証明確認調査等の実施要綱等につ
いて」（平成24年3月2日付け薬機発第0302070号独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事
長通知）の別添11 「対面助言のうち、新医薬品の申請電子データ提出確認相談に関する実施
要綱」の（3）の②
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（従来の）治験相談について

• 電子データの提出範囲に関しては、臨床デー
タパッケージについて検討される、開発段階
の適切なタイミングにて相談してください。

• 臨床データパッケージに関する相談と同時に、
申請電子データの提出範囲が相談事項に含
まれる治験相談も増加しています。

– 有効性、安全性、用法用量の主要な根拠となる
試験

– 臨床薬理領域の試験、解析
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本日の内容

1. 申請電子データ提出確認相談等の経験と留
意点

2. 申請電子データ受領の経験と提出にあたっ
ての留意点

– データの提出

– データの作成

– バリデーション
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申請電子データの提出状況

• 8品目の申請に関して、電子データが提出されてい
ます（2017/2/27時点）。

– データ転送段階でのシステムに関する問題や、PMDAで
のバリデーション段階での“Reject”に該当する違反の検

出も認められましたが、最終的には全ての品目について
データを受領できました。

– 現在は実際に、新薬審査部の審査員により提出された
データの視覚化や解析が実施されています。

– 他12品目について、電子データは提出されていませんが、
ゲートウェイシステムを用いて申請されています。

– ゲートウェイシステムを用いず電子データが提出された品
目もありますが、可能な限りシステムをご利用ください。
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• やむを得ない場合は、申請電子データシステムで
はなく、PMDA窓口で記録媒体を用いて提出する
こともできますが、可能な限り申請電子データシス
テムをご利用ください。

• 申請予告より申請電子データシステムを使用した
場合・・・
– 申請電子データシステムの全ての機能（照会回答機能、
FD申請データ差換え機能、（eCTD等の）改訂版提出等）
が使用可能

– 申請者、PMDAの双方が、審査や照会への対応をより
円滑に進めることが期待できます。

可能な限りGWシステムをご利用ください

・・・一方、
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窓口提出では申請日が遅れる可能性があります

• 窓口で提出する場合、申請時に一括して必要な資料を提出
することとなります。

– 提出された電子データやTSVファイルに不備があり、システムに読

み込めない等の理由で修正が必要となった場合は、修正後に再
度、窓口に提出する必要が生じます。

• 受付が完了するには電子データの読み込み及びウイルス
チェックまでが終了している必要があります。

– データ等に不備がなくても、データの容量が大きい場合に、電子
データの読み込みに時間を要し、ウイルスチェックが終了するの
が翌日以降になる可能性があります。

2017/02/28

データの修正及び修正後のデータの取り込みが当初の
申請受付日に間に合わない場合、又はウイルスチェック
が翌日に終了した場合は、申請予定日中の承認申請受
付が不可となるため、申請日が遅れることとなります。

つまり・・・
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窓口提出では申請日が遅れる可能性があります

2017/02/28

申請者、PMDAの双方が、審査や照会への対応をより円滑に
進めるため、
申請日の遅れを避けるため、
可能な限りGWシステムをご利用ください。

やむを得ない理由から窓口提出を検討している場合、提出前
の早い段階で提出確認相談等にて連絡し、必要な指示を受け
てください。

通常、申請電子データシステムにて申請予告する場合に入力す
る情報を所定の用紙に記載して提出していただく等、必要な作業
があります。
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• 申請電子データシステムでの提出予告日に
関して、記載した提出予告日前にもデータを
提出することができますが、提出に際しての
機構側の準備等の関係から、なるべく正確
に記載いただくようお願いします。

• なお、提出予告日はデータ提出前であれば
変更可能です。

2017/02/28

提出予告日
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申請後にデータを追加提出する場合

• 申請後にデータを追加提出する際にも、申請前に説明していな
い、Errorに該当するバリデーションルール違反が新たに検出さ

れた場合には、その理由等についてデータ提出前に説明する
必要があります。

• 説明のための面談は、申請電子データ提出確認相談ではなく、
審査中の面談として実施し、記録は作成しません。

– この面談を実施する場合、具体的な面談希望日が提示できるよう
になった段階で機構に連絡してください。

– 面談希望日は、面談資料を面談実施日の約2週間前に提出する
ことを考慮した上で提示してください。

– 面談資料としては、提出確認相談資料様式 別紙8に追加の情報

を記載し、書面及び電子媒体にて提出してください（提出確認相
談の申込書の提出は不要です）。
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解析プログラムの提出について

• 解析プログラムの利用目的

– 解析プログラムは、主に解析アルゴリズムの確認に用います。

• 提出範囲

– ADaMデータセットの提出範囲（技術的ガイド4.1.1.3 ）である、「有効性、

安全性の主要な結果及び用法・用量の設定の根拠に関わる臨床試験
結果を得るための解析」

• 有効性に関する主要解析

• 有効性に関する副次解析（主要評価項目に関する副次解析や重要な副次
評価項目に関する解析）

• 安全性に関する主要解析や有害事象に関する基本的な解析
• 安全性や有効性に関する重要な因子の影響を検討するため解析、等

に、対応して用意していただくことが望ましいと考えています。

– 用途によっては提出が省略できる場合がありますが、実際の要否は個
別品目の内容によりますので、適宜相談してください。

• 例えば、主要評価項目と副次評価項目の解析で用いたプログラムが変数
以外全く同様で、それが自明の場合の、副次評価項目の解析プログラム等
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Analysis Results Metadataの提出について

• ARMの利用目的

– 申請資料（CTD）に提示されている解析結果（図表）と、デー

タセットや解析に使用する変数との対応が明確であることが、
審査でデータを用いる上で、大変有用です。

– 可能な限り提出していただきたいです。

• 提出範囲

– 解析プログラムと同様に、ADaMデータセットの提出範囲に
対応して用意していただくことが望ましいと考えています。

– 解析の内容によっては、提出を省略できるとした場合もあり
ますが、実際の要否は個別品目の内容によるので、適宜相
談してください。

• 例えば、有害事象の単純集計に関するARM
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データセットに使用する文字に関する注意

• 提出される英数字データセットは、ASCIIで規定されて
いる文字セットにより構成されることを想定しています。

– 「該当するドメイン（データセット）について、日本語データ
セット及び英数字等のASCIIで規定されている文字セット
のみで構成されたデータセット（以下「英数字データセッ
ト」という。）の２つのデータセットを作成すること。」（技術
的ガイド 4.1.5 日本語データの取り扱いについて）

• しかしながら、英数字データセットにおいて、2バイト文
字が含まれていた事例があります．．．。

• 非英語文字をチェックするバリデーションルール等は
設定していませんが、ASCIIで規定されている文字セッ
ト以外の使用は避けてください。
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本日の内容

1. 申請電子データ提出確認相談等の経験と留
意点

2. 申請電子データ受領の経験と提出にあたっ
ての留意点

– データの提出

– データの作成

– バリデーション
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• 実務的通知においては、

「同一臨床試験内では統一したバージョンを用いること。

同一臨床試験内において他のバージョンを用いている部

分がある場合には、データガイドにおいて、その使用の理

由とともに説明すること。」

としているところです。

• 一方、ゲートウェイシステムでは、define.xmlに記載された

CDISC標準及びゲートウェイシステムに登録されたCDISC 
Controlled Terminology（CT）等の単一のバージョンを適用

し、バリデーションが実施されます。

FAQ 4‐27

2017/02/28

標準等の複数のバージョンの利用
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標準等の複数のバージョンの利用

• 同一試験において、複数のバージョンのCDISC標準や
Controlled Terminologyを用いた場合・・・

– 申請者においても、define.xmlに記載するバージョンのSDTM IG及
びADaM IG、並びにゲートウェイシステムに登録予定のバージョン
のCDISC CT等を使用してバリデーションを実施し、必要なデータ修
正や説明をしてください。

– 別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」においては、
データ作成に用いた全ての標準・辞書のバージョンを「使用した
標準とバージョン」項の「バージョン」欄に記載してください。

– また、同項の「備考」欄にバリデーションに用いた標準・辞書の
バージョンが分かるように記載してください。

2017/02/28

申請者とPMDAでのバリデーション結果の不一致等を避ける
ため、バリデーション実施に関する情報を提供してください。

FAQ 4‐27
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データ作成時とバリデーション時のCTのバージョン

• データセット作成時に用いたControlled Terminology
とは異なるバージョンのControlled Terminologyを用
いてバリデーションを実施した場合、PMDAにおける

バリデーション結果の確認のため、バリデーション
実施時の状況について適切に情報提供いただく必
要があります。

• 次ページに示すように、各種資料において、データ
作成時、バリデーション実施時それぞれの
Controlled Terminologyのバージョンに関する情報を
提供してください。

2017/02/28

FAQ 4‐28
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データ作成時とバリデーション時のCTのバージョン

• 申請電子データ提出時、「試験データ提出」画面の「Terminology」欄
– 申請者がバリデーションに適用したCDISC Controlled Terminologyの

バージョンを記載してください。

• 別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の「使用した標準と
バージョン」項

– 「バージョン」欄に、データセット作成時のCDISC Controlled Terminology
のバージョンを記載してください。

– 「備考」欄に、バリデーションに適応したCDISC Controlled Terminologyの
バージョンがわかるように記載してください。

• データガイド

– データセット作成とバリデーション実施に際して使用したバージョンが異
なる旨、及びそれぞれのバージョンを記載してください。

2017/02/28

FAQ 4‐28

32



「試験データ提出」画面の記載例

バリデーションに適用したCTのバージョンを記載してください

Terminology
（Tabulation）

Terminology
（Analysis）
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別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」の記載例

データ作成に
使用した

バージョンを記載

バリデーションに適用した
バージョンを記載

（データ作成とバリデーションに
適用したバージョンが同一であれば

記載は不要）

４．電子データ提出を予定するCDISC 準拠が求められる
各臨床試験、統合解析、臨床薬理領域の解析等の情報
（１）電子データ提出を予定する各試験等の情報（CDISC 
準拠の臨床試験、試験毎に記載）
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define.xmlにおけるMedDRAのversion

• MedDRAのバージョンは小数点以下第一位まで記
載する必要があります。
– 参考：「PMDA Study Data Validation Rules」Rule ID: 
DD0025（Severity: Reject）

– Pinnacle 21 Community ver.2.1.2及び2.1.3では、記述内容
によっては上記が検出されないようです．．．

– 作成したdefine.xmlを別途確認していただいた上でデータ
を提出してください。

RULE ID MESSAGE DESCRIPTION PMDA 
Severity

DD0025 Invalid MedDRA 
Version <version>

MedDRA version must be set to decimal value 
ending with 0 or 1, for example '9.0' or '14.1'. 
Define‐XML specification represents MedDRA 
version as Version attribute on ExternalCodeList 
element within CodeList element.

Reject

2017/02/28 35



データ作成におけるその他の留意点

• ファイル名にアルファベットの大文字を使うこと
はできません。

– アルファベットは小文字、“a” から “z” [U+0061 to 
U+007A]を用いてください。（技術的ガイド3.5項）

• Errorに関する説明について、別紙8とデータガイ
ドの内容の整合性に留意してください。

– 原則として、「事前の説明」は別紙8に記載の内容と
なります。
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本日の内容

1. 申請電子データ提出確認相談等の経験と留
意点

2. 申請電子データ受領の経験と提出にあたっ
ての留意点

– データの提出

– データの作成

– バリデーション
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バリデーションソフトウェアとデータ受領

• 申請者による申請電子データの事前のバリデーションにおい

て、バリデーションソフトウェア開発企業によりPMDAが用いる

バージョンのバリデーションツールと同等の結果を返すことが

公表されたバージョンのバリデーションツールを用い、当該結

果に基づいた修正及びErrorに相当するバリデーションルー

ル違反に対する説明がなされていることが確認できた場合に

は、原則申請電子データを受領します。

2017/02/28

FAQ 1‐16

• 使用するソフトウエアの違いによるバリデーション結果の相
違への懸念が生じたため、対応しているものです。

• 実際の申請品目でも、上述の対応によりデータを受領した
ものがありました。
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バリデーションソフトウェアのバージョン

2017/02/28

http://www.pmda.go.jp/review‐services/drug‐reviews/about‐reviews/p‐drugs/0028.html

FAQ 1‐16
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バリデーションソフトウェアのバージョン

2017/02/28

https://www.pinnacle21.net/downloads

Pinnacle 21 has executed a series of tests on Pinnacle 21 
Community v2.1.3 and Pinnacle 21 Enterprise v.3.0.5 in 
the Pinnacle 21 test environment, and the testing 
showed compatibility between the validation results 
from the two products. 

FAQ 1‐16
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バリデーションソフトウェアとデータ受領

• （データを受領した上で、）FD申請データ及びeCTD等その他の申請
資料に問題がなければ、承認申請を受け付け、審査を開始します。

• ただし、PMDAによるバリデーションにより、Reject又は事前に説明
のなかったErrorに該当するバリデーションルール違反が新たに検
出された場合には、データの修正を求めます。

– 仮に、データの修正が不可能な場合は、違反が生じた理由及び修正
が不可能な理由を求めます。

2017/02/28

• PMDAはあくまでも、公開しているPMDAのバリデーションルー
ルに準拠したデータの提出を求めます。

• 以上の対応についても、申請者による事前確認で使用すべき
ツールやバージョンを規定又は推奨するものではありません。

FAQ 1‐16
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ソフトウェアの不具合と考えられる違反の検出

• バリデーションソフトウェアにより違反が検出された場合で

あっても、データセットを確認した際、明らかに当該バリデー

ションルール違反には該当しないと判断できる場合は、その

ように判断した根拠を別紙8「申請電子データ提出確認相談

資料様式」及びデータガイド等に記載の上、申請電子データ

提出確認相談においてPMDAに相談してください。

• なお、当該バリデーションルール違反が生じた原因がバリ

デーションツールの不具合である旨がバリデーションソフト

ウェア開発会社から公表されている場合は、この旨を判断し

た根拠として説明することで差し支えありません。

2017/02/28

FAQ 1‐17
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バージョンの受付開始／終了

• 利用可能なバージョンについては、国内外の利用状況、
PMDAにおける対応状況等も考慮して受付開始・終了を
検討することとしています。

• 現時点で検討中の標準とバージョン
– Define‐XML Ver.1.0の受付終了

– ADaM IG Ver.1.1の受付開始

– 2011‐06‐10より前のControlled Terminology（CT）の受付終了

• 特に、特定のバージョンの受付終了については、利用
状況等を考慮し、十分な期間をもって適切な時期に予
告する予定です。
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過去のバージョンのCTの受付終了

• Pinnacle 21 （P21） validatorでバリデーションを実施する際には、バリデー
ションに使用するCTの、P21社が作成したodm.xmlファイルを設定する必
要があるが、公開されているファイルは2011‐06‐10以降のバージョンに関
するもののみ。
– データセットに対し、2011‐06‐10より前のバージョンのCTを設定してバリデー

ションを実施するためには、各自でodm.xmlファイルを作成する必要があるが、
当該odm.xmlファイルが適切に作成されたものか確認する手段がない。

– odm.xmlファイルの相違により、申請者及びPMDAが実施したバリデーション
結果の相違と、それによるデータの修正指示が生じる可能性がある。

2017/02/28

2011‐06‐10より前のバージョンのCTについては「本年中頃を目処に受付

を終了する」旨を、「申請電子データ提出に際して利用可能な規格一覧」
に記載する。

業界団体からのご意見もうかがった結果．．．

受付終了後に、やむを得ず2011‐06‐10より前のバージョンのCTを用いて作成したデータセット
を提出せざるを得ない場合、申請者はodm.xmlファイルが公開されているバージョンを用いて
事前のバリデーションを実施し、CDISC標準への準拠状況を説明する方針とするが、該当する
場合には個別に相談いただきたい。
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今後の情報発信

• 技術的ガイド：

– 1年に1回程度の頻度で更新予定

• FAQ：
– これまでの通知、ガイドへのコメント、説明会での質疑応答、提

出確認相談等の面談での頻出事項について情報提供します

– 一定期間（約半年）ごとに更新（追加）

– 重要な事項については、技術的ガイドの改訂に反映される可
能性もあります

• 説明会、ワークショップ

– 技術的ガイド・FAQの改訂時や、その他広く周知する必要があ
る情報がある場合に開催

– 業界の皆様のご経験の共有を目的に、適宜開催
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最後に

• 2016年10月1日より、実際の新薬承認申請にあたりデータが提

出された事例が複数あり、提出されたデータが審査に活用され
ています。

• これまで、パイロットへのご参加等を含め、ご協力いただきまし
た皆様に大変感謝しております。

• 円滑なデータの提出及びデータの活用のため、是非申請電子
データ確認相談、治験相談をご活用ください。

• 申請電子データの活用は、将来的には開発の効率化、有効性
及び安全性の予測向上を通じ、国民の利益につながると考え
ています。

• 申請電子データの更なる活用のため、今後もご協力の程よろし
くお願い致します。
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