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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及び既存システム改修構築に係る要件定義及び

基本設計等業務 

 

（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ん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、総合機構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たの閲覧に使用する

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、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 

平成 27 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 2 箇年で構築する。 

 

（４） 目的及び期待する効果 

PMDA では、ICH の合意に基づき、平成 17 年度より eCTD v3 による申請を受け付けてい

る。現在、eCTD による申請は任意であるが、平成 32 年度より原則義務化される予定であ

り、同年に義務化される申請電子データシステムの利用と併せ、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・審査システムと連携し、eCTD v3 と全く異
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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の構築及び既存システム（詳細は別添参照）

の改修の前期工程として、主に要件定義から基本設計作業を委託するものである。なお、本

業務の成果物は、当該システム群の詳細設計以降の工程における前提情報として参照される。

本書では、本業務を「前期工程」、翌年度以降に調達予定の詳細設計以降の工程を「後期工

程」として取り扱う。 

 

（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 の技術仕様については、本業務開始ま

でに厚生労働省より別途通知される予定であるので、これを参照すること。また、以下の情

報についてはそれぞれ資料を別添するので参照すること。ただし、これら別添の情報は調達

時点での想定であるので、受注者はこれらを熟知した上で、受注後に改めて要件定義及び設

計等すること。 

別添# 資料名 概要 

1 システム概要一覧 本業務で構築または改修するシステムの概要を示

す。 

2 システム関連図 本業務で構築または改修するシステムの関連を示

す。 

3 システム構成概要 本業務で構築または改修するシステムのシステム構

成・インフラ運用方式を図示する。 

4 性能要件 本業務で構築または改修するシステムの規模・性能

要件を示す。 

5 システム機能一覧 本業務で構築または改修するシステムの機能の一覧

を示す。 

6 ユーザビリティ・画

面要件 

本業務で構築または改修するシステムのユーザビリ

ティ、クライアント環境、及び画面への要件を示す。

7 業務フロー図 本業務で構築または改修するシステムを用いた業務

の流れを示す。 

  

 

（６） 契約期間 

契約締結日から平成 30 年 3 月 31 日まで 
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（７） 作業スケジュール 

本業務に係る想定スケジュールの概要を図 １.１に示す。図 １.１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すること。 

 

図 １.１ 想定スケジュール概要 

 

２ 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 

（１） 調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 

関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は次の表の通りである。ただし、以下

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。 

 

表 ２.１ 関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等の想定 

項番 調達案件名 調達の方式 実施時期 補足 

1 平成 29 年度審査系システム

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

（総合評価落札

方式） 

平成 29 年 1 月下旬実施済、 

平成29年度第1四半期開始 

本業務の改修対象と

なる既存の審査系シ

ステムが運用保守範

囲に含まれる。 

2 平成 30 年度審査系システム

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

（総合評価落札

方式） 

平成29年度第4四半期入札

予定、 

平成30年度第1四半期開始 

本業務の改修対象と

なる既存の審査系シ

ステムが運用保守範

囲に含まれる。 

3 平成 31 年度審査系システム

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

（総合評価落札

方式） 

平成30年度第4四半期入札

予定、 

平成31年度第1四半期開始

予定 

本業務の改修対象と

なる既存の審査系シ

ステムが運用保守範

囲に含まれる。 

4 eCTD v4.0 導入に伴う新規シ

ステム構築及び既存システ

ム改修に係る詳細設計及び

一般競争入札

（総合評価落札

方式） 

平成29年度第4四半期入札

予定、 

平成30年度第1四半期開始

要件定義・基本設計

概要説明会に参加す

ることを応札条件と

タスク 平成29年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

マイルストン

キックオフ

要件定義完了

基本設計完了

説明会実施

納品

実施計画

要件定義

基本設計

説明会準備

説明会結果反映

引継ぎ

納品

検収
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項番 調達案件名 調達の方式 実施時期 補足 

製造等業務 予定 する。 

5 eCTD v4.0 ビューア試行稼

働及び運用保守業務 
一般競争入札

（総合評価落札

方式） 

平成30年度第4四半期入札

予定 

平成31年度第1四半期開始

予定 

試行の結果として発

生する改修を含む。

6 平成 32 年度審査系システム

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

（総合評価落札

方式） 

平成31年度第4四半期入札

予定、 

平成32年度第1四半期開始

予定 

eCTD v4.0 ビューア

を運用保守の範囲に

含む。 

 

（２） 調達案件間の入札制限 

本業務及び上記（１）記載の調達案件間に入札制限はない。次年度以降に調達予定である

項番 4 の業務に応札する者は、本業務の実施期間中に開催する要件定義・基本設計概要説明

会及び質疑応答会に参加しなければならない。 
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３ 作業の実施内容に関する事項 

（１） 作業の内容 

① 実施計画 

ア 現行の審査系システムの仕様及び関連情報の理解 

ア－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（以下、「v322 ビューア」という。） 

 eCTD 検証ツール 

 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 

 eCTD v4.0 テストツール 

 

ア－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 関連文著等 

● 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 

● 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」及び「eCTD 国内運用に関する参考資



 

6 

 

 

料」「eCTD 審査用 PC 環境」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

（https://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 

 審査業務関連の参考情報 

● 医薬品製造販売指針 2016（株式会社じほうより発刊） 

 

ア－3 受注者は、上記ア－1 及びア－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、キックオフまでに明確

に理解すること。なお、質疑応答の場は、最頻で 2 営業日ごとに 2 時間とす

る。 

 

イ プロジェクト実施計画書の作成 

イ－1 受注者は、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。業務実施計画書は、少なくとも以下を含むこ

と。 

 目的 

 目標 

 期間 

 範囲 

 体制及び作業分担 

 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 
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イ－2 受注者は、業務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、業務実施計

画時点に認識される最も細かな粒度で作成すること。例えば、文書作成

に係るタスクは、ドラフト作成、レビュー、レビュー結果反映、承認を

それぞれ個別のタスクとして定義すること。 

 PMDA による文書等のレビューは、1 つの文書につき最低でも 2 度のレ

ビュー（例：ドラフト作成→レビュー→レビュー結果反映→再レビュー

→レビュー結果反映→確認・承認）が発生することを前提とすること。

ただし、文書の品質によってレビュー回数が増減するため、レビュー回

数の上限は定めない。低品質の文書に対してレビューを繰り返すことは

プロジェクトの進捗を妨げるリスクとなり得るため、最低回数のレビュ

ーによって承認を得られるよう品質を厳しく管理すること。 

 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。スケジュール作成にあたり、複数の PMDA レビューが重複す

ることが見込まれる場合は、その実行可能性について事前に PMDA に

相談すること。 

 WBS は、MS Project を用いて作成すること。また、本業務において

PMDA 担当者が MS Project ファイルを閲覧・編集できるよう、MS 

Project Standard 2016 を 5 ライセンス手配し、契約後速やかに納入す

ること。 

 

② 要件定義 

ア 要件定義作業計画 

ア－1 要件定義工程における成果物の内容及び様式を定義し、要件定義作業開始前

に PMDA の承認を得ること。要件定義工程の成果物定義にあたっては、以下

に留意すること。 

 要件定義書は、少なくとも以下を含めること。また、後期工程を開始す

るために必要なその他の文書があれば作成すること。 

● システム導入の目的及び目標 

● システム全体図（概要） 

● システム関連図（概要） 

● システム構成図（概要） 

● 現行業務フロー 

● 新業務フロー（概要） 

● 業務要件 
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● 機能要件 

● 非機能要件 

● インフラ要件 

● 移行要件 

 各要件には少なくとも以下の情報を含めること。 

● 技術的な実現可否及び難易度 

● Must と Nice to have の別 

● 実現方式の候補が複数ある場合はそれぞれの Pros/Cons 

 要件定義書は後期工程の受注候補者によって容易かつ一意に理解でき

る構成及び内容であること。原則として、内容の理解にあたり口頭補足

等が必要となる記載粒度は認められない。可能な限り、要件定義書上の

情報のみによって容易かつ一意に理解されることを目指すこと。 

 

ア－2 要件定義工程において実施するヒアリングの進め方（目的、回数、時間、参

加者、インプット、アウトプット、等）について、ヒアリング実施前に PMDA

の承認を得ること。 

 

イ 要件定義 

イ－1 新システムの要件定義 

 PMDA 担当者及びエンドユーザに要件をヒアリングすること。 

 作業結果は、その内容について PMDA の承認を得た後、要件定義書に

別添し、要件定義書本文に記載される要件とのトレーサビリティを確保

すること。 

 

イ－2 既存システムの改修要件定義 

 既存システムの改修要件を定義するにあたっては、eCTD v4.0 運用開始

時点に発生しうる提出物を網羅的に定義し、申請及び審査業務の中で各

提出物が通る各画面や各機能について、網羅的に資料化した上で検討し、

改修の要否及び内容を検討すること。 

 PMDA 担当者及び必要に応じてエンドユーザに要件をヒアリングする

こと。 

 申請電子データシステムの改修要件を定義するにあたっては、申請者の

意見を確認する可能性があることに留意すること。申請者への確認にあ

たっては、PMDA 担当者同席のもと、受注者が主体的に説明等して確認

すること。 
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 作業結果は、その内容について PMDA の承認を得た後、要件定義書に

別添し、要件定義書本文に記載される要件とのトレーサビリティを確保

すること。 

 

ウ 要件定義書の作成 

ウ－1 上記ア及びイに基づき、要件定義書を作成し、PMDA の合意を得ること。要

件定義書の作成にあたっては、以下に留意すること。 

 大幅な手戻りや方針修正を防ぐため、3～5 件ほどの要件を記述したサ

ンプルを作成し、記載粒度について PMDA のレビューを受けること。 

 

③ 基本設計 

ア 基本設計作業計画 

ア－1 基本設計工程における成果物の内容及び様式を定義し、作業開始前に PMDA

の承認を得ること。基本設計工程の成果物定義にあたっては、以下に留意す

ること。 

 基本設計書は、少なくとも以下を含めること。また、後期工程を開始す

るために必要なその他の文書があれば作成すること。 

● システム全体図（詳細） 

● システム関連図(詳細） 

● システム構成図（詳細） 

● 新業務フロー（詳細） 

● ER 図 

● 方式設計書 

● 機能設計書 

● 画面・帳票遷移図 

● 画面設計書 

● 外部インターフェース設計書 

● 非機能設計書 

● インフラ設計書 

● 移行計画書 

 既存システムの改修箇所については、既存の設計書を改訂すること。 

 各設計について、対応する要件とのトレーサビリティを確保すること。 

 基本設計書は、後期工程の受注候補者によって容易かつ一意に理解でき

る構成及び内容であること。原則として、内容の理解にあたり口頭補足

等が必要となる記載粒度は認められない。可能な限り、基本設計書上の

情報のみによって容易かつ一意に理解されることを目指すこと。 
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 基本設計書に含める図は MS Office Visio を用いて作成すること。また、

本業務において PMDA 担当者が MS Visio ファイルを閲覧・編集できる

よう、MS Office Visio Standard 2016 を 5 ライセンス手配し、契約後速

やかに納入すること。 

 インフラ設計では、後期工程受注者が円滑にハードウェア及びソフトウ

ェアを調達し設定及び配置等できるよう情報をまとめ資料化すること。

本業務のインフラ設計においては、ハードウェア及びソフトウェアにつ

いて、後期工程入札者を限定しない範囲において製品を特定する。製品

を特定することで後期工程入札者を制限しうるものについては、必要な

スペックや機能は定義するが、原則、製品を特定することはしない。イ

ンフラ設計には少なくとも以下を含めること。 

● ハードウェア・ソフトウェア構成書 

● ネットワーク構成書 

● ラック搭載図、ラック設置図 

● 配線系統図、電源仕様 

 本業務における移行とは、少なくとも以下を含む。 

● v322 ビューアを仮想環境に移行する。 

● v322 ビューアが保持している品目情報を、本業務で新規構築する

サーバに移管し、バージョンに関わらず eCTD 申請の品目を一元的

に管理する。 

● 試験データ提出画面を介して提出されている申請電子データを

eCTD v4.0 の Document を管理する DB に移管し、eCTD v4.0 で提

出された申請電子データとともに一元的に管理する。 

 

ア－2 基本設計工程において実施する対面打合せの進め方（目的、回数、時間、参

加者、インプット、アウトプット、等）について、対面打合せ実施前に PMDA

の承認を得ること。 

 

イ 基本設計 

イ－1 基本設計書の内容については、対面による打合せを経て確定し、確定した結

果を設計書に記載すること。対面打合せでは、口頭や文字列のみではなく、

絵や図等を用いて情報を可視化した資料を用いて設計内容を説明すること。 

イ－2 基本設計は、構築後の運用を意識して設計すること。設計にあたり、運用に

関して少なくとも以下を念頭におくこと。 

 アプリケーションの処理において、分岐となりうる条件(例：組織による

表示可否など)は、可能な限りハードコーディングではなく、画面・デー
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タベース・マスタファイルなどによる管理とし、運用開始後、PMDA 担

当者が容易に条件を変更できる機能を持つこと。 

 メンテナンス中に Sorry ページを表示する機能を持つこと。メンテナン

ス中もアプリケーションの動作確認を裏で行う可能性もあるので、一般

ユーザは Sorry ページ、管理者はログイン画面を分岐表示できる機能と

すること。 

 アプリケーションプログラムのソースコードなどの資産管理について

も、本業務での検討事項とすること。 

イ－3 対面打合せには、その打合せで確認する内容について、本業務において実際

に設計する（した）者と、その承認者を必ず同席させること。 

イ－4 作業結果は、その内容について PMDA の承認を得た後、基本設計書に別添し、

基本設計書本文に記載される内容とのトレーサビリティを確保すること。 

 

ウ 基本設計書の作成 

ウ－1 上記ア及びイに基づき、基本設計書を作成し、PMDA の合意を得ること。基

本設計書の作成にあたっては、以下に留意すること。 

 大幅な手戻りや方針修正を防ぐため、3～5 件ほどの要件を記述したサ

ンプルを作成し、記載粒度について PMDA のレビューを受けること。 

 既存システムの改修箇所については、既存の設計書を改訂すること。 

 

④ 要件定義・設計マッピング 

ア 要件定義・設計マッピング文書の作成 

ア－1 要件・設計間のトレーサビリティが確認できるよう、要件と、対応する設計

内容がマッピングされた文書を作成すること。マッピング文書の構成につい

ては事前に PMDA に承認を受けること。 

 

⑤ 要件定義・基本設計概要説明会及び質疑応答会 

ア 要件定義・基本設計概要説明会及び質疑応答会の計画 

ア－1 当該説明会及び質疑応答会の目的及び目標を明確化し、配付資料の種類及び

構成、回数、日時、所要時間、対象、開催に向けた段取り等を定義し、説明

会及び質疑応答会開催日の 3 ヶ月前までに PMDA の承認を得ること。説明会

及び質疑応答会を計画するにあたっては、以下に留意すること。 

 説明会及び質疑応答会は、前期工程と後期工程の受注者が異なったとし

ても、恙なく後期工程を開始し構築業務を進められるよう、前期工程受

注者から後期工程受注候補者に情報を連携することを目的とする。 
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 説明会及び質疑応答会では、受注者は要件定義、基本設計書等の成果物

の内容を、後期工程の受注候補者に説明し、質疑に応答する。 

 説明会及び質疑応答会は、平成 29 年 12 月 15 日以前に開催すること。 

 受注者が説明する日（説明会）と別で聴講者からの質疑に応答する日（質

疑応答会）を設けること。また、聴講者が質問を準備する期間として、

説明会開催日と質疑応当会開催日の間に少なくとも5営業日を置くこと。 

 説明会から 3 営業日後までメールによる質問を受け付けること。メール

によって受け付けた質問を集約し、質疑応答会に向けて回答内容を準備

すること。 

 説明会及び質疑応答会の時間は、それぞれ 6 時間を想定している。 

 説明会及び質疑応答会の場所は、いずれも PMDA の会議室を用いるこ

とを想定しているが、予想以上の参加者がある場合は、受注者の施設を

用いることも想定すること。 

 質疑応答会開催日から 5 営業日を、メールによる質問受付期間とするこ

と。 

 

イ 準備 

イ－1 当該説明会及び質疑応答会の開催に向けた事務局を設置する。事務局は、少

なくとも以下の作業を担う。 

 説明会及び質疑応答会の開催案内素案を作成する。開催案内は PMDA 

Web サイトに公開するため公開作業は PMDA 担当者が担うが、公開す

る HTML 等を作成・更新すること。 

 出席は事前登録とし出席者数を把握する。出席者は各社 2 名までとする

ことを想定している。 

 

イ－2 当該説明会及び質疑応答会に使用する資料を作成する。資料作成にあたって

は、以下に留意すること。 

 配布資料、投影資料、及び質問テンプレートを用意すること。 

 配布資料は、要件定義書及び設計書の抜粋版とし、MS WordまたはExcel

を使用して作成した資料の PDF 版を想定している。また、各文書の様

式の見方を説明する資料も準備すること。配布資料は説明会開催の 5 営

業日前までに公開することを想定している。 

 後期工程の総工数について、ファンクションポイント法をベースに想定

値を見積もり、説明会の配付資料に含めること。 

 投影資料は、配布資料の要点をまとめるとともに、配布することが困難

な情報を含め、聴講者の理解を助けるものであること。 
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 質問テンプレートは、配付資料とともに公開できるよう、事前に PMDA

の承認を得ること。 

 

ウ 実施 

ウ－1 当該説明会を開催する。開催にあたっては、以下に留意すること。 

 受注者は、当日の受付、会場設営、司会及び補助、ならびに講演を担う

こと。 

 講演は、最長 60 分ごとに休憩を最短 10 分入れることとし、各講演の最

後 10 分間は質疑応答とすること。 

 受注者は、当日の質疑応答を全て記録し、翌営業日の終業時刻までに資

料化して PMDA 担当者に共有すること。 

 

ウ－2 当該質疑応答会を開催する。開催にあたっては、以下に留意すること。 

 受注者は、当日の受付、会場設営、司会及び補助、ならびに必要に応じ

て講演を担うこと。 

 講演は、最長 60 分ごとに休憩を最短 10 分入れることとし、各講演の最

後 10 分間は質疑応答とすること。 

 質疑応答会前にメールにて受け付けた質問は、可能な限り質疑応答会に

て回答すること。 

 受注者は、当日の質疑応答を全て記録し、質疑応答会から 3 営業日後の

終業時刻までに資料化して PMDA 担当者に共有すること。 

 

エ 質疑応答の公開 

エ－1 説明会、質疑応答会及び質疑応答会後のメールによって受け付けた質疑は、

質疑応答会から 10 営業日以内に、回答とともに PMDA Web サイトに公開す

るよう資料化し、PMDA の承認を得ること。設計書等の修正方針等が 10 営業

日以内に固まらない場合は、公開した版を後日に更新することで構わないが、

20 営業日以内に最終版について PMDA の承認を得ること。 

 

オ 対応 

オ－1 説明会、質疑応答会及び質疑応答会後のメール等によって受け付けた質疑等

から、本業務の成果物（要件定義書、設計書等）の内容について修正、追記、

削除、構成変更等が必要と判断された場合は、当該成果物を改訂すること。 

 

⑥ 納品及び検収 

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

承認を得ること。納品計画にあたっては、以下に留意すること。 

 検収には最短で 10 営業日を設けることとし、検収対象となる納品物は

平成 30 年 3 月 15 日の営業開始時刻までに 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６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６を参照すること。 

 

⑦ 教育 

ア 教育計画 

ア－1 受注者は、教育工程の期間及び進め方を定義し、教育開始前に PMDA の承認

を得ること。教育を計画するにあたっては、以下に留意すること。 

 教育期間は 20 営業日とし、うち 10 営業日程度に作業が発生することを

想定している。 

 受注者は、教育開始日の 10 営業日前に、本業務の成果物のドラフト版

を教育資料として提供すること。 

 教育は、書面、メール及び対面によって情報を交換することにより実施

すること。 

 教育の場所は、原則として PMDA の会議室を用いることを想定してい

るが、必要に応じて受注者の施設を用いることも想定すること。ただし、

いずれの場合も、被教育者以外に本業務の PMDA 担当者が同席するこ

とを原則とする。 

 

イ 教育 

イ－1 受注者は、教育期間中、PMDA が指定した者に対し、本業務の成果物につい

ての質問に回答すること。 

イ－2 受注者は、教育の結果として本業務の内容に不備等があれば適宜修正し、最

終納品物に反映すること。 
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⑧ 管理 

ア プロジェクト管理 

ア－1 業務実施計画書によって合意した管理要領に基づいて、本業務が遅滞なく進

捗するよう管理すること。プロジェクト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、その顕在化

を未然に防ぐための措置を施すこと。 

 万が一、リスクが顕在化した場合は、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。 

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

捗等により PMDA が書面による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。 

 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。 

 

⑨ 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 担当者が情報の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 周目移行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。 
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 PMDA レビューにあたり、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が

A4 用紙 1 枚中に平均 1 件以上見られる場合は、レビューを中止し差し

戻す。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、2 営業日以内に品質改善案を作成し、PMDA の承

認を経た後、承認後 2 営業日以内に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 営業日以内に議事

録案を作成し PMDA のレビューを受け、5 営業日以内に PMDA の承認を得る

こと。 

 

（２） システム管理簿登録に係る作業 

① 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 

 

（３） 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 納入期日 SLCP-JCF2013 のアクティビティ 

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、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、WBS） 

初版：契約締

結日から2週

間以内 

 

最終版：H30
年 3 月 15 日

1.2.4 契約の実行 

2.3.1 システム開発プロセス開始の

準備プロセス 

 

2 要件定義 ・要件定義書 

 

初版：H29 年

8 月末 

 

最終版：H30
年 3 月 15 日

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 
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項番 工程 納入成果物 納入期日 SLCP-JCF2013 のアクティビティ 

 

3 基本設計 ・基本設計書 

・要件定義・設計マッピング

文書 

初版：H29 年

11 月末 

 

最終版：H30
年 3 月 15 日

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 

 

4 要件定義・

基本設計概

要説明会及

び質疑応答

会 

・配付資料 

・投影資料 

・質疑応答集 

初版：説明会

開催日の 10
営業日前 

 

最終版：H30
年 3 月 15 日

 

5 教育 ・教育用資料一式 H30 年 3 月

15 日（※必要

に応じて随

時提出） 

 

6 その他 ・打合せ資料 

・進捗状況報告書 

・議事録 

・機密情報受理管理簿 

・データ消去証明書 

・開発に係る中間成果物 

・瑕疵担保責任対応に係る保

有情報の一覧 

H30 年 3 月

15 日 （※必

要に応じて

随時提出） 

1.2.4 契約の実行 

 

 

② 納品方法 

表 ３.１の納入成果物を含む全ての納入成果物を平成 30 年 3 月 15 日に納品すること。 

なお、納入成果物については、以下の条件を満たすこと。 

 

ア 文書を紙及び磁気媒体等（CD-R 又は CD-RW 等）により日本語で提供すること。 

イ 紙のサイズは、日本工業規格 A 列 4 番を原則とする。図表については、必要に応じ

て A 列 3 番縦書き、横書きを使用することができる。バージョンアップ時等に差し

換えが可能なようにバインダー方式とする。 

ウ 磁気媒体等に保存する形式は、PDF 形式及び Microsoft Office2013 で扱える形式と

する。ただし、PMDA が別に形式を定めて提出を求めた場合は、この限りではない。 

エ 紙及び磁気媒体については二部ずつ用意すること。ただし、作成プログラム（ソフ

トウェア製品、開発環境、実行プログラム、各種ソースコード等）は紙媒体での提

出は不要である。また、教育用資料は、被教育者全員分の部数の紙媒体を納入する

こと。 
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オ 要件定義書、基本設計書及び各種文書については、 (1) ②および③のア-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（あれば）の 4 年間のライセンス及びメディアを納

入すること。 

キ 本業務を実施する上で必要となる一切の機器物品等は、受注者の責任で手配すると

ともに、費用を負担すること。 

ク 各工程の中間成果物も含め、本業務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 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とおりであ

る。なお、受注者内のチーム編成及び人数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。 

 

 

プロジェクト・
マネージャ

PM補佐

インフラチーム

アプリチーム

eCTDチーム

プロジェクト・
マネージャ

システム担当

業務担当

1名1名

3名

7名

4名

3名

4名

4名

プロジェクト
オーナー

管理責任者
1名 1名

PMDA 受注者
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② システム設計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 は、総工数 100 人月を超えるシステム開発プロジェクトを過去 5 年間に

3 件以上経験し、いずれの経験においてもプロジェクトの開始から完了までを PM と

して担った経験を有すること。 

② 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 受注者の体制のうち少なくとも 1 名は、実際の申請に用いた eCTD v3.2.2（XML）を

作成した経験、あるいは v3.2.2 又は v4.0 による申請又は審査に係るシステムやツー

ルを開発又は導入した経験を有すること。 

 

（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 原則、PMDA からのデータ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、対象データの範囲、データ利用端末、データ利用者等

に関し申請を行うこと。また、持ち出したデータは使用後に確実に消去し、その証明

書を提出すること。また、受注業務で用いる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 職員は事前通告なしに現地確認を実施できることとする。 

 

５ 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。 
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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 後期工程の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。 

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。 
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③ 応札希望者についても上記①及び②に準ずること。 

④ 「独立行政法人 医薬品医療機器 PMDA 情報システム管理利用規程」の第 52 条に従

うこと。 

⑤ 「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。 

⑥ 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） 情報セキュリティ監査の実施 

本調達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、

PMDA が本件受注者及び受託者に対して情報セキュリティ監査の実施が必要であると判断

した場合は、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

リティ監査を行う（PMDA が選定した事業者による監査を含む。）。 

① 受注者及び受託者は、あらかじめ情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時

期、条件等を「情報セキュリティ監査対応計画書」等により提示すること。 

② 受注者及び受託者は自ら実施した外部監査についても PMDA へ報告すること。 

③ 受注者及び受託者は、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対策を実施するものとする。 

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。 

 

（４） 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、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成 28 年度版）」

（平成 28 年 8 月 31 日サイバーセキュリティ戦略本部第９回会合）、「府省庁対策基

準策定のためのガイドライン」（平成 26 年 5 月 19 日内閣官房情報セキュリティセ

ンター）、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 4.3 版（平成 28

年 3 月）」（平成 28 年 3 月厚生労働省）及び「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」を遵守すること。 

② 受注者の資本関係・役員等の情報、業務の実施場所、作業従事者の所属・専門性（情

報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績に関する情報提供について求めるこ

とがあるのでこれに応じること。 

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。 
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④ 民法、刑法、著作権法、不正アクセス禁止法、個人情報保護法等の関連法規を遵守す

ることはもとより、下記の PMDA 内規程を遵守すること。 

 独立行政法人 医薬品医療機器 PMDA 情報システム管理利用規程 

 独立行政法人 医薬品医療機器 PMDA 個人情報管理規程 

⑤ 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。 

 

６ 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

を有する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。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
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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。 

 

（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

テムの構築、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、「3（3）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。このとき、修正に掛かるコストは受

注者が負担すること。 

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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７ 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 医薬品の承認申請又は審査業務を理解しており、本業務システムの設計にあたり、

PMDA に逐次業務の説明を求めることなく担当者とスムーズな会話ができる知識を

有していること。 

⑤ 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業務に参加できな

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 ①～②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。） 

④ ①～②と同一の親会社を持つ事業者 

⑤ ①～②から委託を受ける等緊密な利害関係を有する事業者 

 

８ 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。受注

業務のうち契約金額の 10％を超える業務の一部を再委託する場合は、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
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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、その最終的な責任を受注者が負うこと。 

② 受注者又は本業務の一部の委託を受けた業者（以下この項において「委託元業者」と

いう。）から本業務に係る業務の一部を受けた業者は、当該業務の一部を第三者に再

委託することができる。この場合、再委託する業務の範囲及び再委託先等について、

委託元業者を通じ、受注者が取りまとめの上、PMDA に申請し、承認を受けること。

申請にあたって必要な書類及び手続き並びに本仕様書に定める責務について、①に準

拠する。なお、再委託された業務に係る最終的な責任は受注者が負うこと。 

③ 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 

④ ①における「主要部分」であっても、以下の場合には再委託を認めることがある。 

・ 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さい機能に係るソフトウェア要件定義等

の小規模な業務 

 

９ 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、「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）」（平成 15 年 7 月 16 日法律第 119 号）に基づいた製品を

可能な限り導入すること。 

 

 

 

（２） その他 
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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。 

 

１０ 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 

渡邉 卓 

電話：03 (3506) 9448 

Email：watanabe-taku@pmda.go.jp 

 

柴垣 秀樹 

電話：03 (3506) 9438 

Email：shibagaki-hideki@pmda.go.jp 
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システム 役割・機能概要 本PJにおける開発内容 関係するシステム

1 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。
ただし、平成30年度頃まで使用を続けることがで
きるよう、OSやDBなどソフトウェア環境のアップ

デートおよび必要に応じてサーバ移行・仮想化な
どを行うことを検討する。

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。

■本プロジェクトに関係する既存システム(1/2)
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システム 役割・機能概要 本PJにおける開発内容 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。)
また、ツールの実行環境(OS・Acrobatなど)

のバージョンアップにツールを対応させるこ
とも改修対象とする。

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である。
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、面談実績などの
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。
・PegasusとeCTD審査システムの連携
・eCTD v4.0 ビューアシステムとの連携
・外部専門員管理機能
(ActiveDirectory 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。

本PJの開発内容により、必要に応じて、保管
領域を変更する。

6 オンライン専門協議システム 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。

2015年度にシステム更改を目的に、要件定
義および設計を行ったが、本PJにて、再度要
件定義と設計を行う予定。

外部専門員の認証は、ActiveDirectory
を使用する。

■本プロジェクトに関係する既存システム(2/2)
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■本プロジェクトにて新規に開発するシステム・ツール

システム 役割・機能概要 本PJにおける開発内容 関係するシステム

1 eCTD審査システム eCTDのバージョンおよび品目の種類の限らず、eCTDが
提出された全ての品目について、審査員がeCTDの閲覧
や専門協議の設定のために接続する。

申請電子データシステムを経由しない申請・提出のため
に、eCTD受付番号の管理、eCTD取込機能なども持つ。

左記をはじめとする各機能を備えたシステ
ムを新規に開発する。

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

認証は、ActiveDirectoryを使用する。

1‐a eCTD v4.0 ビューア 企業より提出された eCTD v4.0 を、審査員がブラウザで
閲覧できることを目的とする。
「1‐a. eCTD v3.2.2 ビューア」と同等の機能とeCTD v4.0独
自の仕様に対応する。
eCTD v4.0独自の UUID/OID 値は、申請電子データシステ
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。
画面構成は、「1‐a. eCTD v3.2.2 ビューア」の画面構成を
ベースとする。

左記機能を備えたシステムを新規に開発
する。要件を満たすことができる場合は、
パッケージソフトウェアの導入も可能であ
る。

「1‐a. eCTD v3.2.2 ビューア」と同様
・eCTD審査システム
・Pegasus
・申請電子データシステム

※構成要件について
eCTD審査システムとeCTD v4.0 ビューアは一つのサーバ機に搭載することを想定している。
サーバの冗長は、コールドスタンバイ形式とし、2台のサーバを外部のデータセンタに設置する想定である。

2 eCTD 検証ツール
(eCTD v4.0 用)

eCTD v4.0を申請者側で検証するためのツール。申請電
子データシステムのバリデート機能をツール化したもの。

専用のツールとして、新規に開発する。 単独で動作する。

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

All the contents are subject to change



システム関連図
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■システム関連図(現在)

申請電子データシステム

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
v4.0(新規)/

v3.2.2

申請者

eCTD
オフライン
ビューア

医療用のメディア申請は31年(2019
年)度末まで。ただし、以降もジェネ
リック・MF・再生医療等製品などでメ
ディア申請が見込まれる

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

eCTDビューア
システムおよび
関連ツール

関連システム

凡例

・専門協議開始連絡

Internet

ストレージ

既存データ
フロー

新規データ
フロー

・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

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(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

・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

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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■システム関連図(プロジェクト完了時点)

申請電子データシステム

Pegasus

製薬企業
検証
ツール
v3.2.2

申請者

eCTD
オフライン
ビューア

医療用のメディア申請は31年(2019
年)度末まで。ただし、以降もジェネ
リック・MF・再生医療等製品などでメ
ディア申請が見込まれる

オンライン
申請

メディア提出申請

審査担当
・審査資料閲覧
・専門協議管理

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

eCTDビューア
関連新規開発

関連システム

凡例

Internet

・専門協議用
コンテンツ読取

・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
・外部専門員情報参照
・事前相談情報連携

・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

・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(v4.0のみ)
・ 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

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

機能概要

DB管理項目

eCTD担当等 ・eCTDv4.0
取込

QbD資料
事前評価
資料など

審査業務部

Internet

・オンライン専門協議案内

Active
Directory 外部専門員

ストレージ
1. eCTDコンテンツ保管
(ビューアシステム用)
2. eCTDコンテンツ保管
(専門協議公開用)
3. 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
3. eCTD公開管理
4. 審査品目一覧表示
5. 専門協議管理

・品目情報
・eCTD受付番号
・専門協議管理
・外部専門員管理

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

・外部専門員情報参照

・申請予約
情報参照

・eCTD表示画面
呼出

・UUID/OID情報参照
・試験データ表示機能呼出

・eCTD表示

・eCTD v4.0保存
・eCTD v4.0 専門協議用出力

・オフライン協議用コンテンツ出力
・専門協議終了リマインド

・eCTD v3.2.2
専門協議用出力 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

eCTDビューア
関連継続使用

・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

V
P
N

サ
ー
バ

・FDファイル取得
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■システム関連図(プロジェクト完了時点 (eCTD v4.0のみ))

申請電子データシステム

Pegasus

製薬企業

申請者

eCTD
オフライン
ビューア

医療用のメディア申請は31年(2019
年)度末まで。ただし、以降もジェネ
リック・MF・再生医療等製品などでメ
ディア申請が見込まれる

オンライン
申請

メディア提出申請

審査担当
・審査資料閲覧
・専門協議管理

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

eCTDビューア
関連新規開発

関連システム

凡例

Internet

・専門協議用
コンテンツ読取

・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
・外部専門員情報参照
・事前相談情報連携

・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

・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(v4.0のみ)
・ 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

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

機能概要

DB管理項目

eCTD担当等

・eCTDv4.0
取込

QbD資料
事前評価
資料など

審査業務部
Internet

・オンライン専門協議案内

・シングルサインオン認証

ストレージ
1. eCTDコンテンツ保管
(ビューアシステム用)
2. eCTDコンテンツ保管
(専門協議公開用)
3. 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 v4.0 取込
3. eCTD公開管理
4. 審査品目一覧表示
5. 専門協議管理

・品目情報
・専門協議管理
・外部専門員管理

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

・外部専門員情報参照

・申請予約
情報参照

・eCTD表示画面
呼出

・UUID/OID情報参照
・試験データ表示機能呼出

・eCTD表示

・eCTD v4.0保存
・eCTD v4.0 専門協議用出力

・オフライン協議用コンテンツ出力
・専門協議終了リマインド

検証
ツール
v4.0

eCTDビューア
関連継続使用

・eCTD表示画面呼出

Active
Directory 外部専門員

Active
Directory 職員

V
P
N

サ
ー
バ

・FDファイル取得
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■システム関連図(プロジェクト完了時点 (eCTD v3.2.2のみ))

申請電子データシステム

Pegasus

製薬企業
検証
ツール
v3.2.2

申請者

eCTD
オフライン
ビューア

医療用のメディア申請は31年(2019
年)度末まで。ただし、以降もジェネ
リック・MF・再生医療等製品などでメ
ディア申請が見込まれる

オンライン
申請

メディア提出申請

審査担当
・審査資料閲覧
・専門協議管理

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

eCTDビューア
関連新規開発

関連システム

凡例

Internet

・専門協議用
コンテンツ読取

既存フロー

新規フロー

・職員情報参照
・申請済品目情報参照
・外部専門員情報参照
・事前相談情報連携

・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

・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(v4.0のみ)
・ 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

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

機能概要

DB管理項目

eCTD担当等

QbD資料
事前評価
資料など

審査業務部

Internet

・オンライン専門協議案内

・シングルサインオン認証

ストレージ
1. eCTDコンテンツ保管
(ビューアシステム用)
2. eCTDコンテンツ保管
(専門協議公開用)
3. 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

・コンテンツ読取

1. eCTD受付番号管理
2. eCTD取込
3. eCTD公開管理
4. 審査品目一覧表示
5. 専門協議管理

・品目情報
・専門協議管理
・外部専門員管理

eCTD審査システム

・外部専門員情報参照

・申請予約
情報参照

・eCTD表示画面呼出

・eCTD表示

・専門協議終了リマインド

・eCTD v3.2.2
専門協議用出力

V3.2.2出
力ツール

eCTDv3.2.2 ビューア

1. eCTD表示
2. コメント機能・コメント管理

eCTDビューア
関連継続使用

・eCTD v3.2.2
保存

eCTDビューアシステム

・eCTD(v3.2.2)受付番号
・eCTD v3.2.2 品目管理

・eCTD表示
画面呼出

・取込処理指示

・手動取込

1. バリデーション
2. 取込

V3.2.2 取込ツール

・試験データ保存
・試験データ読取

Active
Directory 外部専門員

Active
Directory 職員

V
P
N

サ
ー
バ

・FDファイル取得
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システム構成概要

(独)医薬品医療機器総合機構

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

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

別添3 All the contents are subject to change

無断複製・転載を禁ず

概要

本書は、eCTD v4.0 ビューア導入プロジェクトにおいて新規に構築する
予定である、「eCTD審査システム」「eCTD v4.0 ビューア」「オンライン専
門協議システム」について、現時点でのシステム構成・インフラ運用方
式の想定を図化したものである。また、システム移行が発生する想定
があるものについても、記載している。

システム構成の検討は、基本設計フェーズで行うが、本書はその参
考に作成したものであり、決定した構成ではない。

All the contents are subject to change



要点
• eCTD審査システム、eCTD v4.0 ビューア、eCTDビューアシステムは、仮
想サーバを立てることで、一つの物理サーバ上に構築する。

• eCTD審査システムとeCTD v4.0 ビューアは、同じゲストOSに構築する。

• eCTDビューアシステムは、アプリケーション構成を変えること無くゲスト
OSに移行し、旧サーバ機器は使用しない。ゲストOSは、移行時点の最
新のWindowsを想定する。また、DBサーバであるSQL Serverも移行時
点で最新のバージョンを使用する。

• 各システムは、同じ機器・ソフトウェア構成での冗長構成とする。ただし、
ライセンス費用などの要素により、構成を変更する可能性はある。

• eCTD審査システム、eCTD v4.0 ビューア、eCTDビューアシステムは、
ロードバランサによるクライアント接続の振り分けを行う。

• 専門協議システムは、コールドスタンバイ方式での冗長構成とする。

All the contents are subject to change

要点
• 副系はAPレベルまで常に起動し、障害発生時はネットワーク設定の変
更(IPアドレス振り直し、DNS変更、仮想IPの導入など)を手動で行うこと
で、フェールオーバさせる方式を想定。

• サーバ機器は、基本的に新規の設置を想定しているが、既存機器で
使用できる枠があれば、それを利用することもある。

• 業務ファイルは、ストレージに配置する。一方、DBデータは、ディスクIO
を考慮し、サーバディスク上で管理する。

• 主系と副系のDBデータは、ミラーリングで同期を取る。通常時のトラン
ザクション処理は主系DBのみで行う。

• サーバのネットワークは、既存のPegasusのセグメントに所属する。

• 各システムとも検証環境を合わせて構築するが、検証環境の構成は
本番環境とは異なり、非冗長構成とし、性能についても、本番環境以
下とする。

• 検証環境も本番環境と同じように他システムと情報連携ができる構成
とする。

All the contents are subject to change



ブレードサーバ

物理サーバ(ブレード)(新規)物理サーバ(ブレード)(新規)

仮想ホストOS仮想ホストOS

ファイルストレージ(既存)

v4 0 eCTD v3.2.2 eCTD
専門協議用
ファイル

ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS

eCTD審査
システム

eCTD v4 0 
ビューア

eCTD

ビューア
システム

eCTD審査
システム

eCTD v4.0 
ビューア

eCTD

ビューア
システム

Gatewayセグメント

Pegasus本番セグメント

試験データ

業務ファイルはストレージにて
管理し、主系・副系共に同じ
ファイル保存場所を参照する。

主系 副系

基本的な構成案

物理サーバ
(新規)

物理サーバ
(新規)

VPNルータ
(既存)

DMZ・公開セグメント

機構内共用LAN

審査員
端末

審査員
端末

審査員
端末

インター
ネット

外部
委員

接続閲覧

外部からオンライン専門
協議システムへの接続
は、VPN接続とする。

オンライン
専門協議

オンライン
専門協議
オンライン
専門協議

Pegasus検証セグメント

物理サーバ(新規)

仮想ホストOS

ゲストOSゲストOS ゲストゲスト

審査 V4.0 ビュ
ーア

ゲストゲスト

専門
協議

eCTD審査システム・eCTD v4.0 
ビューア・eCTDビューアシステ

ムを載せるサーバは、ブレー
ドサーバを想定。

ロードバランサ

接続閲覧

専門協議システム
はcold standby方式
を採用。

Cold
Stand
by

All the contents are subject to change

ストレージ

v4.0 eCTD v3.2.2 eCTD
専門協議用
ファイル

Gatewayセグメント

Pegasusセグメント

試験データ

DBのデータはミラーリングで
同期を取得。

データベース冗長性

物理サーバ物理サーバ

仮想ホストOS仮想ホストOS

ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS

eCTD審査
システム

eCTD v4.0 
ビューア

eCTD

ビューア
システム

eCTD審査
システム

eCTD v4.0 
ビューア

eCTD

ビューア
システム

主系 副系

物理サーバ 物理サーバ

オンライン
専門協議

オンライン
専門協議
オンライン
専門協議

通常時のトランザクションは、
主系ＤＢで管理する。

All the contents are subject to change



ストレージ

v4.0 eCTD v3 2.2 eCTD
専門協議用
ファイル

DBデータ領域

GWセグメント

Pegasusセグメント

Pegasus サーバ

仮想ホストOS

ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS

Pegasus
Web

Pegasus
DB

SMTP

サーバ

OSOS

Pegasus
運用監視

JP1

文書管理
PDF変換

サーバ

OSOS

Pegasus

バックアッ
プサーバ

監視
バック
アップ

試験データ

Pegasusの既存

バックアップ機構
で、eCTD審査シ

ステムなどの
サーバ上のデー
タのバックアップ
を取得する。

サーバ監視は、
Pegasusセグメン
トの既存JP1を利
用。

バックアップ・監視(サーバ)

ストレージのバックアップは、
GWセグメント内のバック
アップサーバを使用する(次
ページ)。

主系 副系

物理サーバ物理サーバ

仮想ホストOS仮想ホストOS

ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS

eCTD審査
システム

eCTD v4.0 
ビューア

eCTD

ビューア
システム

eCTD審査
システム

eCTD v4.0 
ビューア

eCTD

ビューア
システム

物理サーバ 物理サーバ

オンライン
専門協議

オンライン
専門協議
オンライン
専門協議
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ストレージ

v4 0 eCTD v3.2.2 eCTD
専門協議用
ファイル

DBデータ領域

Gatewayセグメント

Pegasusセグメント

サーバ

仮想ホストOS

ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS

Gateway
Web

Gateway
DB

CDISC
DB

CDISC
AP

ゲストOSゲストOS

コンテンツ
管理

試験データ

サーバ

OSOS

運用監視

サーバ

OSOS

Gateway

バックアッ
プサーバ

監視

バック
アップ

バックアップ・監視(ストレージ)

物理サーバ物理サーバ

仮想ホストOS仮想ホストOS

ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS ゲストOSゲストOS

eCTD審査
システム

eCTD v4.0 
ビューア

eCTD

ビューア
システム

eCTD審査
システム

eCTD v4.0 
ビューア

eCTD

ビューア
システム

物理サーバ 物理サーバ

オンライン
専門協議

オンライン
専門協議
オンライン
専門協議

ストレージのバックアップ・監視は、GWセグメン
ト内の専用サーバを使用する。

All the contents are subject to change



参考：PMDAのネットワークについて
PMDAには、複数のネットワークセグメントが存在する。一覧と関係の簡略図を掲載する。

Gataway外部公開
セグメント

Pegasus外部公開
セグメント 共用LAN

共用LAN
(検証)

Gataway検証
セグメント

Pegasus検証
セグメント

公開セグメント

eCTDビューアシステム

セグメント

eCTDビューアシステム

検証セグメント

新霞が関ビルデータセンタ

ファイル
ストレージ

Gateway
( )
Gateway
(検証)

Pegasus
(
Pegasus
(検証)

オンライン
専門協議

eCTDビューア
システム

eCTDビューア
システム(検証)

審査員
端末

検証用
端末

Inter
net

Gataway
セグメント

Pegasusセグメント

Gateway

Pegasus

ファイル
ストレージ
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参考：PMDAのドメイン構成について

Gatawayドメイン Pegasusドメイン

共用LANドメイン

共用LANドメイン
(検証)

Gatawayドメイン
(検証)

Pegasusドメイン
(検証)

現在の本プロジェクトで関係するドメインの一覧と信頼関係を図示する。主に共用LAN、Pegasus、Gatewayの3つのドメインがあり、
各ドメイン間でユーザの管理および相互認証などを行う。それぞれ検証用ドメインも存在し、同じ信頼関係であるが、本番環境との
関係は無い。

ファイル
ストレージ

凡例

AはBを信頼するA B

審査員
端末

審査員
端末

Gateway Pegasus

ファイル
ストレージ

GatewayGateway
(検証)

Pegasus
(
Pegasus
(検証)

審査業務の基幹システムである
PegasusシステムやeCTDビューアシス

テムのシステムユーザ・グループな
どを管理する。
新規開発予定のeCTD審査システム・
eCTDv4.0ビューアシステムもこのドメ
インに属する想定。

オンライン専門協議
用ドメイン

職員情報を管理するドメイン。機構
内で業務をするために使用する端末
のログインなどは、このドメインの認
証を経由する。

オンライン専門協議システム用のドメ
インで、外部の専門委員情報を管理
する。他のドメインとは独立しており、
一切の信頼関係は存在しない。

申請電子データシステム(Gateway)

のシステムユーザ・グループを管理
する。

検証用
端末

検証用
端末

オンライン
専門協議

eCTDビューア
システム

eCTDビューア
システム(検証)
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既存eCTDビューアシステムの移行

移行先サーバ

仮想ホストOS現行eCTDビューア
サーバ

OS:Windows Server 2008OS:Windows Server 2008

Web:IIS 7.0Web:IIS 7.0
DB:SQL 

Server 2008
DB:SQL 

Server 2008

eCTDビューア

システムアプリ
ケーション

eCTDビューア

システムアプリ
ケーション

OS:Windows Server 20??OS:Windows Server 20??

Web:IIS ?Web:IIS ?
DB:SQL 

Server 20??
DB:SQL 

Server 20??

eCTDビューア

システムアプリ
ケーション

eCTDビューア

システムアプリ
ケーション

移行先環境のミドルウェア層以下は、全て最新のソ
フトウェアで新規に構築し、移行は行わない。

システムアプリケーションとDBデータのみ移行する。
WebサーバやDBサーバのバージョンが新しくなるため、

アプリケーション改修およびデータ変換作業等を行う必
要が発生する可能性がある。

All the contents are subject to change



性能要件

(独)医薬品医療機器総合機構
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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

別添4

無断複製・転載を禁ず

概要

本書は、eCTD v4.0 ビューア導入プロジェクトにおいて新規に構築する
予定である、「eCTD審査システム」「eCTD v4.0 ビューア」「オンライン専
門協議システム」について、以下の要件について、現時点で判明してい
るものを記載したものである。

・性能要件

要件定義、基本設計、詳細設計の各フェーズで上記要件は検討され
るものであるが、本書はその検討段階で参考になるものと意図し作成
したものであり、内容について決定したものではない。

All the contents are subject to change



性能要件

・ 各システムの運用期間は2020年から2025年まで約5年間とし、

期間中は以下の性能を確保し続けることができるシステムであること。

運用期間中、システムのスケールアップ・スケールアウトは行わない想定である。

・ 通常稼働は24時間365日とする。(メンテナンス停止は、事前周知により可能)

・ 利用が多いと見込まれる時間帯は、平日の9時～18時。

・ 各システムの運用期間中の利用ユーザ数上限は、1000人とする。

・ 各システムへの瞬間同時アクセス人数は、最大で200人とする。

・ 1時間あたりのオンラインリクエスト数は、最大で2000件程度とする。

・ Webページの目標レスポンスタイムは、各ページの処理内容にもよるが、おおむね3秒以内。

PDFファイル(1MBの場合)の表示完了まで3秒以内とする。

・ eCTDの取込およびバリデーションについて、可能な限り処理時間を抑えること。

(1単位のデータサイズが1GBのeCTDについて、20分以内を目安とする)

・ 各処理の実行によりサーバのリソースを費やし、他の処理に影響が出ることが無いこと。

All the contents are subject to change



システム機能一覧

(独)医薬品医療機器総合機構
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別添5 All the contents are subject to change

無断複製・転載を禁ず

1 / 3 ページ



■システム機能一覧 All the contents are subject to change
Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

システム区分 機能概要 本PJでの対応 備考・確認事項

発番 申請予約受付時に、eCTD受付番号ルールに則って、自動的に番号を発番する。 新規開発
Gatewayで取り扱うeCTD受付番号は、eCTD v4.0用に限
る。
V3.2.2向けは、eCTDビューアシステムで対応する。

欠番 申請予約取消受付時に、予約情報の取消と発番したeCTD受付番号を欠番する。 新規開発

申請予約情報管理 申請予約された品目情報を管理し、eCTD受付番号と紐付ける。 機能改修：eCTD v4.0対応
eCTD v3.2.2受付番号については、発番後に品目情報と紐
付ける機能がすでにある。

提出物種別の追加 eCTD v4.0と試験データの提出方式の検討とその対応。 機能改修：eCTD v4.0対応 2016/10/14 追加

共同開発品目申請対応 複数社がそれぞれの承認申請で、同じ品目を申請できることに対応する。 新規開発 2017/1/30 追加

申請前UUIDチェック機能 申請者がeCTD v4.0を提出する前に、UUIDの重複が無いことを確認できる機能。 新規開発 2016/11/18 追加

提出物チェック 提出された承認申請書(FD)・eCTD・試験データについて、ウイルスチェックおよび署名検証を行う。
既存機能
改修要件無し

eCTD v4.0 バリデーション

eCTD v4.0のバリデーションを実施する。eCTD v4.0特有のコード値(UUID/OIDなど)に関するバリデーションは、
申請電子データシステム内のデータベースを検索し、実施する。バリデーションの結果をレポートにまとめ、表示
する機能も備える。また、一部の項目について、FDとの比較も実施する。
また、eCTD v4.0は、試験データも含むため、CTD部と試験データを分離してバリデーションが行えることや、各
バリデーションの順序・エラー制御が行えること。

機能改修：バリデーションルールの 新化
 バリデーション進捗状況の表示

2016/7/8 ライフサイクル提出時に、過去に提出されたPDF
ファイルの注釈チェックを行わないようにする仕様変更も盛
り込む可能性あり。

eCTD v4.0 バリデーション基準管理
システム管理者限定でバリデーション基準の変更ができる。
 (例： 大ファイルサイズ500MB→1GB)

新規開発

試験データバリデーション 試験データのバリデーションを実施する。バリデーション結果のレポート機能も備える。
既存機能
改修要件無し

eCTD v3.2.2 バリデーション
eCTD v3.2.2 取込ツールを申請電子データシステムから呼び出して、そのツールでバリデーションを実施する。
また、eCTD v3.2.2 取込ツールで生成したバリデーションレポートを申請電子データシステムに表示する。

既存機能
改修要件無し

eCTD v4.0 メタデータ管理
eCTD v4.0 に含まれるCoUやDocumentなどのUUID、CVやユーザ定義のOIDをXMLから読み取り、データベー
スで管理する。また、そのデータをeCTD審査システムと同期する。

新規開発 2016/11/10 項目名の変更と概要の更新

添付資料の保存 eCTD v4.0に含まれるeCTDと試験データを分離し、それぞれをストレージの適切な場所に格納する。 機能改修：eCTD v4.0対応

コンテンツ
管理機能

データパッケージボタン eCTD v4.0に対応する。 機能改修：eCTD v4.0対応 2016/10/14 追加

その他 参考版試験データの取扱い

eCTD v4.0から試験データは、eCTD v4.0に含まれて提出されるため、「eCTD(参考)」の中に試験データが含ま
れて提出される場合が想定される。この試験データは、正本と同じようにバリデーションを実施し取込むが、参
考版であるため、コンテンツ管理画面など必要な箇所に参考版と分かるような表記の追加、および品目横断DB
への更新対象から外すなど、参考版試験データに対する追加の仕様が必要。

新規開発 2017/1/19 追加

eCTDビューアへのリンク
申請電子データシステムのサブシステムである「コンテンツ管理機能」から、その品目のeCTDのバージョンに合
わせて、適切なeCTDビューアに呼び出すこと。現在は、eCTD v3.2.2 ビューアを呼び出すことができる。

機能改修

eCTDビューアへのリンク
機構職員用のページである「品目詳細」画面に、eCTDビューアを開くことができるボタンを追加する。対象品目
のeCTDバージョンに合わせて、適切なeCTDビューアを呼び出すこと。

新規開発 2017/1/19 追加

試験データ閲覧
申請電子データシステムのサブシステムである「コンテンツ管理機能」に備わった機能。試験データをストレージ
から取得し、画面に表示する。「コンテンツ管理機能」は他システム(eCTDビューアシステムなど)から呼び出す
ことができる。

機能改修：eCTD v4.0に適した画面構成および表示内
容の見直しと変更の実施

他システム連携 eCTD審査システムとの連携 事前評価相談などの案件について、Pegasusの画面からeCTDビューアを呼び出せること。 新規開発

閲覧 eCTDビューアへのリンク 各品目の詳細画面から、eCTDのバージョンに合わせて、適切なビューアを呼び出せること。
機能改修：eCTD v4.0対応(各品目ごとのeCTDバー
ジョンを判定し、eCTD v4.0 ビューアを新たな接続先と
する)

専門協議 外部専門員管理
Pegasusの外部専門員情報とActiveDirectoryの情報を組み合わせ、外部専門員の一覧、各外部専門員の情
報(名前/所属/専門分野/ActiveDirectory登録有無/アカウント名など)を表示する。

機能改修：PegasusとActiveDirectoryの連携

ログイン
ユーザは、VPNサーバにログインする。ログイン情報は、PMDA内のActiveDirectory上のユーザ情報を参照
し、ログイン認証を行う。VPNサーバと別にオンライン専門協議用のWindowsサーバにログインする必要がある
が、シングルサインオンにより、自動的にサーバにログインされる。

新規開発(既存システムではあるが、システム構成・
処理方式の見直しを行うため、要件定義から実施す
る)

ログアウト アプリケーションからログアウトする 新規開発

審査品目資料表示 ログインしたユーザによって、ストレージ上のアクセスが許可された審査品目情報を適切に表示する 新規開発

eCTD読出 指定した品目について、ストレージ上の公開用資料を表示させる 新規開発

ログイン履歴 システム管理者用機能。指定したユーザのログイン履歴が確認できる。 新規開発

操作ログ記録 システム管理者用機能。指定したユーザの操作履歴が確認できる。 新規開発

受付番号発番
受付番号を発番する。Gatewayの受付番号とは番号体系が異なる。発番処理は、PMDA内部で手動で行う。発
番の際に、品目情報の入力・設定を行う。一度発番した番号は、他の品目で使い回さない。

新規開発

受付番号一覧 発番済品目一覧を表示する。 新規開発

受付番号欠番 発番したeCTD受付番号を無効化する。 新規開発

受付番号復活 無効にしたeCTD受付番号を復活させる 新規開発

Pegasus連携
eCTD審査システムでeCTDの取込は行うが、管理はPegasusで行うような品目(ジェネリック医薬品など)につい
て、発番したeCTD受付番号を連携する。

新規開発

ログイン
eCTD審査システムへのログイン。各ユーザのローカル端末にログインした際のWindowsアカウントを用いたシ
ングルサインオンとする。システムへの権限確認は、Pegasusのユーザ情報を確認する。

新規開発
Pegasusのアカウントを利用する場合は、要件定義段階で
Pegasus上の権限とビューアで必要とする権限のすりあわ
せ作業が必要。

セッションタイムアウト 一定時間操作を行わなければ、ログインセッションを消去する。 新規開発

システム管理者 システム管理者のアカウントを管理する 新規開発

ログイン履歴 システム管理者用機能。指定したユーザのログイン履歴が確認できる。 新規開発

操作ログ記録 システム管理者用機能。指定したユーザの操作履歴が確認できる。 新規開発

eCTD v4.0 バリデーション
eCTD v4.0 リーフファイル用のバリデーションを実施する。Gatewayで実施するバリデーションと同じルールを適
用する。

新規開発

eCTD v4.0 バリデーション基準管理 システム管理者限定でバリデーション基準の変更ができる。 (例： 大ファイルサイズ500MB→1GB) 新規開発

eCTD v4.0 メタデータ管理
eCTD v4.0 に含まれるCoUやDocumentなどのUUID、CVやユーザ定義のOIDをXMLから読み取り、データベー
スで管理する。また、そのデータをGatewayと同期する。

新規開発

品目登録
eCTD審査システムで管理する対象に当てはまる一部の特殊な種別の品目のみ、eCTD審査システム内の品目
管理に登録する。

新規開発

資料公開管理設定
一部の特殊品目種別のみ、提出されたeCTD/試験データの公開期間、開始終了、閲覧可能ユーザなどの設定
を行う。この品目は、特殊品目用の一覧に閲覧を許可されたユーザだけが表示されるようにする。

新規開発

添付資料の保存 取込んだeCTD v4.0をストレージの適切な場所に格納する。 新規開発

品目情報連携 事前評価相談・申請前相談案件などの特定の品目について、PegasusとeCTD情報などの連携を行う。 新規開発

機能＼権限

申請電子
データシステム

(Gateway)

eCTD (v4.0用)
受付番号

取込

申請予告

閲覧

専門委員用eCTD
データ閲覧システム

専門協議

医薬品・医療機器
申請・審査システム

(Pegasus)

eCTD審査システム

取込

ユーザ管理

eCTD (v4.0)
受付番号



申請済品目一覧表示
申請済品目情報をPegasusから取得し、一覧表示する。初期表示の対象は、審査状況・専門分野などにより絞
るが、全件表示も可能とする。審査員がeCTD審査システムに接続した際のトップページとする。一覧には、項
目ごとのソート機能も備える。

新規開発

品目検索 申請済品目情報の検索を行う。相談案件、特殊品目、申請予告中品目は検索対象としない。 新規開発

全文検索
特定の単語が含まれる添付資料を品目をまたがって横断的に検索できる機能。検索結果としては、対象品目
の一覧や具体的な添付資料の名前、記載場所などを想定する。検索の対象は、申請済品目。

新規開発

申請予告中品目一覧表示 申請予告中品目情報をGatewayから取得し、一覧表示する。一覧に表示する品目は、アクセス制御を行う。 新規開発

特殊品目一覧
特殊品目情報を自システムの品目管理から取得し、一覧表示する。申請済品目とは混合せず、別の一覧として
表示する。一覧に表示する品目は、アクセス制御を行う。

新規開発

相談案件一覧
相談案件情報をPegasusから取得し、一覧表示する。申請済品目・特殊品目とは混合せず、別の一覧として表
示する。一覧に表示する案件は、アクセス制御を行う。

新規開発

品目情報表示
一覧から選択された品目の詳細情報を表示する。この画面からeCTDビューアの表示および専門協議の設定に
遷移する。

新規開発

専門協議管理
任意の品目について、専門協議の開始/終了、および審査を依頼する外部専門員を設定する。外部専門員情
報は、Pegasusから取得する。オフラインでの専門協議でも設定する。オンライン専門協議の場合は、
ActiveDirectoryに対象の外部専門員のアカウントが無いと登録できないものとする。

新規開発

専門協議実施履歴 過去の専門協議において、どの外部専門員にどの形式で専門協議を依頼したかを管理する。 新規開発

専門協議公開管理
あらかじめ設定された専門協議日程に合わせ、ストレージ上の専門協議公開用コンテンツの公開・引き上げを
自動で行う。専門協議終了日が近くなった場合は、審査担当者にリマインドメールを送付し、必要に応じて、期
間の延長などを行えるようにする。

新規開発
2016/7/12 記載内容変更：「専門協議終了通知」→「専門
協議公開管理」に変更。終了通知の要件は、公開管理要件
の一部とする。

専門協議用ファイル出力(v4.0)
(オンライン・オフライン)専門協議用にファイルの出力を行う。
または、オンラインの場合は、eCTDビューアと専門協議システムを連携させる。

新規開発
2016/10/24 専門協議システムとeCTDビューアの連携を検
討対象とする旨の文言を追加。

メディア貸出管理
メディア送付により専門協議を行う外部専門員やメディア管理番号を設定し、専門協議用ファイルをダウンロー
ドできる機能。メディアの貸出期間に応じて、審査担当者に貸出状況管理のリマインドを送信する。

新規開発

eCTD v3.2.2 表示
ストレージからeCTDコンテンツを取得し、指定品目のeCTDツリーおよび添付文書の内容表示をする
改訂版がすでにある品目については、「統合モード」「各改訂モード」で表示の切り替えができること。

既存機能
改修要件無し

コメント作成 添付文書上にコメントやマーキング・ハイライトなどをつける
既存機能
改修要件無し

コメント編集 すでに存在するコメントやマーキング・ハイライトの削除や内容の変更など
既存機能
改修要件無し

コメント検索/参照 すでに存在するコメントやマーキング・ハイライトの検索および閲覧
既存機能
改修要件無し

クライアント対応 Webブラウザ IE11対応 eCTDビューアシステムは、IE10までしか対応していないため、IE11にするための改修が必要である。 機能改修 2016/7/12 要件追加事項

eCTD v4.0 表示
ストレージからeCTDコンテンツを取得し、指定品目のeCTDツリーおよび添付文書の内容表示をする
改訂版がすでにある品目については、「統合モード」「各改訂モード」で表示の切り替えができること。
過去に提出されたIDが含まれる場合は、申請電子データシステムのID管理から情報が取得できること。

新規開発

オブジェクト履歴管理機能
eCTD v4.0でObjectとして扱われるDocument Title, Keyword, Reuseなどの変更履歴を管理し、検索・表示がで
きること。申請電子データシステムの「UUID/OID管理」と関係する機能であるため、どのように機能分担するか
は今後要検討。

新規開発

試験データ表示
申請電子データシステムのサブシステムである「コンテンツ管理機能」を呼び出し、eCTDと同じ画面で表示でき
ること。

新規開発

コメント作成 添付文書上にコメントやマーキング・ハイライトなどをつけることができる。 新規開発

コメント編集 すでに存在するコメントやマーキング・ハイライトの削除や内容の変更ができる。 新規開発

コメント検索/参照 すでに存在するコメントやマーキング・ハイライトの検索および閲覧ができる。 新規開発

v3.2.2用検証ツール 申請前に、申請者側の環境で作成したeCTDのバリデーションを行う。
機能改修：バリデーションルールの変更
(ファイルサイズ上限変更 100MB→500MB)

新OSへの対応
2016/11/22 改修要件修正

v4.0用検証ツール 申請前に、申請者側の環境で作成したeCTDのバリデーションを行う。 新規開発

新規取込 新規申請eCTDの取込みおよびバリデーション
機能改修：バリデーションルールの変更
(ファイルサイズ上限変更 100MB→500MB)

2016/7/12 改修要件追加

改訂取込 改訂申請eCTDの取込みおよびバリデーション
機能改修：バリデーションルールの変更
(ファイルサイズ上限変更 100MB→500MB)

2016/7/12 改修要件追加

再取込 すでに取込済みのeCTDに対して上書き取込みおよびバリデーション
機能改修：バリデーションルールの変更
(ファイルサイズ上限変更 100MB→500MB)

2016/7/12 改修要件追加

専門協議用出力 オンライン専門協議用に指定したeCTDv3.2.2をHTML出力
既存機能
改修要件無し

印刷用出力 印刷用に指定したeCTDを出力する
既存機能
改修要件無し

現在は使っていない機能

受付番号発番
受付番号を発番する。Gatewayの受付番号とは番号体系が異なる。発番処理は、PMDA内部で手動で行う。発番
の際に、品目情報の入力・設定を行う。一度発番した番号は、他の品目で使い回さない。

既存機能
改修要件無し

v3.2.2のeCTD受付番号は、v3.2.2運用終了まで、eCTD
ビューアシステムで発番する。

受付番号一覧 発番済品目一覧を表示する。
既存機能
改修要件無し

受付番号欠番 発番したeCTD受付番号を無効化する。
既存機能
改修要件無し

受付番号復活 無効にしたeCTD受付番号を復活させる
既存機能
改修要件無し

eCTD v4.0 ビューア

検証ツール バリデーション

審査資料表示

審査資料表示

eCTD v3.2.2 ビューア

審査品目

専門協議

eCTD (v3.2.2)
受付番号

eCTDビューアシステム

eCTD v3.2.2 取込ツール 取込

eCTD v3.2.2 出力ツール 出力



ユーザビリティ・画面要件

(独)医薬品医療機器総合機構
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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

別添6 All the contents are subject to change

無断複製・転載を禁ず

概要

本書は、eCTD v4.0 ビューア導入プロジェクトにおいて新規に構築する
予定である、「eCTD審査システム」「eCTD v4.0 ビューア」「オンライン専
門協議システム」について、以下の要件について、現時点で判明してい
るものを記載したものである。

・ユーザビリティ要件

・クライアント環境要件

要件定義、基本設計、詳細設計の各フェーズで上記要件は検討され
るものであるが、本書はその検討段階で参考になるものと意図し作成
したものであり、内容について決定したものではない。

All the contents are subject to change



ユーザビリティ要件 (1/2)
・ 各Webページには、処理中を表すアイコンを表示させること、可能であれば進捗率を表示すること。

・ ユーザに入力・設定を要するWebページからの遷移には、ブラウザの「戻る」「進む」ボタンを使用不可とすること。

－ページ上に明確に遷移用ボタンまたはリンクを設置すること。

－ブラウザの「戻る」「進む」ボタンを押された場合は、使用できない旨の警告を発すること。

－ブラウザの「×」ボタンや、キーボードの「ファンクションキー」「ショートカットキー」の使用も画面遷移に関する

機能については原則不可とすること。

・ ユーザが入力・設定したデータは、ユーザが明確に登録完了または中止を指示、または全く関係の無いページに

遷移する までは、一時的に保持すること。

－基本的な遷移として、入力画面→確認画面→登録とすること。

・ データの更新時は、変更点がわかり易いように表示されること。

・ ボタンやリンクの、デザインと意味が明確かつ統一されていること。デザイン性もできるだけ明瞭に区別をつけること。

・ eCTD審査システムには、パンくずナビなどを導入し、ユーザがサイト内のどこにいるかわかるようにすること。

・ eCTDビューアによるeCTDの表示は、呼出元とは別ウインドウでの表示とすること。

・ 各システムに搭載するダウンロード機能によりダウンロードされたファイルは、クライアント端末(Windows)で

文字化けすることなく開けること。

All the contents are subject to change

ユーザビリティ要件 (2/2)
・ システムでユーザが登録するデータの半角全角や書式は統一すること。

(例：氏名は、全角かつ姓名の間に半角スペースを設ける、など)

・ 入力フォームを設置する場合は、可能な限り制限(例：半角で入力しなければならない)を設けず、

サーバの処理で変換等を行い、データの統一を図ること。

・ 入力におけるエラーの表示は、可能な限り同一ページ内で表示すること。

－必要に応じて、ポップアップでの警告を使い分けること。

・ 検索結果ページでは、検索結果の各項目をソートできること。

一方、ページング機能は不要とする。

・ ユーザが目にするエラーメッセージは、可能な限り具体的であること。

またそのエラーへの対処法がユーザにわかりやすいこと。

・ 視覚聴覚障害への対応は不要。

・ 氏名の検索は、ひらがなでも行えること。

・ 新規に開発するシステムの画面は、WebブラウザへのJavaの追加インストールやプラグイン・

アドインのインストールを必要とすることなく、表示できること。

(例：Microsoft EdgeのようなJavaインストールができないブラウザでもシステムを操作できる)

All the contents are subject to change



クライアント環境要件

eCTD審査システム/eCTD v4.0 ビューアは、以下のPCからの接続に対応すること。

OS：Windows 10

Webブラウザ：Internet Explorer、Microsoft Edge

オンライン専門協議システムは、以下のPCからの接続に対応すること。

OS：Windows 10, Mac OS X 10.11

Webブラウザ：Internet Explorer、Microsoft Edge、Firefox、Safari、Google Chrome

※システムの運用開始時点で新しいOS・ブラウザが存在する可能性があるため、

具体的なバージョンなどは、詳細設計時に決定するものとする。

All the contents are subject to change

新規システムの画面要件

・新規構築予定の eCTD審査システムおよび eCTD v4.0 ビューアについて、

現時点の画面遷移案および画面レイアウト、画面要件をまとめた。

その内容を次ページより記載する。

All the contents are subject to change



All the contents are subject to change.

eCTDビューア
画面表示要件（案）

(独)医薬品医療機器総合機構

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構 1

無断複製・転載を禁ず

別添6 詳細

All the contents are subject to change.

• eCTDビューア表示要件一覧

• eCTDビューアメイン画面

• ヘッダーフレーム表示要件

• コンテンツフレーム表示要件

• コンテンツ管理画面表示要件

• ツリーフレーム表示要件

• その他の表示要件

• eCTD v4.0の構成要素に関するeCTDビューア要件

• ユーザへの要件確認事項

目次

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構 2



All the contents are subject to change.

対象画面 要件 説明 備考
スライド
番号

ヘッダーフレーム 管理情報テーブルの表示 • XMLインスタンスメッセージで提出された、品目
に関する情報を表示

6

各種機能ボタンの実装 • コンテンツフレーム、ツリーフレーム、コンテンツ
管理画面、PDFの表示に関する各種機能を実
行するボタンを実装

6, 7

コンテンツフレーム 管理情報テーブルの表示 • XMLインスタンスメッセージで提出された、品目
に関する情報を表示

8

関連申請一覧の表示 • XMLインスタンスメッセージのApplication 
Reference要素で提出された、関連申請の情報
とリンクを表示

8

改訂履歴の表示 • 各提出連続番号ごとに、改訂・更新されたモ
ジュールが確認できる

• ヘッダーフレーム内の「改訂履歴」ボタンで表示 9

コメント機能 • 品目単位でコメントが記入できる 10

コンテンツ管理画面

※申請電子データシステ
ムから機能呼び出し

試験データの表示 • 選択された提出回数で、検索条件に該当する
試験データを表示

• ヘッダーフレーム内の「改訂回数」ドロップダウ
ンリストから提出回数を選択

11～15

各種機能ボタンの実装 • 試験データの取扱いに関する各種機能を実行
するボタンを実装

11～15

eCTDビューア表示要件一覧(1/2)

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構 3

All the contents are subject to change.

対象画面 要件 説明 備考
スライド
番号

ツリーフレーム eCTDツリー構造の表示 • XMLインスタンスメッセージで提出されたeCTD
構造をツリー形式で表示

• CTD見出しに紐付く追加情報（keyword）を元に
表示を集約する

• ヘッダーフレーム内の「改訂回数」ドロップダウ
ンリスト、「差分表示」ボタン、「更新結果」ボタン
から、ツリーの表示を変更する

17

インジケータ表示 • 提出された文書のオペレーションに応じたイン
ジケータを表示

18

追加情報(keyword)ごとの集約表示 • 同じセクションに紐付く複数のCTD見出し
（Context of Use）に同じ追加情報が結びつけら

れている場合、追加情報の単位でツリー構造
を集約

19, 20

表示状態の保存 • eCTDビューアの現在の表示種別（差分内容ま

たは更新結果）、改訂回数、およびツリー展開
状態を保存

21

提出文書情報（Document）の表示 • 提出文書情報の内容が参照できる • v3.2.2ビューアでは実装されていない追加要件 22

差し換え前文書の表示 • ライフサイクル時のツリー構造表示から、改訂
前文書を参照

23

ツリーの差分/更新結果の表示 • 指定した提出連続番号時点での差分/ 新版
のツリー構造を表示

24, 25

削除されたCTD見出しに関する表示 • 削除(suspended)対象のCTDの見出しを、 新
および「更新結果」のツリー表示から削除

• 同じCTD見出し配下に複数の項目がある場合
は、New・Replace＞Deleteの順で表示する

26

試験データのツリー構造表示 • 提出された試験データの内容が、提出タイミン
グに合わせて適切にツリー構造に反映できる

28～30

メイン画面 フレームの格納・展開 • フレームの境界から、各フレームを自由に格
納・展開できる

• v3.2.2ビューアでは実装されていない追加要件 32

PDF表示画面 画面の「戻る」「進む」ボタンの追加 • リンク等でPDF表示画面内で画面遷移した際に、
前後の表示画面へ移動できる

• v3.2.2ビューアでは実装されていない追加要件 33

eCTDビューア表示要件一覧(2/2)
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All the contents are subject to change.

eCTDビューアメイン画面

• eCTDビューア画面は、複数の画面をフレーム構造で表示している（下記画面がデフォル
ト表示）

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構 5

ツリーフレーム

• 申請品目に添付
される文書情報、
追加情報

コンテンツ管理画面
• 試験データ

コンテンツフレーム

• 提出するデータ
(eCTD)の全体情報

ヘッダーフレーム
• 製品情報、有効成分情報、

申請者情報
• 各フレーム表示切り替えボタン

All the contents are subject to change.

ヘッダーフレーム表示要件
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1. 2. 3.

5.

No. 項目 説明

1. 管理情報テーブル • FD情報から取得した内容を表示

2. ツリーフレームの表示切替ボタン • ツリーフレームの表示内容に関するボタン

3. コンテンツフレームの表示切替ボタン • コンテンツフレームの表示内容に関するボタン

4. 「改訂回数」ドロップダウンリスト
• ［差分内容］ボタン、［更新結果］ボタンおよび［管理情報］ボタンをクリッ

クした際に表示対象となる改訂回数を指定

5. PDF表示設定 • PDFを開くときの画面表示設定

4.



All the contents are subject to change.

• 表示品目の文書に付与されたコメントの一覧を別ウインドウで表示する

ヘッダーフレーム表示要件

コメント一覧の表示
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「コメント一覧画面」をクリック

All the contents are subject to change.

コンテンツフレーム表示要件

管理情報表示
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1.

2.

No. 項目 説明

1. 管理情報テーブル
• XMLインスタンスメッセージで提出された、品目に関

する情報を表示
※ eCTD管理番号の記載箇所について、検討中

2. 関連申請一覧

• XMLインスタンスメッセージのApplication Reference

要素で提出された関連申請情報に基づき、下記項
目を表示

• eCTD受付番号
• 代表品目名
• ReasonCode（関連の種類）
• 申請者名
• 審査チーム名、分野名
• 対象のeCTDを表示するリンク or ボタン

• デフォルトおよびヘッダーフレーム内「管理情報」ボタンで表示する

• 選択した提出連続番号の時点での 新情報を表示する（ヘッダーフレー
ム内「改訂回数」ドロップダウンリストで指定し、コンテンツフレームの
ページ表示を更新する）



All the contents are subject to change.

• 各提出連続番号ごとに、改訂・更新されたモジュールが確認できる

ユーザへの要件確認事項 –コンテンツフレーム表示要件

改訂履歴の表示
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• 改訂・更新が発生したモジュールが「○」で示される
• （初回提出時は、提出されたモジュールを示す）
• XMLインスタンスメッセージで提出される「Category Event」要素か

ら提出タイミング情報を表示する（検討中）

「改訂履歴」をクリック

• eCTD v3.2.2（現行）のビューアにある機能。今後の利用有無は検討中

All the contents are subject to change.

• 表示品目に対するコメントを記入・確認できる

コンテンツフレーム表示要件

コメント機能
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• ユーザが品目ごとに保存・表示することが可能
• 他のユーザのコメントを保存・表示することは不可

「コメント」をクリック



All the contents are subject to change.

コンテンツ管理画面表示要件
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No. 項目 説明

1.
[臨床薬理電子
データパッケージ]
ボタン

• 臨床薬理電子データパッケージ画面を別ウィンド
ウで表示

2.
[電子データパッ
ケージ]ボタン

• 「コンテンツ管理」画面が表示され、試験結果を表
示

3.
[ダウンロード]ボタ
ン

• 選択したフォルダーまたはファイルをダウンロード

4.

[臨床薬理電子

データパッケージ
の構造を表示]
チェックボックス

• 臨床薬理電子データパッケージに該当する申請電
子データを一覧表示

5.
試験データのツ
リー構造

• 選択された提出回数で、検索条件に該当する試
験データを表示

1.

2. 3.
4.

5.

• 画面は申請電子データシステムから呼び出す
• 試験データの構造は、eCTD v4.0 XMLインスタンスメッセ－ジに記載して提出する

All the contents are subject to change.

• 臨床薬理電子データパッケージ画面を別ウィンドウで表示する

コンテンツ管理画面表示要件

[臨床薬理電子データパッケージ]ボタン
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[臨床薬理電子データパッケージ]ボタンをクリック



All the contents are subject to change.

• 「コンテンツ管理」画面が表示され、試験結果を表示する

コンテンツ管理画面表示要件

[電子データパッケージ]ボタン
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[電子データパッケージ]ボタンをクリック

All the contents are subject to change.

• 選択したフォルダーまたはファイルをダウンロードする

コンテンツ管理画面表示要件

[ダウンロード]ボタン
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①ダウンロード対象のデータを選択

②ダウンロードボタンをクリック



All the contents are subject to change.

• 臨床薬理電子データパッケージに該当する申請電子データをフレーム内で一覧表示する

コンテンツ管理画面表示要件

臨床薬理電子データパッケージの構造を表示
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①対象データと表示形式を選択する

②チェックボックスをオンにする

差分内容：「試験データ識別情報」（※）で選択された版数の申請電子データと、その前の版数の申請電子データの差分を表示
更新結果：「試験データ識別情報」（※）で選択された版数までの申請電子データを更新した結果が表示

※試験データ識別情報：「提出日付－提出ID」で示される。ドロップダウンリストから選択する

All the contents are subject to change.

• デフォルト表示／差分表示／更新結果表示共通要件
• ツリー構造表示
• インジケータ表示
• 追加情報（Keyword）ごとの集約表示
• 表示状態の保存
• 提出文書情報（Document）の表示
• 差し換え前文書の表示

• 差分内容表示要件
• ツリーの差分内容表示
• 削除されたCTD見出しに関する表示

• 更新結果表示要件
• ツリーの更新結果表示

ツリーフレーム表示要件
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All the contents are subject to change.

• XMLインスタンスメッセージで提出されたeCTD構
造をツリー形式で表示する

• CTD見出しごとに階層構造の形で表示する

• デフォルト表示は「 新版eCTDのツリー構造がす
べて閉じた状態」

• ツリー構造の表示順は、下記ルールに従う
• グラニュラリティ・ドキュメントで定義された見出し順

• Priority Number要素で定義された見出し順

• 追加情報（keyword）での集約表示
（詳細：スライドNo.16）

※XMLメッセージインスタンス上での記載順ではない

• 提出文書タイトルのリンクから、対象文書が開く
• 別ウインドウ表示 or コンテンツフレーム内への表示は、

設定で変更可能

• CTD見出しの「＋」「－」マークから、ツリー構造が
展開・格納できる

ツリーフレーム表示要件

ツリー構造表示
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All the contents are subject to change.

• ツリー構造内に、オペレーションを示すインジケータを表示する

ツリーフレーム表示要件

インジケータ表示
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インジケータ
ラベル

説明
XMLインスタンスメッセー

ジとの関連
表示場所

new
提出文書が新たに追加さ
れたことを示す

対象文書タイトル横

replace
提出文書が置換されたこ
とを示す

Context of Use要素内の
replacementOf要素が定
義されている場合

対象文書タイトル横

delete
提出文書が削除されたこ
とを示す

対象文書タイトル横

reuse

再利用（reuse）している提
出文書であることを示す

他のApplication,
Submission, Submission 
Unitで提出済みの提出文
書を使用している場合

対象文書タイトル横

update

提出文書の情報が更新さ
れていることを示す
（タイトル等）

updateMode属性の値が
「R」であり、提出済みの要

素・属性が変更されてい
た場合

Priority Number更新：対
象文書のあるノード横

提出文書タイトル更新：対
象文書タイトル横
Keyword DisplayName更
新：対象ノード横



All the contents are subject to change.

• 同じセクションに紐付く複数のCTD見出し（Context of Use）に同じ追加情報が結
びつけられている場合、追加情報の単位でツリー構造を集約する

• 例：追加情報「Substance」が、Module 3.2.S配下のCTD見出しに付与されている場合

ツリーフレーム表示要件

追加情報（Keyword）ごとの集約表示
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Viewer

CTD見出し 3.2.S.1
(Context of Use)

追加情報(Keyword)
例：SubstanceAAA

提出文書
(Document)

CTD見出し 3.2.S.1
(Context of Use)

追加情報(Keyword)
例：SubstanceAAA

提出文書
(Document)

追加情報(Keyword)
例：ManufacturerYYY

追加情報(Keyword)
例：ManufacturerXXX

All the contents are subject to change.

• Study IDをツリー構造に反映させる
• CTD見出し（Context of Use）にStudy IDを追加情報（keyword）として結びつける

• Keywordを元に、ツリー構造のノードを作成する

ツリーフレーム表示要件

Study ID(試験番号)、Study Title(試験タイトル)のツリー構造表示
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Viewer

• Study IDは、申請者がKeyword Definitionとして独自に定義する
• 複数のStudy IDが結びつけられている場合は、すべてのStudy ID

をカンマ（，）区切りで表示する（検討中）

CTD見出し 5.3.1.1①
(Context of Use)

追加情報(Keyword)
例：NSK‐C‐001_NSK‐C‐

001試験

提出文書
(Document)

CTD見出し 5.3.1.1②
(Context of Use)

追加情報(Keyword)
例：NSK‐C‐002_NSK‐C‐

002試験

提出文書
(Document)

追加情報(Keyword)
例：NSK‐C‐002_NSK‐C‐

002試験

追加情報(Keyword)
例：NSK‐C‐001_NSK‐C‐

001試験



All the contents are subject to change.

• eCTDビューアの現在の表示種別（差分内容または更新結果）、改訂回数、およ
びツリー展開状態を保存し、次回以降同様の表示ができるようにする

ツリーフレーム表示要件

表示状態の保存
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「表示保存」をクリック

• 現在の表示内容が保存され、eCTDビューア画面を開き直した際に
保存時の状態で表示される
（デフォルト表示： 新の改訂回数＋ツリー構造前全閉じ）

All the contents are subject to change.

• eCTDビューア上から提出文書情報の内容を参照する

ツリーフレーム表示要件

提出文書情報（Document）の表示
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リンク右クリック→コンテキストメニューから「提出文書情報」を選択

提出文書情報

表示する項目 関連するDocument要素・属性

UUID Document.id@root属性

タイトル Document.title@value属性

試験データの種類 Document.text@mediaType属性

ファイルパス Document.text.reference@value属性

チェックサム値 Document.text.integrityCheck@value属性

Reuseに関する情報 contextOfUse.documentReference要素

その他検討中

• IEで通常表示されるメニューの表示有無等、コンテキス
トメニューの表示内容は検討中



All the contents are subject to change.

• 差し換え（Replace）前の文書を、 新版eCTDのツリー画面から参照する

ツリーフレーム表示要件

差し換え前文書の表示
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インジケータ横の矢印ボタンを選択

• 表形式で差換え前後の文書一覧を表示
• 文書タイトルに対象のファイルを開くリンクを付与
• クリック元の文書にはリンクを付与しない

• 1 : 1 • 1 : 多

• 多 : 1 • 多 : 多

All the contents are subject to change.

• 指定した提出連続番号時点での差分のツリー構造への表示切替が
できる

ツリーフレーム表示要件

ツリーの差分内容表示
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①提出連続番号を選択 ②「差分内容」を選択

指定した提出連続番号の
1つ前からの差分が表示される

（改訂・更新がない箇所は表示されない）



All the contents are subject to change.

• 指定した提出連続番号時点での 新のツリー構造への表示切替が
できる

ツリーフレーム表示要件

ツリーの更新結果表示
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①提出連続番号を選択 ②「更新結果」を選択

指定した提出連続番号時点の
新状態が表示される

（改訂・更新箇所がオレンジ色で示される）

All the contents are subject to change.

• 削除（suspended）対象のCTD見出しを、 新のツリー表示から削除する
• 「更新結果」表示では、削除されたCTD見出しは表示されなくなる

• ツリーの差分表示で、削除対象のCTD見出しを下記の状態で表示する
• タイトルのテキストから文書を参照するリンクを無効化

• インジケータで「delete」を表示する

ツリーフレーム表示要件

削除されたCTD見出しの表示

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構 26

Viewer
(差分表示)

• 記載順は、New・Replace＞Deleteの順とする
※XMLメッセージインスタンス上での記載順ではない



All the contents are subject to change.

• 過去の提出文書（Document）のタイトルを更新した場合、同じ提出文書を
再利用（Document Reuse）した先でもタイトルが更新される

ツリーフレーム表示要件

Document ReuseとTitle Update時の注意
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• Reuse先およびUpdateが発生した提出文書情報の表示方法は検討中
• 上記例では「update」のインジケータで示している

改訂

All the contents are subject to change.

その他の表示要件

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構 28



All the contents are subject to change.

• 申請資料(CTD)に先駆けて、試験データの提出が可能

• 試験データ提出のタイミング
• 申請資料の初版提出前

• 長期試験追加

• 照会事項回答の添付資料

• 申請資料の改訂時（照会事項回答と同様のデータを正式に提出）

• 申請資料と試験データの提出タイミングが異なるため、ツリー構造
の反映の段階が異なる

ツリーフレーム表示要件

試験データ提出時のツリー構造表示
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All the contents are subject to change.

ツリーフレーム表示要件

試験データ提出時のツリー構造表示
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申請予告 申請

eCTD
Seq# = 1
種別 = 申請電子データ

eCTD
Seq# = 2
種別 = CTD

管理情報

eCTD
Seq# = 1
種別 = 申請電子データ

コンテンツ管理画面(申請電子データシステム)
の試験データ情報が表示される（eCTDツリー

構造は空欄）

eCTDツリー構造が表示される

（試験データは、このタイミングで改訂
を許可しない）

再提出があった場合、試験データを更新
する（eCTDツリー構造は空欄）

再提出の場合、試験データ識別情
報は変わるがSequence Numberは

変わらない

種別がわかるようにしたい



All the contents are subject to change.

ツリーフレーム表示要件

試験データ提出時のツリー構造表示
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申請 改訂

照会事項回答の添付資料として試験データが
eCTD形式で提出された場合、試験データを更

新する(申請電子データシステム)

eCTD

Seq# = 3
種別 = 回答添付

Study 001

eCTD
Seq# = 4
種別 = 回答添付

Study 002

eCTD
Seq# = 5
種別 = 改訂

Study 001

Study 002

照会事項回答の添付資料として
試験データの再提出＋CTD改訂

種別がわかるようにしたい

All the contents are subject to change.

• 各フレームのサイズを自由に変更することができる

eCTDビューアメイン画面要件

フレームの格納・展開
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マウスオーバーで矢印が出現し、
フレームのサイズ変更ができる

▲

▲

▲

ワンタッチでフレームを格納・展
開できるボタンをつける



All the contents are subject to change.

• リンクによるPDF表示画面遷移時、前後の表示画面への移動が出来る

• PDFに付与されている「文書内（内部）リンク」をクリックした際に有効とする

• 文書間（外部）リンクをクリックした際は、飛び先の文書が「別ウインドウ」で開く

PDF表示画面

画面の「戻る」「進む」ボタンの追加
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All the contents are subject to change.

eCTD v4.0の構成要素に関するeCTDビューア要件
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All the contents are subject to change.

種類 対象画面
関連する

eCTD v4.0要素
説明 備考

画面表示 ヘッダーフレーム Submission Unit – Sequence 
Number

• 提出されたSubmission Unitの順番が、
「改訂履歴」に反映される

Review – Manufactured 
Product – Name

• 販売名情報(Manufactured Product)
が表示される

• 販売名情報が複数存在する場合、
eCTDビューア上に表示されていない
情報の件数が表示される

Review – Manufactured 
Product – Ingredient

• 有効成分情報(Ingredient)が表示さ
れる

• 有効成分情報が複数存在する場合、
eCTDビューア上に表示されていない
情報の件数が表示される

Review – Applicant • 申請者情報(Applicant)が表示される

• 申請者情報が複数存在する場合、
eCTDビューア上に表示されていない
情報の件数が表示される

eCTDビューア表示要件
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All the contents are subject to change.

種類 対象画面
関連する

eCTD v4.0要素
説明 備考

画面表示 コンテンツフレーム Submission Unit – Sequence 
Number

• 提出されたSubmission Unitの提出連
続番号一覧が表示される

• プルダウンメニューで選択できるよう
にする

Review – Manufactured 
Product – Name

• 販売名情報(Manufactured Product)
が表示される

• ライフサイクルで修正があった場合
は、修正内容が反映される

Review – Manufactured 
Product – Ingredient

• 有効成分情報(Ingredient)が表示さ
れる

• ライフサイクルで修正があった場合
は、修正内容が反映される

Review – Applicant • 申請者情報(Applicant)が表示される

• ライフサイクルで修正があった場合
は、修正内容が反映される

Review – Product Category • 申請区分情報(Product Category)が
表示される

• ライフサイクルで修正があった場合
は、修正内容が反映される

Application – Application 
Reference

• 関連申請の一覧が表示される • 選択した提出連続番号に関連づけら
れている申請情報のみ表示される

eCTDビューア表示要件
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All the contents are subject to change.

種類 対象画面
関連する

eCTD v4.0要素
説明 備考

画面表示 ツリーフレーム Submission Unit – Sequence 
Number

• 提出されたSubmission Unitごとのタブが
表示される

Submission Unit – Context of Use • 提出されたSubmission Unitのツリー構造
が表示される

• CTD見出しの追加、表示順変更、削除、
置換が反映される

Submission Unit – Context of Use 
– Document Reference

• CTD見出し(Context of Use)の下に、結び

つけられている提出文書情報
(Document)が正しく表示される

Submission Unit – Context of Use 
Keyword

• CTD見出し(Context of Use)に関連する追
加情報(keyword)が、ツリー構造上で表
示される

Submission Unit – Priority Number • 同じCTD見出し(Context of Use)、追加情
報(keyword)を持つ複数の文書が、
Priority Numberで指定した値の順番で表
示される

Submission Unit – Priority Number • 同じCTD見出し(Context of Use)、追加情
報(keyword)を持つ複数の文書が、
Priority Numberで指定した値の順番で表
示される

Application – Document • CTD見出し情報（Context of Use）の下に、
提出文書のタイトルが正しく表示される

• ライフサイクルでタイトルが更新された場
合、当該提出文書を参照しているすべて
のeCTDで更新内容が反映される

• PDF, Excelは新規ウインドウで表示する

（設定により、コンテンツフレームに表示
することも可とする）

• 差し換え前後文書の情報追跡、チェック
サム値、ファイルパス等の情報は、右ク
リックで表示されるコンテキストメニュー
から参照できるようにする

eCTDビューア表示要件
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All the contents are subject to change.

種類 対象画面
関連する

eCTD v4.0要素
説明 備考

画面表示 ツリーフレーム Application – Document –
Document Reuse

• CTD見出し情報（Context of Use）の下

に、再利用されている提出文書のタ
イトルが正しく表示され、参照できる

• 再利用している／されている文書が、
インジケータ表示で特定できる

• 対象の提出文書を右クリックして表
示されるコンテキストメニューから、
再利用の追跡情報が参照出来るよう
にする

Application – Document – File 
Reuse

• CTD見出し情報（Context of Use）の下

に、提出文書のタイトルが正しく表示
され、参照できる

Application – Keyword 
Definition

• 申請者が定義した追加情報
(keyword)が、ツリー構造上で表示さ
れる

• ライフサイクルで表示内容の修正が
あった場合は、修正内容が反映され
る

― Submission Unit – Category 
event

• Submission Unitの提出タイミング情
報が参照できる

• v3.2 2では項目がない。どのように表
示するかは検討中

― Application – Document • 提出されたテキスト情報が表示され
る

• v3.2 2では項目がない。どのように表
示するかは検討中

eCTDビューア表示要件
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All the contents are subject to change.

種類 対象画面
関連する

eCTD v4.0要素
説明 備考

機能 ヘッダーフレーム Submission Unit – Sequence 
Number

• Sequence Numberを指定することで、
下記の操作が可能となる

• 過去に提出されたSubmission 
Unitの参照

• そのSubmission Unit提出時点
での 新状態の参照

ツリーフレーム Application – Document • タイトルのテキストにリンクが作成さ
れ、実際のファイル（PDF、Excel）が参
照できる

• チェックサム値、ファイルパス情報等
のファイルに関する情報が参照でき
る

• 新規ウインドウ表示、コンテンツフ
レームを指定可能

eCTDビューア表示要件
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All the contents are subject to change.

当局内ユーザへの要件確認事項
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All the contents are subject to change.

• 各フレームの表示位置は下記のパターンで検討中

eCTDビューアメイン画面

フレーム表示位置案
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ヘッダーフレーム

コンテンツフレーム

ツリーフレーム

コンテンツ管理画面

【案1】 【案2】 【案3】

凡例
• ユーザ個々で各フレームを自由に設定できることがベスト

All the contents are subject to change.

• CTD通知で規定されていない追加情報(keyword)について、ツリー構造に
どの程度反映するか

• ツリー構造に反映する場合、どの追加情報をどんな順番で表示するか
• 例：M3.2.P.7の追加情報として「container」が提出された場合のツリー構造

ユーザへの要件確認事項 ‐ツリーフレーム表示要件

追加情報(Keyword)のツリー構造への反映
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• 使用可能なkeyword、eCTD v4.0で新たに定義する追加情報に
ついては、CVを参照

• 従来のeCTDビューアでのツリー構造に表示していた情報(原薬
名、製剤名当等)は、引き続き表示する

• 複数の新たな追加情報(keyword)が付与できるCTD見出しもあ

る。どの追加情報を優先してツリー構造を作成するかは検討
中



All the contents are subject to change.

パターン1
表示変更なし

パターン2
すべて変更

パターン3
表示箇所にマーク付け

Title Update前 元の文書

Reuse先

Title Update後の
過去Submission Unit
上の表示

元の文書

Reuse先

ユーザへの要件確認事項 ‐ツリーフレーム表示要件

提出済みSubmission UnitへのTitle Update反映
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• Reuse先のインジケータ表示については検討中
• 大幅な内容変更となる場合は、属性値の変更ではなくDocument要素を再度定義する
• 承認済みの品目で提出した文書、同じSubmission配下で参照・定義されていない文書、eCTD v4 0以外の形式で提出した文書のタイトルは変更不可

• ライフサイクルでのTitle Update実施時、「過去に提出したSubmission Unit」でのタイトルにどの
ように反映させるか。また、updateされたことを明示する必要があるか

例) 提出文書のタイトルを「AAA」から「AAAA」に更新した場合

All the contents are subject to change.

ユーザへの要件確認事項 –コンテンツフレーム表示要件

関連申請の逆引き（関連先→関連元）
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• 一変申請→新規申請の参照：申請者から提出されるXMLインスタンスメッセージから実装（Application Reference）
• 新規申請→一変申請の参照：PMDA内のデータベースを元に実装
• 申請時に指定した関連申請と区別できる表示とする（セルの色を変更する等）

• 承認済み品目のビューアから「この品目を関連申請として結び付けている品目」の参照要否

「関連申請一覧」内に、

「この品目を関連申請に指定している品目」
の情報を追加する

承認済み品目のビューア



All the contents are subject to change.

• 品目に対して「コメント」として入力した内容の、他ユーザとの共有要否

ユーザへの要件確認事項 –コンテンツフレーム表示要件

コメントのユーザ間共有
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コメント表示画面内に、他ユーザが入力したコメントの
一覧を表示する

All the contents are subject to change.

• 提出文書に複数のオペレーションが該当する場合、インジケータをどのように
表示するか

例) 新規で提出するNSK‐C‐001試験報告書を、同じく新規で提出するNSK‐C‐002試
験報告書としてReuseする場合

ユーザへの要件確認事項 –ツリーフレーム表示要件

複数のインジケータ表示
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パターン1 パターン2

※新規提出の場合、「どちらがReuse先に提出されている文書か」という判定が出来ないため、「Reuseしている文書」とい
う意味でどちらにも「new」と「reuse」のインジケータがつく



All the contents are subject to change.

• Document Reuseのパターンごとに、インジケータをどのように表示するか
①承認済み品目のeCTDで提出された文書をReuseする

ユーザへの要件確認事項 –ツリーフレーム表示要件

Document Reuseのパターン別インジケータ表示(1/3)
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承認済

Reuse

Reuse

All the contents are subject to change.

• Document Reuseのパターンごとに、インジケータをどのように表示するか
②同一Application、別Submissionで文書をReuseする

ユーザへの要件確認事項 –ツリーフレーム表示要件

Document Reuseのパターン別インジケータ表示(2/3)
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Reuse

Reuse



All the contents are subject to change.

• Document Reuseのパターンごとに、インジケータをどのように表示するか
③同一Application、同一Submissionで文書をReuseする

ユーザへの要件確認事項 –ツリーフレーム表示要件

Document Reuseのパターン別インジケータ表示(3/3)
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Reuse



eCTD審査システム

画面遷移図・画面レイアウト案

(独)医薬品医療機器総合機構

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

All the contents are subject to change別添6 詳細

eCTD審査システム 画面遷移図

ESS_01 システム

管理者用メニュー

ESS_111

ログ条件設定

ESS_102 システム

管理者PW変更

ESS_151

品目一覧(審査中)

ESS_141

eCTD取込設定

ESS_152～156
品目一覧(審査中以

管理者

一般ユーザ

ESS_161

専門協議初期画

ESS_143

取込処理進捗表

ESS_144

正常取込結果

ESS_112

ログ表示

ESS_121:発番済

eCTD受付番号一覧

ESS_122 発番

対象品目設定

ESS_123 発番

対象品目確認

ESS_131：

ルール一覧

ESS_132

ルール変更設定

ESS_133

ルール変更確認

ESS_181

品目検索

ESS_182

品目検索結果

ESS_163 専門

委員検索結果

ESS_164 専門

協議実施履歴

ESS_165

専門委員一覧

ESS_162

専門委員検索

ESS_101 システム

管理者一覧

ESS_103 システム

管理者PW変更結

ESS_142:

eCTD取込設定確認

eCTD
v3/v4 

ビューア

ESS_02 申請受付

担当者用メニュー
受付G

ESS_124

発番結果

ESS_134

ルール変更確認

ESS_145

取込NG結果

ESS_03 システム

管理者ログイン
管理者

All the contents are subject to change



ログインユーザ：** ***

閉じる

All the contents are subject to change

ESS
画面ID

システムID

レイアウト

画面名
システム名称画面レイアウト

備考 システム管理者権限を持つユーザがシステムにアクセスすると、トップページとして本画面が開く。

ESS_01 システム管理者メニュー
eCTD審査システム

作成日
作成者

eCTD審査システム

システム管理者メニュー

品目一覧

eCTD取込

eCTDバリデーションルール管理

eCTD受付番号管理

システムログ確認

システム管理者管理

システム管理者権限を持つユーザがeCTD審査システムにアクセスした場合に、トップページとして表示される画面。
システム管理者用の各機能画面に遷移するためのリンクを並べる。

1. トップページ
2. eCTD審査システムの各画面のパンくずナビ、
3. 各システム管理者用機能画面からの戻り

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
「品目一覧」：品目一覧画面(ESS_151)に遷移する。 無し
「eCTD取込」：eCTD取込設定画面(ESS_141)に遷移する。
「eCTDバリデーションルール管理」：バリデーションルール一覧画面(ESS_131)に遷移する。
「eCTD受付番号管理」：発番済eCTD受付番号一覧画面(ESS_121)に遷移する。
「システムログ確認」：確認ログ条件設定画面(ESS_111)に遷移する。
「システム管理者管理」：システム管理者一覧画面(ESS_101)に遷移する。

All the contents are subject to change

遷移元リスト

画面説明

遷移先リスト

画面概要
画面ID ESS 01 画面名 システム管理者メニュー 作成日

システムID ESS システム名称 eCTD審査システム
備考 システム管理者権限を持つユーザがシステムにアクセスすると、トップページとして本画面が開く。

作成者



ログインユーザ：** ***

閉じる

All the contents are subject to change

ESS_02 申請受付グループ用メニュー 作成日画面名画面ID

備考 申請受付グループ権限を持つユーザがシステムにアクセスすると、トップページとして本画面が開く。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

申請受付グループ用メニュー

品目一覧

eCTD取込

eCTD受付番号管理

申請受付担当者権限を持つユーザがeCTD審査システムにアクセスした場合に、トップページとして表示される画面。
申請受付担当者用の各機能画面に遷移するためのリンクを並べる。

1. トップページ
2. eCTD審査システムの各画面のパンくずナビから
3. 各申請受付担当者用機能画面にて、キャンセルボタンを押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
「品目一覧」：品目一覧画面(ESS_151)に遷移する。 無し
「eCTD取込」：eCTD取込設定画面(ESS_141)に遷移する。
「eCTD受付番号管理」：発番済eCTD受付番号一覧画面(ESS_121)に遷移する。

All the contents are subject to change

申請受付グループ権限を持つユーザがシステムにアクセスすると、トップページとして本画面が開く。

申請受付グループ用メニュー

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 02

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



閉じる

ログインする管理者のIDとパスワードを
入力し、ログインボタンを押してください。

管理者ID

パスワード

ログイン

All the contents are subject to change

ESS_03 システム管理者ログイン画面 作成日画面名画面ID

備考 ActiveDirectory管理でなく、eCTD審査システムで管理するユーザでログインしたい場合にアクセスする画面。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

システム管理者ログイン画面

Windows認証+シングルサインオン形式では無いユーザでログインしたい場合に開く画面。
本画面は専用のURLを持ち、そのURLをブラウザに直接入力することでアクセスするものとする。

ユーザは、ログインしたいユーザのIDとパスワードを入力し、ログインボタンを押す。
システムは、ログインボタンが押されると、データベースに登録されている管理者情報と入力された情報を照合し、認証する。
認証が出来れば、システム管理者画面(ESS_01)へ遷移する。
認証に失敗した場合は、エラーダイアログを表示し、遷移は行わない。

無し

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「ログイン」：(認証が出来た場合) システム管理者用メニュー画面(ESS_01)に遷移する。

(認証に失敗した場合) エラーを表すダイアログを起動し、本画面は遷移しない。

All the contents are subject to change

ActiveDirectory管理でなく、eCTD審査システムで管理するユーザでログインしたい場合にアクセスする画面。

システム管理者ログイン画面

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 03

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

(処理結果等メッセージ欄) 例：systemユーザのパスワードが変更されました。

ユーザID 氏名 所属 管理元

g12345 機構 一郎 審査マネジメント部 Pegasus

d12345 機構 二郎 審査マネジメント部 Pegasus

c23456 機構 三郎 審査マネジメント部 Pegasus

a34567 機構 史郎 審査マネジメント部 Pegasus

system － － 審査システム

All the contents are subject to change

画面ID ESS_101 画面名 システム管理者一覧 作成日

備考 現時点で「システム管理者」として登録されているユーザの一覧を表示する。

レイアウト

画面レイアウト

PW変更

システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  システム管理者管理

システム管理者用メニュー画面で、「システム管理者管理」のリンクを押された場合に表示する画面。

eCTD審査システムの管理者ユーザを一覧にして表示する。
管理者ユーザには、「Pegasusの特定のグループに所属するユーザ」と「eCTD審査システム管理するユーザ」の2種類があるが、この一覧表では両方とも表示をする。

eCTD審査システムで管理するユーザについては、システム内でパスワードの変更が可能であり、「PW変更」のボタンを押下することで、パスワード変更画面に遷移する。

一覧表の上部に、処理結果を表すメッセージ欄(点線部分)を配置する。このメッセージ欄には、管理者ユーザのパスワードを変更した旨などのメッセージを表示する。

1. システム管理者用メニュー(ESS_01)にて、「システム管理者管理」のリンクを押された場合
2. パスワード変更画面(ESS_102)にて、「キャンセル」ボタンが押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「PW変更」:パスワード変更画面(ESS_102) に遷移する。

All the contents are subject to change

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 101 画面名 システム管理者一覧

画面説明

遷移元リスト

備考 現時点で「システム管理者」として登録されているユーザの一覧を表示する。



ログインユーザ：** ***

閉じる

systemユーザのパスワードを変更します。
新しいパスワードを設定してください。

新しいパスワード **********

確認用パスワード **********

キャンセル 変更

All the contents are subject to change

ESS_102 システム管理者PW変更 作成日画面名画面ID

備考

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  システム管理者管理 >  パスワード変更

eCTD審査システムで管理する管理者ユーザのパスワードを設定入力する画面。

入力文字列はマスキングする。

変更ボタンが押下された場合は、「新しいパスワード」欄と「確認用パスワード」欄に入力された文字列を比較し、一致することを確認する。
また、別途定めるパスワードポリシーに入力文字列が準拠しているかも合わせて確認する。
パスワード文字列を確認後、問題が無ければユーザにパスワードを更新してよいか確認するダイアログ(ESS_102_p1)を表示する。
また、パスワード文字列に問題がある場合は、エラーを表すダイアログ(ESS_102_p2)を表示する。

1. システム管理者一覧(ESS_101)にて、「PW変更」のボタンが押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：システム管理者画面(ESS_101)に遷移。

「PW変更」:(設定文字列に問題がない場合) パスワード変更確認ダイアログ(ESS_102_p1)を表示
(設定文字列に問題がある場合) 警告ダイアログ(ESS_102_p2)を表示。

All the contents are subject to change

システム管理者PW変更

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 102

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



確認

systemユーザのパスワードを変更します。

よろしいですか？

キャンセル OK

All the contents are subject to change

ESS_102_p1 パスワード変更確認 作成日画面名画面ID

備考 ESS 102で「変更」ボタンを押した場合に表示されるポップアップ。パスワード文字列に問題が無い場合の表示である。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

システム管理者PW変更画面(ESS_102)で、パスワード文字列を設定し、「変更」ボタンを押下したとき、そのパスワード文字列に問題が無かった場合に表示されるダイアログ。
本当にパスワード文字列を変更処理して良いか、ユーザに最終確認を行う。

本ダイアログの「OK」ボタンが押された場合は、データベースに登録されているパスワード文字列を上書き更新する。

1. システム管理者PW変更画面(ESS_102)にて、「変更」ボタンが押下された場合。

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
「キャンセル」：本ダイアログを閉じる。
「OK」：本ダイアログを閉じ、パスワード文字列更新処理を行った後、

 主ウインドウをシステム管理者一覧画面(ESS_101)に遷移させ、
 メッセージ欄にパスワードを変更した旨のメッセージを表示。

All the contents are subject to change

ESS 102で「変更」ボタンを押した場合に表示されるポップアップ。パスワード文字列に問題が無い場合の表示である。

パスワード変更確認

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 102 p1

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



警告

パスワード文字列がポリシーを満たしていない、
または、確認用パスワードと一致していません。
修正してください。

O K

All the contents are subject to change

ESS_102_p2 パスワード変更確認 作成日画面名画面ID

備考 ESS 102で「変更」ボタンを押した場合に表示されるポップアップ。パスワード文字列に問題がある場合の表示である。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

システム管理者PW変更画面(ESS_102)で、パスワード文字列を設定し、「変更」ボタンを押下したとき、そのパスワード文字列に問題があった場合に表示されるダイアログ。
警告を表示するのみで、先の処理には進めない。

1. システム管理者PW変更画面(ESS_102)にて、「変更」ボタンが押下された場合。

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
「OK」：本ダイアログを閉じる。

All the contents are subject to change

ESS 102で「変更」ボタンを押した場合に表示されるポップアップ。パスワード文字列に問題がある場合の表示である。

パスワード変更確認

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 102 p2

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

ログ種別

ユーザID

ユーザ名

操作種別

ログ期間 ～

クリア 検 索

All the contents are subject to change

作成者システム名称 eCTD審査システム
作成日

レイアウト

画面レイアウト
画面ID ESS_111 画面名 確認ログ条件設定

備考
システムID ESS

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  システムログ確認

システム管理者用メニュー画面(ESS_01)で、「システムログ確認」のリンクを押された場合に表示する画面。
eCTD審査システムにおける各ユーザの操作ログ、ログイン履歴などを検索できる。

一画面をフレーム化し、左フレームに検索条件を設定するフォームを配置する。検索条件となる項目は、別途検討する。
クリアボタンは、検索条件のリセットを行える。
検索ボタンを押下することで、検索条件に一致したログを検索する。検索条件はAND条件。

ログを検索した結果、対象が1000件を超える場合は、警告のダイアログ(ESS_111_p1)を表示する。1000件を超えない場合は、検索結果画面(ESS_112)を表示する。

1. システム管理者用メニュー(ESS_01)にて、「システムログ確認」のリンクを押された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「クリア」：画面遷移は無い。

「検索」：(検索結果が1000件超の場合検索結果が1000件を超えたことを警告する
ダイアログ(ESS_111_p1)を立ち上げる。

(検索結果が1000件以下の場合) 検索結果画面(ESS_112)に遷移する。

All the contents are subject to change

画面説明

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 111

備考

遷移元リスト

確認ログ検索条件設定画面名



警告

検索結果が1000件を超えています。

画面には、1000件のみ表示されます。

全てのログを確認する場合は、CSVファイルを
ダウンロードし、そのファイルを確認ください。

キャンセル OK

All the contents are subject to change

ESS_111_p1 ログ件数警告 作成日画面名画面ID

備考 ESS 05で検索条件を設定して、ログを検索した結果、件数が規定値以上の場合は、ポップアップで警告を表示させる。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

確認ログ検索条件設定画面(ESS_111)にて検索ボタンを押下した際に、検索結果対象のログ件数が1000件を超過する場合に、表示されるダイアログ。
検索結果画面(ESS_112)では、表示できる最大ログ数を1000件以下とする仕様を想定しているため、1000件を超える場合は、このダイアログを表示し、ユーザに確認を促す。

「キャンセル」ボタンを押すと、ダイアログを閉じ、再度主ウインドウで検索条件を設定し直すことが可能。
「OK」ボタンを押すと、警告を理解したものとして、ログ検索結果画面(ESS_112)を主ウインドウで表示させる。

1. 確認ログ検索条件設定画面(ESS_111)にて、「検索」ボタンが押され、検索結果が1000件超であった場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：本ダイアログを閉じる。主ウインドウは、ESS_111のまま。

「OK」：本ダイアログを閉じ、主ウインドウをログ表示画面(ESS_112)に遷移させ、
 検索結果を表示する。

All the contents are subject to change

ESS 05で検索条件を設定して、ログを検索した結果、件数が規定値以上の場合は、ポップアップで警告を表示させる。

ログ件数警告

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 111 p1

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

ログ種別
操作日時 ユーザID ユーザ名 ログ種別 操作種別 操作結果 対象画面

ユーザID g12345

2016/8/31 14:53 g12345 機構 一郎 ログイン履歴 ログイン 成功

ユーザ名

2016/8/31 14:54 g12345 機構 一郎 操作ログ 画面表示 成功 ESS_02

操作種別

2016/8/31 14:55 g12345 機構 一郎 操作ログ 画面表示 成功 ESS_03

ログ期間 ～
2016/8/31 14:56 g12345 機構 一郎 操作ログ 登録 エラー ESS_03

クリア 検 索

2016/8/31 14:55 g12345 機構 一郎 操作ログ 画面表示 成功 ESS_03

2016/8/31 14:56 g12345 機構 一郎 ログイン履歴 ログアウト 成功

All the contents are subject to change

レイアウト

CSV Download

画面レイアウト
ESS_112 画面名 ログ表示 作成日

ESS 作成者システムID
画面ID

システム名称 eCTD審査システム
備考 ログの検索結果表示画面。1000件を最大表示件数とし、それ以外のログはCSVダウンロードで確認できるものとする。

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  システムログ確認

確認ログ検索条件設定(ESS_111)と同じ画面構成で、右フレームに検索結果を表示する。
検索結果は、全ての項目毎にソートできるものとする。(一覧表に表示する項目は未定である。)
画面に表示するログ件数は1000件までとし、それ以上のログは「CSV Download」ボタンを押してダウンロードするCSVファイルを確認する。(1000件の基準は、何らかの方法で可変とする)

確認ログ検索条件設定画面(ESS_111)で設定した検索条件は、検索結果表示後も設定したままとする。
「クリア」ボタンを押下することで検索条件はリセットされるが、検索結果はリセットしない。

1. 確認ログ検索条件設定画面(ESS_111)にて、「検索」ボタンが押下された場合
2. ログ件数警告ダイアログ(ESS_111_p1)にて、「OK」ボタンが押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「CSV Download」: 画面遷移は無し。

検索結果のログ全件を記載したCSVファイルをダウンロードできる。

All the contents are subject to change

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS_112

遷移元リスト

ログ表示

画面説明

画面名

ログの検索結果表示画面。1000件を最大表示件数とし、それ以外のログはCSVダウンロードで確認できるものとする。備考



ログインユーザ：** ***

閉じる

(処理結果等メッセージ欄) 例：セイヤクキョール株式会社 フラッシュモブ錠300mgに対して、eCTD受付番号 [3456789012] を発番しました。

新規発番

eCTD受付番号 申請者名 販売名 申請種別 申請区分 申請予定日 備考・理由など

3012345678 セイヤクキョール株式会社 サインコサイン錠10mg 新薬申請 医療用医薬品(1) 2016/03/01  欠番  

2812345678 PMDAファーマ株式会社 タンジェント注射用500mg ジェネリック申請 医療用医薬品(4) 2015/03/01  欠番  

2712345678 霞ヶ関製薬株式会社 フラッシュモブ錠100mg 事前評価相談 － 2014/03/01 eCTD提出取下  復活  

2612345678 セイヤクキョール株式会社 サインコサイン錠100mg MF申請 － 2016/05/01 申請取下  復活  

All the contents are subject to change

ESS_121 発番済eCTD受付番号一覧 作成日画面名画面ID

備考 eCTD審査システムで発番したeCTD受付番号のみ表示する。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  eCTD受付番号管理

システム管理者用メニュー画面(ESS_01) または申請受付グループ用メニュー(ESS_02) で、「eCTD受付番号管理」のリンクを押された場合に表示する画面。
eCTD審査システムで発番されたeCTD受付番号と品目の一覧を表示する。(Gatewayで発番するeCTD受付番号は、表示の対象外である)

新規に発番をする場合は、「新規発番」ボタンを押下する。
すでに発番された対象については、「欠番」ボタンを押すことで、欠番化(発番無効)できる。
欠番した対象については、「復活」ボタンを押すことで、発番状態に戻すことができる。
欠番/復活処理を行った場合および新規発番を行った場合は、一覧表の上部にそれを表すメッセージを表示する。

欠番状態にある品目については、一覧表で視覚的に分かるようにする。
一覧表に、備考および欠番/復活理由を表示する欄を設ける。

1. システム管理者用メニュー(ESS_01)にて、「eCTD受付番号管理」のリンクを押された場合
2. 申請受付グループ用メニュー(ESS_02) にて、「eCTD受付番号管理」のリンクが押された場合
3. 発番対象品目設定画面(ESS_122)にて、「キャンセル」ボタンが押下された場合
4. 欠番設定ダイアログ(ESS_121_p1)にて、「キャンセル」ボタンが押下された場合
5. 復活設定ダイアログ(ESS_121_p2)にて、「キャンセル」ボタンが押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「新規発番」：発番対象品目設定画面(ESS_122)に遷移する。

「欠番」：欠番設定ダイアログ(ESS_121_p1)を立ち上げる。
「復活」：復活設定ダイアログ(ESS_121_p2)を立ち上げる。

All the contents are subject to change

eCTD審査システムで発番したeCTD受付番号のみ表示する。

発番済eCTD受付番号一覧

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 121

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



確認

欠番にする場合は、欠番理由を設定し、
欠番ボタンを押下してください。

キャンセル 欠番

All the contents are subject to change

ESS_121_p1 欠番設定 作成日画面名画面ID

備考 eCTD受付番号一覧画面(ESS 121)で「欠番」ボタンを押した場合に表示されるダイアログ。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

発番済eCTD受付番号一覧画面(ESS_121)で、「欠番」のボタンを押下された場合に表示するダイアログ。
ユーザから欠番の指示をされた場合、ダイアログに欠番理由を入力させてから欠番処理を行い、あわせて欠番理由もシステムに登録する。

1. 発番済eCTD受付番号一覧画面(ESS_121)で、「欠番」のボタンを押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：本ダイアログを閉じる。欠番処理は行わず、主ウインドウの画面遷移も無し

「欠番」：本ダイアログを閉じ、欠番処理を行う。主ウインドウに、欠番処理後の状態を反映

All the contents are subject to change

システム管理者権限を持つユーザがシステムにアクセスすると、トップページとして本画面が開く。

システム管理者メニュー

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 01

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



確認

復活させる場合は、復活理由を設定し、
復活ボタンを押下してください。

キャンセル 復活

All the contents are subject to change

ESS_121_p2 復活設定 作成日画面名画面ID

備考 eCTD受付番号一覧画面(ESS 121)で「復活」ボタンを押した場合に表示されるダイアログ。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

発番済eCTD受付番号一覧画面(ESS_121)で、「復活」のボタンを押下された場合に表示するダイアログ。
ユーザから復活の指示をされた場合、ダイアログに復活理由を入力させてから復活処理を行い、あわせて復活理由もシステムに登録する。

1. 発番済eCTD受付番号一覧画面(ESS_121)で、「復活」のボタンを押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：本ダイアログを閉じる。復活処理は行わず、主ウインドウの画面遷移も無し。

「復活」：本ダイアログを閉じ、復活処理を行う。主ウインドウに、復活処理後の状態を反映する

システム管理者権限を持つユーザがシステムにアクセスすると、トップページとして本画面が開く。

システム管理者メニュー

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 01

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

申請者名

販売名

申請種別

申請区分

新規／一変 ○新規 ○一変

正本／参考 ○正本 ○参考

申請予定日

備考

キャンセル 確認

All the contents are subject to change

システム名称 eCTD審査システム
発番対象品目設定 作成日ESS_122画面ID 画面名

作成者
備考

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  eCTD受付番号管理 >  発番対象品目情報入力

発番済eCTD受付番号一覧画面(ESS_121)で、「新規発番」のボタンを押下された場合に表示する画面。
eCTD受付番号を発番する対象品目の情報を入力する。
本レイアウトでは、入力項目は、申請者名・販売名・申請種別・申請区分・申請予定日・備考の6項目を記載しているが、別途検討する必要がある。

申請者名は、基本的にプルダウンリストからの選択とし、プルダウンリストに存在しない場合のみ、自由入力とする。(可能な限り、書式が統一出来るよう工夫する)
販売名は、自由入力とする。
申請種別は、プルダウンリストのみから設定するものとし、値としては「事前相談」「評価面談」「ジェネリック申請」「MF申請」などを想定。
申請区分も、プルダウンリストのみから設定するものとし、値としては「医療用医薬品(1)」などを想定。
新規／一変は、eCTDを提出する予定の品目が、新規申請か一変申請かを設定する。
正本／参考は、提出予定のeCTDが正本資料か参考資料かを選択する。
申請予定日は、手入力による日付の設定では無く、カレンダーからの選択で設定するものとする。
備考は、自由入力とする。

入力が完了したら、「確認」ボタンを押す。必須項目(未定)のチェック次画面(ESS_123)で行う。

1. 発番済eCTD受付番号一覧画面(ESS_121)で、「新規登録」のボタンを押下された場合
2. 発番対象品目確認画面(ESS_123)で、「キャンセル」ボタンが押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：発番済eCTD受付番号一覧画面(ESS_121)に遷移する。

「確認」：発番対象品目確認画面(ESS_122)に遷移する。

All the contents are subject to change

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 122

画面説明

発番対象品目設定

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

申請者名 セイヤクキョール株式会社

販売名 フラッシュモブ錠300mg

申請種別 新薬申請

申請区分 医療用医薬品(1)

申請予定日 2016/11/12

備考

キャンセル 発番

All the contents are subject to change

ESS_123 発番対象品目確認 作成日画面名画面ID

備考

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  eCTD受付番号管理 >  発番対象品目情報確認

発番対象品目設定画面(ESS_122)で、「確認」のボタンを押下された場合に表示する画面。
eCTD受付番号を発番する対象として入力した品目情報に誤りがないかを確認するために使用する。

eCTD受付番号は、この画面の「発番」ボタンが押下されたら発番するものとし、発番済eCTD受付番号一覧画面(ESS_121)にメッセージと共に発番情報を表示する。

1. 発番対象品目設定画面(ESS_122)で、「確認」のボタンを押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：発番対象品目設定画面(ESS_122)に遷移する。

「発番」：発番済eCTD受付番号一覧画面(ESS_121)に遷移する。

All the contents are subject to change

システム管理者権限を持つユーザがシステムにアクセスすると、トップページとして本画面が開く。

システム管理者メニュー

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 01

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

(処理結果等メッセージ欄) 例：ルールv1の基準値を変更しました。

ルールID バリデーション名 現基準値 前回変更日

v1 PDFファイルサイズ上限 500MB 2016/03/01  変 更

v2 PDFファイルページ上限 30000ページ 変更無し 変 更

All the contents are subject to change

ESS_131 バリデーションルール一覧 作成日画面名画面ID

備考 eCTDv4.0のバリデーションのうち、基準値だけ変更する可能性があるバリデーションルールについて一覧表示する。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  バリデーションルール管理

システム管理者用メニュー画面(ESS_01)で、「バリデーションルール管理」のリンクを押された場合に表示する画面。
eCTD審査システムで実施するバリデーション処理で適用するルールのうち、あらかじめ基準の変更が許容されているルールを一覧で表示する。
(一覧に表示するルールの選定は、未実施)

一覧に表示されるルールには、あらかじめ変更できる基準が決まっているものとし、この画面で変更出来るルールはシステム運用後は増減しないものとする。

ルールを変更する場合は、変更したいルールの「変更」ボタンを押す。
一覧表の上部にメッセージ欄を設け、

1. システム管理者用メニュー(ESS_01)にて、「バリデーションルール管理」のリンクを押された場合
2. バリデーションルール変更画面(ESS_132)にて、「キャンセル」ボタンが押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「変更」：バリデーションルール変更画面(ESS_132)に遷移する。

All the contents are subject to change

eCTDv4 0のバリデーションのうち、基準値だけ変更する可能性があるバリデーションルールについて一覧表示する。

バリデーションルール一覧

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要
画面ID ESS_131

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

ルールID バリデーション名 現基準値 新基準値

v1 PDFファイルサイズ上限 500 MB MB

キャンセル 確認

All the contents are subject to change

画面名 作成日
作成者

備考

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称
画面ID ESS_132

eCTD審査システム
バリデーションルール変更

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  バリデーションルール管理

バリデーションルール一覧画面(ESS_131)で、「変更」のボタンを押下された場合に表示する画面。
変更ボタンを押下されたルールごとに、あらかじめ変更出来る値の形式とそれに対応したフォームを定めておく。

1. バリデーションルール一覧画面(ESS_131)にて、「変更」のボタンを押下された場合
2. バリデーションルール変更確認画面(ESS_133)にて、「キャンセル」ボタンを押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：バリデーションルール一覧画面(ESS_131)に遷移する。

「確認」：バリデーションルール変更確認画面(ESS_133)に遷移する。

All the contents are subject to change

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要
画面ID ESS_132

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名 バリデーションルール変更



ログインユーザ：** ***

閉じる

ルールID バリデーション名 基準値

v1 PDFファイルサイズ上限 500 MB → 1000 MB

キャンセル 登録

All the contents are subject to change

システム名称 eCTD審査システム
バリデーションルール変更確認 作成日ESS_133画面ID 画面名

作成者
備考

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  バリデーションルール管理

バリデーションルール変更画面(ESS_132)で、「確認」のボタンを押下された場合に表示する画面。
ルール基準値の変更を行う前にユーザに確認を促すための画面。

この画面で「登録」ボタンを押下すると、システムで保持するルール基準値を上書き変更し、バリデーションルール一覧画面(ESS_131)に遷移する。
バリデーションルール一覧画面(ESS_131)のメッセージ欄にルールが変更されたことを表すメッセ－ジを表示する。

1. バリデーションルール変更画面(ESS_132)で、「確認」のボタンを押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：バリデーションルール変更画面(ESS_132)に遷移する。

「登録」：バリデーションルール一覧画面(ESS_131)に遷移する。

All the contents are subject to change

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要
画面ID ESS_01

画面説明

システム管理者メニュー

システム管理者権限を持つユーザがシステムにアクセスすると、トップページとして本画面が開く。

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

取込対象eCTDのトップフォルダ(eCTD受付番号)までのパスを入力してください。

参 照

取込を行うeCTDの正式／ドラフトを選択してください。

●正式版 ○ドラフト版

グループ単位で閲覧制限をかける場合は、以下に閲覧可能グループを設定してください。

個人単位で閲覧制限をかける場合は、以下に閲覧可能ユーザを設定してください。

機構 一郎 設 定

機構 三郎 設 定

独立 法人 設 定

設 定

備考

キャンセル 確認

All the contents are subject to change

作成者システム名称 eCTD審査システム
作成日

レイアウト

画面レイアウト
画面ID ESS 141 画面名 eCTD取込設定

備考
システムID ESS

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  eCTD取込

システム管理者用メニュー画面(ESS_01) または申請受付グループ用メニュー(ESS_02) で、「eCTD取込」のリンクを押された場合に表示する画面。
取込対象のeCTDについて、取込対象元のパス・eCTDの正式／ドラフト・閲覧制限・備考の各項目を設定する(本画面での設定項目は別途要検討)。

パスの設定フォームは、エクスプローラでフォルダが指定できる機能を使う。

提出するeCTDが正式版かドラフト版かを選択する。

閲覧制限は、グループ単位または個人単位でかけることができ、どちらも設定した場合は、論理和式で有効とする。
閲覧制限をかけたeCTDは、品目一覧の「その他」タブのみに表示される。
閲覧制限をかけるグループの選択はプルダウン選択とし、個人の選択はActiveDirectoryとの連携選択を行えるようにしたい。
閲覧制限は、複数のグループおよび複数の個人にかけることができるものとする。
備考は自由入力欄とする。

1. システム管理者用メニュー(ESS_01)にて、「eCTD受付番号管理」のリンクを押された場合
2. 申請受付グループ用メニュー(ESS_02) にて、「eCTD受付番号管理」のリンクが押された場合
3. eCTD取込対象確認画面(ESS_142)にて、「キャンセル」ボタンが押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：システム管理者用メニュー(ESS_01)

または申請受付グループ用メニュー(ESS_02)に遷移する。
「確認」：eCTD取込対象確認画面(ESS_142)に遷移する。
「参照」：OS標準のエクスプローラを立ち上げる。
「設定」：ユーザ検索用ダイアログを立ち上げる。

All the contents are subject to change

画面説明

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS_141

備考

遷移元リスト

eCTD取込設定画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

取込対象eCTDのトップフォルダ(eCTD受付番号)までのパスを入力してください。

E:\1111122222

取込を行うeCTDの正式／ドラフトを選択してください。

ドラフト版

グループ単位で閲覧制限をかける場合は、以下に閲覧可能グループを設定してください。

1分野

個人単位で閲覧制限をかける場合は、以下に閲覧可能ユーザを設定してください。

機構 一郎

機構 三郎

独立 法人

備考

以上の設定を取込を行います。

キャンセル 取込

All the contents are subject to change

ESS_142 eCTD取込対象確認 作成日画面名画面ID

備考

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  eCTD取込

eCTD取込設定画面(ESS_141)で、「確認」のボタンを押下された場合に表示する画面。
eCTDを取込む対象の設定内容について、ユーザに確認を促すための画面。
eCTD取込設定画面(ESS_141)出、ユーザが入力した設定内容を表示する。

この画面で「取込」ボタンを押下すると、eCTDの取込を開始する。

1. eCTD取込設定画面(ESS_141)で、「確認」のボタンを押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：eCTD取込設定画面(ESS_141)に遷移する。

「取込」：eCTD取込処理中画面(ESS_143)に遷移する。

All the contents are subject to change

eCTD取込対象確認

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 142

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

ウイルスチェック 100％ OK

データコピー 100％ OK

バリデーション 30％ 実施中

注釈チェック

2016/09/05 13:00 aaaaaaaaaaaaaaaaaa1.pdf OK

2016/09/05 13:01 bbbbbbbbbbbbbbbbbb1.pdf OK

Validating cccccccccccccccccc1.pdf

Not Start dddddddddddddddddd1.pdf

Not Start eeeeeeeeeeeeeeeeee1.pdf

Reuse Check

Not Start

OID Check

Not Start

UUID Check

Not Start

取込中止

All the contents are subject to change

ESS_143 eCTD取込処理中 作成日画面名画面ID

備考 eCTD取込にかかる、ウイルスチェックやバリデーションの進捗を具体的な数値で表示する。表示項目・方式については、別途要検討。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  eCTD取込

eCTD取込対象確認(ESS_142)で「取込」ボタンを押した場合に、表示される画面。
取込処理およびそれに伴う各種チェック・バリデーションの進捗や結果を表示する。
次画面への遷移は、取込処理全体で何かしらの結果(正常・NG)が判明するまでは進めない。
取込処理中に強制中止したい場合は、「取込中止」ボタンを押すことで取込を中止できる。

各取込工程は、進捗率をパーセント表示することとし、進捗状況は自動で更新表示できるものとする。
バリデーションについても、最初から項目を一覧化しておき、項目毎にバリデーション前、バリデーション中、バリデーション結果が分かるようにする。
画面に進捗状況を表すと同時に、バックグラウンドでファイルに取込処理ログを出力する。

取込処理およびバリデーションなど一連の処理が完了すると、取込確定のための画面下部にボタンを表示させる。
(本書では、便宜上、eCTD取込結果(正常終了)(ESS_144)またはeCTD取込結果(NG/エラー)(ESS_145) に遷移したように記載する)

バリデーションについては、一部の項目でエラーがあった場合でも、そこでバリデーションを中止するのではなく、他項目のチェックを行う。

その他 基本設計時に要検討事項
eCTDの取込は時間がかかるが、処理中は、この画面をロックするか？
・ロックする場合、「中止」ボタン押下以外の一切の画面遷移を禁じる。
・ロックはするが、別ウインドウで進捗を表示し、メインウインドウは別の操作ができるようにする方法もある。
・ロックをしない場合は、別画面から進捗確認に戻れる画面遷移フローを検討する必要がある。

1.eCTD取込対象確認画面(ESS_142)で、「取込」のボタンを押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「取込中止」：取込処理中止確認ダイアログ(ESS_143_p1)を立ち上げる。

3. その他画面遷移
処理が正常終了した場合：eCTD取込結果(正常終了)画面(ESS_144)へ自動的に遷移。
処理の一部でエラーが発生した場合：eCTD取込結果(NG/エラー)画面(ESS_145)へ自動的に遷移。

All the contents are subject to change

eCTD取込にかかる、ウイルスチェックやバリデーションの進捗を具体的な数値で表示する。表示項目・方式については、別途要検討。

eCTD取込処理中

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 143

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



確認

取込を中止してよろしいですか？

中止しない 中止する

All the contents are subject to change

ESS_143_p1 取込処理中止確認 作成日画面名画面ID

備考 ESS 143の取込進捗画面で「中止」ボタンを押した場合に表示されるダイアログ。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD取込処理中画面(ESS_143)で、「取込中止」のボタンを押下された場合に表示するダイアログ。
本ダイアログで、本当に取込を強制中止してもよいか確認を促す。

1. eCTD取込処理中画面(ESS_143)で「取込中止」ボタンが押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「中止しない」：本ダイアログを閉じる。主ウインドウはeCTD取込処理中画面(ESS_143)のまま。

「中止する」：システムに取込処理を中止させる指示を出し、本ダイアログを閉じる。
同時に、主ウインドウは、eCTD取込設定(ESS_141)へ遷移させる。

All the contents are subject to change

ESS 143の取込進捗画面で「中止」ボタンを押した場合に表示されるダイアログ。

取込処理中止確認

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 143 p1

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

ウイルスチェック 100％ OK

データコピー 100％ OK

バリデーション 100％ OK

注釈チェック

2016/09/05 13:00 aaaaaaaaaaaaaaaaaa1.pdf OK

2016/09/05 13:01 bbbbbbbbbbbbbbbbbb1.pdf OK

2016/09/05 13:02 cccccccccccccccccc1.pdf OK

2016/09/05 13:03 dddddddddddddddddd1.pdf OK

2016/09/05 13:04 eeeeeeeeeeeeeeeeee1.pdf OK

Reuse Check

2016/09/05 13:05 OK

OID Check

2016/09/05 13:06 OK

UUID Check

2016/09/05 13:07 OK

eCTDの取込は正常に終了しました。
確定登録してもよろしいですか？

キャンセル 登録

All the contents are subject to change

ESS_144 eCTD取込結果(正常終了) 作成日画面名画面ID

備考 ESS 14の取込進捗表示と、取込最終結果(正常)を表示する。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  eCTD取込

eCTD取込処理中画面(ESS_143)から、取込処理が何らかの結果をもって終了した場合に表示する画面。
基本的にはeCTD取込処理中画面(ESS_143)と同じ画面であり、取込処理が終了したら、自動的に画面下部にボタンを表示する。
(自動的に、データベースなどへの確定処理は行わない)

「登録」ボタンを押すことで、システムへの登録を正式に行う。
逆に「キャンセル」ボタンを押すことで、システムの登録を行わず、取込したデータも取込前の状態に戻す。

1. eCTD取込処理中画面(ESS_143)からの自動遷移(同じ画面)

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：eCTD取込設定画面(ESS_141)に遷移。

「登録」：システム管理者用メニュー(ESS_01)
または申請受付グループ用メニュー(ESS_02)に遷移する。

All the contents are subject to change

ESS 14の取込進捗表示と、取込最終結果(正常)を表示する。

eCTD取込結果(正常終了)

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 144

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名
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閉じる

ウイルスチェック 100％ OK

データコピー 100％ OK

バリデーション 50％ NG

注釈チェック

2016/09/05 13:00 aaaaaaaaaaaaaaaaaa1.pdf OK

2016/09/05 13:01 bbbbbbbbbbbbbbbbbb1.pdf OK

2016/09/05 13:02 cccccccccccccccccc1.pdf OK

2016/09/05 13:03 dddddddddddddddddd1.pdf OK

2016/09/05 13:04 eeeeeeeeeeeeeeeeee1.pdf NG

Reuse Check

2016/09/05 13:05 OK

OID Check

2016/09/05 13:06 OK

UUID Check

2016/09/05 13:07 OK

eCTDの取込で問題が見つかりました。
取込可否判断を行ってください。

キャンセル 登録

All the contents are subject to change

ESS_145 eCTD取込結果(NG/エラー) 作成日画面名画面ID

備考 ESS 14の取込進捗表示と、取込最終結果(NG/エラー)を表示する。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  eCTD取込

eCTD取込処理中画面(ESS_143)から、取込処理が何らかの結果をもって終了した場合に表示する画面。
基本的にはeCTD取込処理中画面(ESS_143)と同じ画面であり、取込処理が終了したら、自動的に画面下部にボタンを表示する。
(自動的に、データベースなどへの確定処理は行わない)

取込処理中に、NGやエラーが検知された場合でも、ユーザの可否判断により、システムに登録出来る余地を残す。(NGの内容によっては、登録ボタンを表示させないこともありうる。)
NGやエラーが検知された場合は、具体的にどの箇所で検知されたが画面上で明らかであること。

1. eCTD取込処理中画面(ESS_143)からの自動遷移(同じ画面)

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：eCTD取込設定画面(ESS_141)に遷移。

「登録」：システム管理者用メニュー(ESS_01)
または申請受付グループ用メニュー(ESS_02)に遷移する。

All the contents are subject to change

ESS 14の取込進捗表示と、取込最終結果(NG/エラー)を表示する。

eCTD取込結果(NG/エラー)

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 145

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名
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閉じる

品目検索 文書検索

審査中全件

eCTD受付番号 新規/一変 販売名 申請者名 申請区分 申請日 担当分野 主任

3012345678 新規 サインコサイン錠10mg セイヤクキョール株式会社 医療用医薬品(1) 2016/03/01 抗悪 機構 薬子

詳細表示

正式/ドラフト 正式 システム受付番号_1 1234567890123
改訂回数 1 GW受付番号 9999999888888

一般名 サプライズゲスト
効能・効果 相手に大きな衝撃を与える。 承認日

傷を治す。 取下日

備考 最近、逆効果となってしまった事例が増えている。
傷がひどくなることがある。 変 更

2812345678 新規 タンジェント注射用500mg PMDAファーマ株式会社 医療用医薬品(4) 2015/03/01 抗悪 機構 太郎

詳細表示

2712345678 一変 フラッシュモブ錠100mg 霞ヶ関製薬株式会社 医療用医薬品(3) 2014/03/01 抗悪 機構 花子

詳細表示

法人 直子

2612345678 新規 サインコサイン錠100mg セイヤクキョール株式会社 医療用医薬品(1) 2016/05/01 抗悪 機構 太郎
独立 法人

詳細表示

All the contents are subject to change

画面レイアウト
画面ID ESS_151 画面名 品目一覧(審査中)

備考 審査中ステータスの品目一覧を表示する。システム管理者以外のユーザは、この画面がトップ画面となる。
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

作成日

レイアウト

その他
取下/
不承認

申請予約承認済審査中
申請済
全件

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  品目一覧

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

システム管理者用メニュー画面(ESS_01) または申請受付グループ用メニュー(ESS_02) で、「品目一覧」のリンクを押された場合
および一般権限ユーザがeCTD審査システムに接続した場合にトップページとして表示される画面。

品目一覧は、各品目の審査ステータスなどによりタブ別表示とし、デフォルトの表示は、「審査中」タブとする。
また「審査中」タブの中でも、ユーザの所属するグループと一致する品目のみを初期表示とする。
他分野の品目も表示したい場合は、「審査中全件」ボタンを押下する。

一覧表は、初期表示として申請日の降順に品目をソートするものとし、各項目はユーザが選択することでソート順を変更できるものとする。
一覧表の各品目は、あらかじめ表示する項目と折りたたみ機能で隠している詳細表示項目により構成される。
「詳細表示」部分は、折りたたみ・展開用アイコンをクリックすることにより、情報の表示・隠蔽ができる。
「詳細表示」部分の一部の項目は、eCTD審査システムで管理することとし、ユーザが適宜編集できるものとする。そのためのボタンを設ける。

一覧表の各品目行には、「eCTD閲覧」と「専門協議」のボタンを配置する。
「eCTD閲覧」のボタンを押すと、その品目のeCTDバージョンに合わせ、適切なeCTDビューアが起動される。
「専門協議」のボタンを押すと、その品目の専門協議を行うために、実施設定を行う画面(専門協議委員一覧(ESS_161))を開く。

一覧表の上部には、品目を検索するための「品目検索」ボタン、および文書を検索するための「文書検索」ボタンを設置する。

遷移元リスト

1. 一般ユーザにとってのトップページ
2. システム管理者用メニュー(ESS_01)および申請受付グループ用メニュー(ESS_02)にて、「品目一覧」のリンクを押された場合
3. 「審査中」以外のタブ画面(ESS_152～ESS_156)から「審査中」のタブを押された場合
4. 品目情報編集(申請済品目)画面(ESS_157)で「キャンセル」ボタンを押下された場合

遷移先リスト

1. リンク(タブ)押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
「申請済全件」：品目一覧(申請済全件)(ESS_152）へ遷移する。 「品目検索」：品目検索画面(ESS_181)へ遷移する。
「承認済」：品目一覧(承認済)(ESS_153）へ遷移する。 「文書検索」：文書検索画面(ESS_183)へ遷移する。
「申請予約」：品目一覧(申請予約)(ESS_154）へ遷移する。 「審査中全件」：同画面の更新(一覧表の表示品目の変更)
「取下/不承認」：品目一覧(取下/不承認)(ESS_155）へ遷移する。 「eCTD閲覧」：別ウインドウでeCTDビューア(v3.2.2/v4.0)を起動する。本画面はそのまま。
「その他」：品目一覧(その他)(ESS_156）へ遷移する。 「専門協議」：専門協議委員一覧画面(ESS_161)へ遷移する。

「変更」；品目情報編集(申請済品目)(ESS_157)に遷移する。

All the contents are subject to change

画面説明

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 151 画面名 品目一覧(審査中)

備考 審査中ステータスの品目一覧を表示する。システム管理者以外のユーザは、この画面がトップ画面となる。



ログインユーザ：** ***

閉じる

品目検索 文書検索

申請済全件

eCTD受付番号 新規/一変 販売名 申請者名 申請区分 申請日 担当分野 主任

3012345678 新規 サインコサイン錠10mg セイヤクキョール株式会社 医療用医薬品(1) 2016/03/01 抗悪 機構 薬子

詳細表示

正式/ドラフト 正式 システム受付番号_1 1234567890123
改訂回数 1 GW受付番号 -

一般名 サプライズゲスト
効能・効果 相手に大きな衝撃を与える。 承認日

傷を治す。 取下日

備考 最近、逆効果となってしまった事例が増えている。
傷がひどくなることがある。 変 更

2812345678 新規 タンジェント注射用500mg PMDAファーマ株式会社 医療用医薬品(4) 2015/03/01 抗悪 機構 太郎

詳細表示

2712345678 一変 フラッシュモブ錠100mg 霞ヶ関製薬株式会社 医療用医薬品(3) 2014/03/01 抗悪 機構 花子

詳細表示

法人 直子

2612345678 新規 サインコサイン錠100mg セイヤクキョール株式会社 医療用医薬品(1) 2016/05/01 抗悪 機構 太郎
独立 法人

詳細表示

All the contents are subject to change

画面レイアウト
画面ID ESS_152 画面名 品目一覧(申請済全件)

備考 審査中および承認済ステータスの品目一覧を表示する。レイアウトは審査中一覧と同じ。
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

作成日

レイアウト

申請済
全件

審査中 承認済 申請予約
取下/
不承認

その他

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  品目一覧

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

数種類ある品目一覧の一つであり、画面の構成は、品目一覧(審査中)(ESS_151)と同じ。
本画面は、審査ステータスが「審査中」「承認済」「取下」「不承認」となっている品目すべてを表示対象とする。
ただし、初期表示は、ユーザの所属する分野と同じ分野の品目のみを表示する。

1. 「申請済全件」以外のタブ画面(ESS_151,ESS_153～ESS_156)から「申請済全件」のタブを押された場合
2. 品目情報編集(申請済品目)画面(ESS_157)で「キャンセル」ボタンを押下された場合

1. リンク(タブ)押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
「審査中」：品目一覧(審査中)(ESS_151）へ遷移する。 「品目検索」：品目検索画面(ESS_181)へ遷移する。
「承認済」：品目一覧(承認済)(ESS_153）へ遷移する。 「文書検索」：文書検索画面(ESS_183)へ遷移する。
「申請予約」：品目一覧(申請予約)(ESS_154）へ遷移する。 「申請済全件」：同画面の更新(一覧表の表示品目の変更)
「取下/不承認」：品目一覧(取下/不承認)(ESS_155）へ遷移する。 「eCTD閲覧」：別ウインドウでeCTDビューア(v3.2.2/v4.0)を起動する。本画面はそのまま。
「その他」：品目一覧(その他)(ESS_156）へ遷移する。 「専門協議」：専門協議委員一覧画面(ESS_161)へ遷移する。

「変更」：品目情報編集(申請済品目)(ESS_157)に遷移する。

All the contents are subject to change

画面説明

遷移元リスト

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 152 画面名 品目一覧(申請済全件)

備考 審査中および承認済ステータスの品目一覧を表示する。レイアウトは審査中一覧と同じ。
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閉じる

品目検索 文書検索

承認済全件

eCTD受付番号 新規/一変 販売名 申請者名 申請区分 申請日 担当分野 主任

3012345678 新規 サインコサイン錠10mg セイヤクキョール株式会社 医療用医薬品(1) 2016/03/01 抗悪 機構 薬子

詳細表示

正式/ドラフト 正式 システム受付番号_1 1234567890123
改訂回数 1 GW受付番号 -

一般名 サプライズゲスト
効能・効果 相手に大きな衝撃を与える。 承認日

傷を治す。 取下日

備考 最近、逆効果となってしまった事例が増えている。
傷がひどくなることがある。 変 更

2812345678 新規 タンジェント注射用500mg PMDAファーマ株式会社 医療用医薬品(4) 2015/03/01 抗悪 機構 太郎

詳細表示

2712345678 一変 フラッシュモブ錠100mg 霞ヶ関製薬株式会社 医療用医薬品(3) 2014/03/01 抗悪 機構 花子

詳細表示

法人 直子

2612345678 新規 サインコサイン錠100mg セイヤクキョール株式会社 医療用医薬品(1) 2016/05/01 抗悪 機構 太郎
独立 法人

詳細表示

All the contents are subject to change

画面レイアウト
画面ID ESS_153 画面名 品目一覧(承認済)

備考 承認済ステータスの品目一覧を表示する。レイアウトは審査中一覧と同じ。
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

作成日

レイアウト

申請済
全件

審査中 承認済 申請予約
取下/
不承認

その他

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  品目一覧

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

数種類ある品目一覧の一つであり、画面の構成は、品目一覧(審査中)(ESS_151)と同じ。
本画面は、審査ステータスが「承認済」となっている品目のみを表示対象とする。
ただし、初期表示は、ユーザの所属する分野と同じ分野の品目のみを表示する。

1. 「承認済」以外のタブ画面から「承認済」のタブを押された場合
2. 品目情報編集(申請済品目)画面(ESS_157)で「キャンセル」ボタンを押下された場合

1. リンク(タブ)押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
「審査中」：品目一覧(審査中)(ESS_151）へ遷移する。 「品目検索」：品目検索画面(ESS_181)へ遷移する。
「申請済全件」：品目一覧(申請済全件)(ESS_152）へ遷移する。 「文書検索」：文書検索画面(ESS_183)へ遷移する。
「申請予約」：品目一覧(申請予約)(ESS_154）へ遷移する。 「承認済全件」：同画面の更新(一覧表の表示品目の変更)
「取下/不承認」：品目一覧(取下/不承認)(ESS_155）へ遷移する。 「eCTD閲覧」：別ウインドウでeCTDビューア(v3.2.2/v4.0)を起動する。本画面はそのまま。
「その他」：品目一覧(その他)(ESS_156）へ遷移する。 「専門協議」：専門協議委員一覧画面(ESS_161)へ遷移する。

「変更」：品目情報編集(申請済品目)(ESS_157)に遷移する。

All the contents are subject to change

画面説明

遷移元リスト

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 153 画面名 品目一覧(承認済)

備考 承認済ステータスの品目一覧を表示する。レイアウトは審査中一覧と同じ。
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閉じる

品目検索 文書検索

 申請予約全件

eCTD受付番号 新規/一変 初回/改訂 販売名 申請者名 申請区分 申請予定日 仮チーム

3012345678 新規 初回 サインコサイン錠10mg セイヤクキョール株式会社 医療用医薬品(1) 2016/03/01 抗悪

詳細表示

正式/ドラフト 正式 システム受付番号_1 1234567890123
改訂回数 1 GW受付番号 -

一般名 サプライズゲスト
効能・効果 相手に大きな衝撃を与える。 承認日

傷を治す。 取下日

備考 最近、逆効果となってしまった事例が増えている。
傷がひどくなることがある。 変 更

2812345678 新規 改訂 タンジェント注射用500mg PMDAファーマ株式会社 医療用医薬品(4) 2015/03/01 抗悪

詳細表示

2712345678 一変 改訂 フラッシュモブ錠100mg 霞ヶ関製薬株式会社 医療用医薬品(3) 2014/03/01 抗悪

詳細表示

2612345678 新規 改訂 サインコサイン錠100mg セイヤクキョール株式会社 医療用医薬品(1) 2016/05/01 抗悪

詳細表示

All the contents are subject to change

画面レイアウト
画面ID ESS_154 画面名 品目一覧(申請予約)

備考 申請予約ステータスの品目一覧を表示する。項目名など一部レイアウトは他のものと変わる想定。
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

作成日

レイアウト

申請済
全件

審査中 承認済 申請予約
取下/
不承認

その他

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  品目一覧

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

数種類ある品目一覧の一つであり、画面の構成は、品目一覧(審査中)(ESS_151)とほぼ同じ。
本画面は、審査ステータスが「申請予約」となっており、eCTDを提出済または提出予定の品目のみを表示対象とする。

申請予約情報は、秘匿性のある情報であるため、ユーザの所属と品目の分野が一致したもの以外は表示しないため、全件表示ボタンは設置しない(無効化表示でも可)。
もしユーザの所属分野での申請予約が無い場合は、タブ自体をグレーアウト無効化し、本画面を開けないようにする。

「eCTD閲覧」ボタンは、eCTDがすでに提出されている状態であれば有効化する。
専門協議は行わないので、「専門協議」ボタンは無効化する。

詳細表示内の「変更」ボタンも無効化する。

1. 「申請予約」以外のタブ画面から「申請予約」のタブを押された場合

1. リンク(タブ)押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
「審査中」：品目一覧(審査中)(ESS_151）へ遷移する。 「品目検索」：品目検索画面(ESS_181)へ遷移する。
「申請済全件」：品目一覧(申請済全件)(ESS_152）へ遷移する。 「文書検索」：文書検索画面(ESS_183)へ遷移する。
「承認済」：品目一覧(申請予約)(ESS_153）へ遷移する。
「取下/不承認」：品目一覧(取下/不承認)(ESS_155）へ遷移する。 「eCTD閲覧」：別ウインドウでeCTDビューア(v3.2.2/v4.0)を起動する。本画面はそのまま。
「その他」：品目一覧(その他)(ESS_156）へ遷移する。

All the contents are subject to change

画面説明

遷移元リスト

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 154 画面名 品目一覧(申請予約)

備考 申請予約ステータスの品目一覧を表示する。項目名など一部レイアウトは他のものと変わる想定。



ログインユーザ：** ***

閉じる

品目検索 文書検索

 取下/不承認全件

eCTD受付番号 新規/一変 販売名 申請者名 申請区分 申請日 担当分野 主任

3012345678 新規 サインコサイン錠10mg セイヤクキョール株式会社 医療用医薬品(1) 2016/03/01 抗悪 機構 薬子

詳細表示

正式/ドラフト 正式 システム受付番号_1 1234567890123
改訂回数 1 GW受付番号 -

一般名 サプライズゲスト
効能・効果 相手に大きな衝撃を与える。 承認日

傷を治す。 取下日 2016/09/01

備考 最近、逆効果となってしまった事例が増えている。
傷がひどくなることがある。 変 更

2812345678 新規 タンジェント注射用500mg PMDAファーマ株式会社 医療用医薬品(4) 2015/03/01 抗悪 機構 太郎

詳細表示

2712345678 一変 フラッシュモブ錠100mg 霞ヶ関製薬株式会社 医療用医薬品(3) 2014/03/01 抗悪 機構 花子

詳細表示

法人 直子

2612345678 新規 サインコサイン錠100mg セイヤクキョール株式会社 医療用医薬品(1) 2016/05/01 抗悪 機構 太郎
独立 法人

詳細表示

All the contents are subject to change

レイアウト

申請済
全件

審査中 承認済 申請予約
取下/
不承認

その他

画面レイアウト
画面ID ESS_155 画面名 品目一覧(取下/不承認)

備考 取下ステータスの品目一覧を表示する。レイアウトは審査中一覧と同じ。
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

作成日

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  品目一覧

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

数種類ある品目一覧の一つであり、画面の構成は、品目一覧(審査中)(ESS_151)とほぼ同じ。
本画面は、審査ステータスが「取下/不承認」となっている品目のみを表示対象とする。
取下および不承認品目は、総数が少ないため、分野による初期表示の絞り込みは不要。
また、専門協議も実施しないため、「専門協議」ボタンは無効化する。

1. 「取下/不承認」以外のタブ画面から「取下/不承認」のタブを押された場合
2. 品目情報編集(申請済品目)画面(ESS_157)で「キャンセル」ボタンを押下された場合

1. リンク(タブ)押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
「審査中」：品目一覧(審査中)(ESS_151）へ遷移する。 「品目検索」：品目検索画面(ESS_181)へ遷移する。
「申請済全件」：品目一覧(申請済全件)(ESS_152）へ遷移する。 「文書検索」：文書検索画面(ESS_183)へ遷移する。
「承認済」：品目一覧(申請予約)(ESS_153）へ遷移する。
「申請予約」：品目一覧(申請予約)(ESS_154）へ遷移する。 「eCTD閲覧」：別ウインドウでeCTDビューア(v3.2.2/v4.0)を起動する。本画面はそのまま。
「その他」：品目一覧(その他)(ESS_156）へ遷移する。 「変更」：品目情報編集(申請済品目)(ESS_157)に遷移する。

All the contents are subject to change

画面説明

遷移元リスト

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 155 画面名 品目一覧(取下/不承認)

備考 取下ステータスの品目一覧を表示する。レイアウトは審査中一覧と同じ。



ログインユーザ：** ***

閉じる

品目検索 文書検索

eCTD受付番号 申請種別 品目名 提出者名 提出日

3012345999 HIV相談 サインコサイン錠10mg セイヤクキョール株式会社 2016/03/01

詳細表示

正式/ドラフト － システム受付番号_1
改訂回数 － GW受付番号

一般名
効能・効果 相手に大きな衝撃を与える。 承認日

傷を治す。 取下日

備考 最近、逆効果となってしまった事例が増えている。
傷がひどくなることがある。 変 更

2812345999 事前相談 タンジェント注射用500mg PMDAファーマ株式会社 2015/03/01

詳細表示

2712345999 その他 フラッシュモブ錠100mg 霞ヶ関製薬株式会社 2014/03/01

詳細表示

2612345999 事前相談 サインコサイン錠100mg セイヤクキョール株式会社 2016/05/01

詳細表示

All the contents are subject to change

レイアウト

申請済
全件

審査中 承認済 申請予約
取下/
不承認

その他

画面レイアウト
画面ID ESS_156 画面名 品目一覧(その他)

備考 相談案件など非申請品目一覧を表示する。項目名など一部レイアウトは他のものと変わる想定。
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

作成日

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  品目一覧

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

数種類ある品目一覧の一つであり、画面の構成は、品目一覧(審査中)(ESS_151)とほぼ同じ。
eCTD取込設定(ESS_141)で、グループまたは個人に閲覧制限をかけた品目について本画面で表示する。

本画面は、閲覧制限がかけられている品目について、閲覧許可を与えられているグループまたは個人のユーザであれば表示される。
アクセスしているユーザに閲覧可能品目が無ければ、タブ自体を無効化する。

各品目の詳細表示内の「変更」ボタンを押下すると、その他品目専用の変更画面(ESS_158)に遷移する。
備考の編集だけでなく、閲覧制限対象の変更も可能。

1. 「その他」以外のタブ画面から「その他」のタブを押された場合
2. 品目情報編集(その他品目)画面(ESS_158)で「キャンセル」ボタンを押下された場合

1. リンク(タブ)押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
「審査中」：品目一覧(審査中)(ESS_151）へ遷移する。 「品目検索」：品目検索画面(ESS_181)へ遷移する。
「申請済全件」：品目一覧(申請済全件)(ESS_152）へ遷移する。 「文書検索」：文書検索画面(ESS_183)へ遷移する。
「承認済」：品目一覧(申請予約)(ESS_153）へ遷移する。
「申請予約」：品目一覧(申請予約)(ESS_154）へ遷移する。 「eCTD閲覧」：別ウインドウでeCTDビューア(v3.2.2/v4.0)を起動する。本画面はそのまま。
「取下/不承認」：品目一覧(その他)(ESS_155）へ遷移する。 「専門協議」：専門協議委員一覧画面(ESS_161)へ遷移する。

「変更」：品目情報編集(その他品目)(ESS_158)に遷移する。

All the contents are subject to change

画面説明

遷移元リスト

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 156 画面名 品目一覧(その他)

備考 相談案件など非申請品目一覧を表示する。項目名など一部レイアウトは他のものと変わる想定。



申請済全件 審査中 承認済 申請予約 取下/不承認 その他

表示対象品目

Pegasusで管理される申請済品目
(Gateway経由で申請される新薬品目
および窓口経由で申請されるジェネリック品目など
も対象)

Pegasusで管理される審査中品目
Gateway経由で申請される新薬品目
および窓口経由で申請されるジェネリック品目など
も対象)

Pegasusで管理される承認済品目
(Gateway経由で申請される新薬品目
および窓口経由で申請されるジェネリック品目など
も対象)

GatewayおよびeCTD審査システムで管理される申
請予約品目
(Gateway経由で申請予約される新薬品目
および窓口経由で申請されるジェネリック品目など
も対象)

Pegasusで管理される承認済品目
(Gateway経由で申請される新薬品目
および窓口経由で申請されるジェネリック品目など
も対象)

相談案件など申請外品目

表示対象ステータス

正式に申請された後のステータスであるもの全件
(=PegasusにFD登録されたもの)。
「審査中」タブ、「承認済」タブ、「取下/不承認」タブ
に表示される品目をマージして表示する。

Pegasusにて、現在「審査中」ステータスとなっている
品目全件。

Pegasusにて、現在「承認済」ステータスとなっている
品目全件。

GatewayおよびeCTD審査システムで申請予約登録
されている品目全件。

Pegasusにて、現在「取下」または「不承認」ステータ
スとなっている品目全件。

ステータス条件は無し。

初期表示

申請日の降順に、ステータスに関係無くソートして表
示。
初期表示は、ユーザの担当分野に絞って申請後の
ステータスの品目を表示するものとし、分野外の品
目は別途ボタン等を設けて表示するものとする。

初期表示は、接続ユーザの所属する分野に絞った
品目のみを申請日の降順にソートして表示する。
分野外の品目は別途ボタン等を設けて表示するも
のとする。
システム管理者および受付担当者は、初期表示時
点で全件表示とする。

初期表示は、接続ユーザの所属する分野に絞った
品目のみを申請日の降順にソートして表示する。
分野外の品目は別途ボタン等を設けて表示するも
のとする。
システム管理者および受付担当者は、初期表示時
点で全件表示とする。

ユーザが所属する分野の申請予約品目のみを表示
する。
他分野の申請予約を表示する機能は搭載しない。

ユーザの所属分野にかかわらず、全分野の品目を
表示する。(工数の関係により、他申請済系タブと同
じ処理仕様が良ければ、それでも可)

各品目・案件に定められた閲覧可能グループおよび
閲覧可能ユーザに限り表示される。

閲覧可能範囲
eCTD審査システムにアクセス権のある全ユーザが
対象品目全てを閲覧可能

eCTD審査システムにアクセス権のある全ユーザが
対象品目全てを閲覧可能

eCTD審査システムにアクセス権のある全ユーザが
対象品目全てを閲覧可能

申請予約されている品目の分野に所属するユーザ
のみ

eCTD審査システムにアクセス権のある全ユーザが
対象品目全てを閲覧可能

品目毎に設定された閲覧可能グループまたは閲覧
可能ユーザのみ

備考

※「申請予約」 「その他」タブに表示される品目・案
件は、閲覧制限があるので、このタブ内には含めな
い。よって、タブ名は「申請済全件」としている。



ログインユーザ：** ***

閉じる

eCTD受付番号 1212121212

システム受付番号

申請者名 セイヤクキョール株式会社

販売名

備考

キャンセル 確認

All the contents are subject to change

ESS_157 品目情報編集(申請済品目) 作成日画面名画面ID

備考 申請済み品目について、品目一覧表から「編集」ボタンを押した場合に表示される画面。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  品目一覧 >  品目情報編集

111111111111

品目一覧(審査中・申請済全件・承認済・不承認取下)内の品目詳細欄にある「変更」ボタンを押下すると、表示される画面。
品目情報の一部は、eCTD審査システムで管理し、本画面ではその類いの項目値を編集することができる。
(eCTD審査システムで管理する項目、編集できる項目は別途検討する)

1. 品目一覧(審査中)(ESS_151)で「変更」ボタンを押下された場合
2. 品目一覧(申請済全件)(ESS_152)で「変更」ボタンを押下された場合
3. 品目一覧(承認済)(ESS_153)で「変更」ボタンを押下された場合
4. 品目一覧(取下/不承認)(ESS_155)で「変更」ボタンを押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：品目一覧画面(ESS_151～153, 155)に遷移する。

「確認」：品目情報編集確認画面(ESS_159)に遷移する。

All the contents are subject to change

申請済み品目について、品目一覧表から「編集」ボタンを押した場合に表示される画面。

品目情報編集(申請済品目)

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 157

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

eCTD受付番号 1212121212

申請者名 セイヤクキョール株式会社

販売名 フラッシュモブ錠300mg

備考

閲覧可能グループ

閲覧可能ユーザ 機構 一郎 設 定

機構 三郎 設 定

独立 法人 設 定

設 定

キャンセル 確認

All the contents are subject to change

ESS_158 品目情報編集(その他品目) 作成日画面名画面ID

備考 「その他」品目について、その他タブの品目一覧表から「編集」ボタンを押した場合に表示される画面。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  品目一覧 >  品目情報編集

品目一覧(その他)内の品目詳細欄にある「変更」ボタンを押下すると、表示される画面。
品目情報の一部は、eCTD審査システムで管理し、本画面ではその類いの項目値を編集することができる。
また、閲覧制限対象のグループ・個人の変更も行うことができるため、品目一覧(その他)以外の品目一覧からの編集画面とは異なるフォームである。
(eCTD審査システムで管理する項目、編集できる項目は別途検討する)

閲覧可能グループおよび閲覧可能ユーザ欄は、複数グループおよび複数ユーザを設定できるようにすること。

1. 品目一覧(その他)(ESS_156)で「変更」ボタンを押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：品目一覧画面(ESS_156)に遷移する。

「確認」：品目情報編集確認画面(ESS_159)に遷移する。

All the contents are subject to change

申請済み品目について、その他タブの品目一覧表から「編集」ボタンを押した場合に表示される画面。

品目情報編集(その他品目)

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 158

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

申請者名 セイヤクキョール株式会社

販売名 フラッシュモブ錠300mg

備考 1:申請時、2:専門協議

閲覧可能グループ 1分野

閲覧可能ユーザ

キャンセル 登録

All the contents are subject to change

ESS_159 品目情報編集確認 作成日画面名画面ID

備考

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

システム管理者メニュー >  品目一覧 >  品目情報編集

品目情報編集画面(ESS_157, 158)にて、編集を行い、「確認」ボタンを押下することで、本画面に遷移する。
本画面で「登録」ボタンを押下すると、編集内容が正式にシステムに登録される。
また、品目情報編集(申請済品目)(ESS_157)でシステム受付番号が設定された場合は、Pegasusの対象システム受付番号に対して、eCTD受付番号と改訂回数を連携する。

1. 品目情報編集画面(ESS_157, 158)にて、「確認」ボタンが押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：品目情報編集画面(ESS_157 または ESS_158)に遷移する。

「登録」：品目一覧(ESS_151～153,155,156)に遷移する。

All the contents are subject to change

品目情報編集確認

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 159

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

eCTD受付番号 1111122222 販売名 フラッシュモブ錠100mg

担当分野 抗悪性腫瘍剤分野 副主任 中空 将

委員追加

専門委員は未設定です。

All the contents are subject to change

ESS_161 専門協議初期画面 作成日画面名画面ID

備考 専門協議の設定を開始する画面。各品目について、初めて専門協議の実施設定を行う場合は、この画面を利用する。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

(システム管理者メニュー >  )品目一覧 >  専門協

品目一覧(審査中/申請済全件/その他)(ESS_151, 152, 156)にて、「専門協議」ボタンを押下された場合に表示する画面。
特定品目について、専門協議を開始する際、この画面から専門協議実施設定を行っていく。

専門協議実施設定がされていない場合は、本画面レイアウトのように、未設定の旨を表示する。
専門協議を依頼する委員を設定すると、メッセージの代わりに、依頼する委員のリストが表示される(ESS_165)。

委員の設定を開始するには、「委員追加」ボタンを押下する。「委員追加」ボタンを押下すると、別ウインドウで専門委員検索画面(ESS_162)が開く。

1. 品目一覧(審査中/申請済全件/その他)(ESS_151, 152, 156)にて、「専門協議」ボタンを押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「委員追加」：専門委員検索画面(ESS_162)を新規ウインドウを立ち上げ、表示する。

All the contents are subject to change

専門協議の設定を開始する画面。各品目について、初めて専門協議の実施設定を行う場合は、この画面を利用する。

専門協議初期画面

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 161

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



以下のいずれかに検索したい専門委員の情報を入力してください。
検索は、入力された文字列の前方一致で行い、複数の項目を入力した場合は、
AND条件で検索します。

姓(漢字)

姓(ふりがな)

所属

専門領域

専門協議分野

オンライン可否

キャンセル 検索

All the contents are subject to change

ESS_162 専門委員検索 作成日画面ID 画面名

備考 委員設定画面で「委員検索」ボタンを押された場合に、別ウインドウで表示される委員検索用画面。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

専門委員検索

専門協議初期画面(ESS_161)または専門協議委員一覧画面(ESS_165)にて、「委員追加」ボタンが押下された場合に、別ウインドウで表示される委員検索用画面。
検索条件を設定し、「検索」ボタンを押下することで、PegasusおよびeCTD審査システムで管理する専門委員情報へ検索をかける。
検索はAND検索とする。

1. 専門協議初期画面(ESS_161)または専門協議委員一覧画面(ESS_165)にて、「委員追加」ボタンが押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：本ウインドウを閉じる。

「検索」：専門委員検索結果画面(ESS_163)に遷移する。

All the contents are subject to change

委員設定画面で「委員検索」ボタンを押された場合に、別ウインドウで表示される委員検索用画面。

専門委員検索

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 162

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



以下のいずれかに検索したい専門委員の情報を入力してください。
検索は、入力された文字列の前方一致で行い、複数の項目を入力した場合は、
AND条件で検索します。

姓(漢字) 深海

姓(ふりがな) しんかい

所属

専門領域

専門協議分野

オンライン可否

キャンセル 検索

検索結果

検索結果の委員に専門協議を依頼する場合は、該当委員にチェックを入れ、「依頼する」ボタンを押してください。

氏名 ふりがな 所属 専門領域

深海 一 しんかいはじめ PMDA大学 薬化学部長 胃がん 実施履歴

深海 鯨 しんかいくじら PAMDA大学 薬化学部長 ウイルス 実施履歴

依頼する

All the contents are subject to change

ESS_163 専門委員検索結果 作成日画面ID 画面名

備考 専門委員検索画面(ESS 162)の検索フォームの下に、検索結果が表示される。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

専門委員検索

専門委員検索画面(ESS_162)にて、「検索」ボタンを押下された後、検索結果を表示する画面。
専門委員検索画面(ESS_162)と同じ画面であり、検索結果は検索フォームの下部に表示される。

検索結果一覧の各行には、専門委員の情報と「実施履歴」ボタンおよびチェックボックスを設ける。
「実施履歴」ボタンを押下すると、その委員の過去の専門協議実施履歴が検索結果一覧の下部に表示される。専門協議実施履歴表示画面(ESS_168)を参照。
チェックボックスにチェックを入れ、「依頼する」ボタンを押下すると、チェックを入れた委員を専門協議依頼対象とすることができる。
複数人を同時に依頼できるようにする。
「依頼する」ボタンを押下すると、専門委員設定画面(ESS_162)に委員名が設定される。

1. 専門委員検索画面(ESS_162)にて、「検索」ボタンを押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「依頼する」：システムに依頼情報を登録後、このウインドウを閉じ、

主ウインドウを専門協議委員一覧画面(ESS_165)に遷移させる。
「実施履歴」：専門協議実施履歴表示画面(ESS_164)に遷移する。

All the contents are subject to change

専門委員検索画面(ESS 162)の検索フォームの下に、検索結果が表示される。

専門委員検索結果

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 163

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



オンライン可否

キャンセル 検索

検索結果

検索結果の委員に専門協議を依頼する場合は、該当委員にチェックを入れ、「依頼する」ボタンを押してください。

氏名 ふりがな 所属 専門領域

深海 一 しんかいはじめ PMDA大学 薬化学部長 胃がん 実施履歴

深海 鯨 しんかいくじら PAMDA大学 薬化学部長 ウイルス 実施履歴

依頼する

深海 鯨 先生 専門協議実施履歴

開始日 終了日 eCTD受付番号 品目 担当チーム 副主任 方式 備考

2010/1/1 2010/12/1 1111122222 フラッシュモブ錠150mg 抗悪性腫瘍剤分野 機構 二郎 Mac

2011/1/1 2011/12/1 1111122223 フラッシュモブ錠220mg 1分野 機構 三郎 オンライン 会合【臨床】

2012/1/1 2012/12/1 1111122224 フラッシュモブ錠330mg ワクチン分野 機構 史郎 オンライン

2013/1/1 2013/12/1 1111122225 フラッシュモブ錠440mg ワクチン分野 機構 史郎 Windows

All the contents are subject to change

作成者
画面ID ESS_164 画面名 専門協議実施履歴表示 作成日

画面レイアウト

ID
(ユーザID/
メディアID)

1111122222-1

併用

メディア

備考 委員検索結果(ESS_163)のさらに下部に専門協議実施履歴を表示する。

shinkai-kujira

shinkai-kujira

shinkai-kujira
/ 1111122222-2

レイアウト

システムID ESS システム名称 eCTD審査システム

専門委員検索

専門委員検索結果画面(ESS_163)にて、「専門協議」ボタンが押下された場合に表示する画面。
専門委員検索結果画面(ESS_163)と同じ画面であり、履歴の一覧表を委員検索結果一覧表の下に表示する。

実施履歴は、eCTD審査システムで管理し、管理用データベースから履歴を抽出する。
一覧表のタイトルには、対象の委員の氏名を動的に表示させる。

1. 専門委員検索結果画面(ESS_163)にて、「専門協議」ボタンが押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 無し

All the contents are subject to change

画面説明

遷移元リスト

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS_164 画面名 専門協議実施履歴表示

備考 委員検索結果(ESS 163)のさらに下部に専門協議実施履歴を表示する。



ログインユーザ：** ***

閉じる

eCTD受付番号 1111122222 販売名 フラッシュモブ錠100mg

担当分野 抗悪性腫瘍剤分野 副主任 中空 将

委員追加
(メッセージ欄)例：深海 一先生を追加しました。

ダウンロード 返却登録 委員削除

専門委員リスト

No 所属 方式  ステータス 開始/発送予定日 終了/返却予定日 備考

1 PMDA大学 部長 開始前 未設定 未設定

2 PMDA大学 課長 メディア 1111122222-4 開始前 未設定 未設定

3 PMDA大学 副部長 オンライン ログインID無 開始前 未設定 未設定

4 PMDA大学 副課長 メディア 1111122222-3 未返却 2015/1/1 2016/12/31

5 PMDA大学 係長 併用 開始前 2016/10/1 2017/12/31

6 PMDA大学 副係長 オンライン  kasumigaseki-suwaru 終了 2015/1/1 2016/12/31

6 PMDA大学 副係長 メディア 1111122222-1 協議中 2016/1/1 2016/12/31

All the contents are subject to change

霞ヶ関 座
(かすみがせきすわる)

霞ヶ関 座
(かすみがせきすわる)

画面レイアウト
画面ID ESS_165 画面名 専門協議委員一覧

備考 専門協議を依頼する先生が設定されると、一覧表が表示される。
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

作成日

レイアウト

氏名
ID

(ログインID/
メディアID)

削
除

kasumigaseki-kudaru
/ 1111122222-2

返
却

作
成

霞ヶ関 下
(かすみがせきくだる)

深海 一
(しんかいはじめ)

機構 二郎
(きこうじろう)

霞ヶ関 登
(かすみがせきのぼる)

浅海 二郎
(あさみじろう)

eCTD審査システム

(システム管理者メニュー >  )品目一覧 >  専門協

専門委員検索結果画面(ESS_163)にて、委員にチェックを入れ「依頼する」ボタンを押すと、専門協議初期画面(ESS_161)に専門委員リストが追加で表示される(本画面)。
委員がリストに追加されただけでは、専門協議は実施できず、協議の実施方式と開始予定日・終了予定日を設定する必要がある。
これらの値および備考は、リストを直接操作することで設定できるものとする。
リストの表示と同時に、「ダウンロード」「返却登録」「委員削除」のボタンも表示する。

リストの各項目について
方式：プルダウンリストからの選択とする。選択肢は、オンライン・メディア・併用・確認中の四択。専門協議がすでに開始された状態であれば、プルダウンが表示されなくなる。
ID:方式が併用の場合はどちらも表示する。なお、ログインIDが無い場合は、ヘルプデスク宛にメールを送信するリンクを表示する。

ステータス：リスト上の操作および開始予定日・終了予定日の日付の経過などにより、システムで管理・遷移する。ステータスの種類と遷移契機は別途検討。
開始/発送予定日：カレンダーボタンを押し、日付を選択することで設定する。専門協議がすでに開始された状態であれば、日付の変更は出来ないように(グレーアウト)する。
終了/返却予定日：カレンダーボタンを押し、日付を選択することで設定する。専門協議がすでに終了した状態であれば、日付の変更は出来ないように(グレーアウト)する。
備考：ユーザが適宜編集する
作成：チェックを入れ、「ダウンロード」ボタンを押すと、メディア焼付け用のコンテンツをダウンロードできる。

返却：委員からメディアが返却されたら、チェックを入れ、「返却登録」ボタンを押すことでメディアが返却されたことを登録できる。

削除：専門協議開始前に限り、チェックを入れ「委員削除」ボタンを押すことにより、その委員の行を削除できる。

1. 専門委員検索結果画面(ESS_163)にて、委員を選択し「依頼する」ボタンを押下した場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
「ログインID無」：共用LANヘルプデスクでID作成を依頼するためのメールを起動する 「ダウンロード」：メディア用ダウンロードダイアログ(ESS_165_p1)を立ち上げる

「返却登録」：返却登録確認ダイアログ(ESS_165_p2)を立ち上げる
「委員削除」：委員削除確認ダイアログ(ESS_165_p3)を立ち上げる

All the contents are subject to change

専門協議を依頼する先生が設定されると、一覧表が表示される。

遷移元リスト

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 165 画面名 専門協議委員一覧

備考

画面説明



確認

機構 二郎先生

深海 一 先生

向けのコンテンツをダウンロードします。
よろしいですか？

キャンセル OK

All the contents are subject to change

レイアウト

画面レイアウト
画面ID ESS_165_p1 画面名 メディア用ダウンロード

備考 ESS 165の委員リストのうち、作成列にチェックを入れ、「ダウンロード」ボタンを押した場合に表示されるダイアログ。
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

作成日

専門協議委員一覧画面(ESS_165)にて、作成列のチェックを入れ、「ダウンロード」のボタンを押下した場合に立ち上がるダイアログ。
メディア作成対象の委員の名前を表示し、ダウンロード処理実行可否の確認を促す。

1. 専門協議委員一覧画面(ESS_165)にて、作成列のチェックを入れ、「ダウンロード」のボタンを押下した場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：ダイアログを閉じる

「OK」：ダウンロード処理を行い、主ウインドウの一覧のステータスを変更し再表示する

All the contents are subject to change

画面説明

遷移元リスト

遷移先リスト

システム名称 eCTD審査システム 作成者
備考 ESS 165の委員リストのうち、作成列にチェックを入れ、「ダウンロード」ボタンを押した場合に表示されるダイアログ。

画面概要
画面ID ESS 165 p1 画面名 メディア用ダウンロード 作成日

システムID ESS



確認

機構 二郎先生

深海 一 先生

について、メディアの返却登録を行います。
よろしいですか？

キャンセル OK

All the contents are subject to change

レイアウト

画面レイアウト
画面ID ESS_165_p2 画面名 返却登録確認

備考 ESS 165の委員リストのうち、返却列にチェックを入れ、「返却登録」ボタンを押した場合に表示されるダイアログ。
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

作成日

専門協議委員一覧画面(ESS_165)にて、返却列のチェックを入れ、「返却登録」のボタンを押下した場合に立ち上がるダイアログ。
メディアが返却された委員の名前を表示し、返却処理実行可否の確認を促す。

1. 専門協議委員一覧画面(ESS_165)にて、返却列のチェックを入れ、「返却登録」のボタンを押下した場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：ダイアログを閉じる

「OK」：返却登録処理を行い、主ウインドウの一覧を更新再表示する

All the contents are subject to change

画面説明

遷移元リスト

遷移先リスト

システム名称 eCTD審査システム 作成者
備考 ESS 165の委員リストのうち、返却列にチェックを入れ、「返却登録」ボタンを押した場合に表示されるダイアログ。

画面概要
画面ID ESS 165 p2 画面名 返却登録確認 作成日

システムID ESS



確認

機構 二郎先生

深海 一 先生

をリストから削除します。よろしいですか？

キャンセル OK

All the contents are subject to change

ESS_165_p3 委員削除確認 作成日画面名画面ID

備考 ESS 165の委員リストのうち、削除列にチェックを入れ、「委員削除」ボタンを押した場合に表示されるポップアップ。削除処理の確認を行う。

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

専門協議委員一覧画面(ESS_165)にて、削除列のチェックを入れ、「委員削除」のボタンを押下した場合に立ち上がるダイアログ。
削除候補の委員の名前を表示し、削除処理実行可否の確認を促す。

1. 専門協議委員一覧画面(ESS_165)にて、削除列のチェックを入れ、「委員削除」のボタンを押下した場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：ダイアログを閉じる

「OK」：削除処理を行い、主ウインドウの一覧を更新再表示する

All the contents are subject to change

ESS 165の委員リストのうち、削除列にチェックを入れ、「委員削除」ボタンを押した場合に表示されるポップアップ。削除処理の確認を行う。

委員削除確認

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 165 p3

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

以下のいずれかに検索したい品目の情報を入力してください。

検索は、入力された文字列の前方一致で行い、複数の項目を入力した場合は、
AND条件で検索します。

販売名

申請者名

審査ステータス

担当分野

剤形

製造業者

効能効果

添加剤

キャンセル 検索

All the contents are subject to change

ESS_181 品目検索 作成日画面名画面ID

備考

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

(システム管理者メニュー >  )品目一覧 > 品目検索

品目一覧画面にて「品目検索」ボタンを押下された場合に表示される画面。
フォームに値を設定し、「検索」ボタンを押下することで、該当する品目単位でAND検索を行う。

検索項目としては、PegasusやeCTD審査システムで管理する品目情報だけでなく、eCTD v4.0のメタデータに含まれる項目も検索対象としたい。(検索項目は、別途要検討)
例 添加剤：eCTD v4.0 CV [ICH Keyword Definition Type] コード=ich_keyword_type_6

製造業者：eCTD v4.0 CV [ICH Keyword Definition Type] コード=ich_keyword_type_3

1. 品目一覧(ESS_151～156)にて、「品目検索」ボタンが押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：呼出元の品目一覧画面(ESS_151～ESS_156)に遷移。

「検索」：品目検索結果画面(ESS_182)に遷移。

All the contents are subject to change

品目検索

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 181

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

申請者名

審査ステータス

担当分野

剤形

製造業者

効能効果

添加剤

キャンセル 検索

検索結果

eCTD受付番号 新規/一変 販売名 申請者名 申請区分 申請日 担当分野 主任

2812345678 新規 タンジェント注射用500mg PMDAファーマ株式会社 医療用医薬品(4) 2015/03/01 抗悪 機構 太郎

詳細表示

2712345678 一変 フラッシュモブ錠100mg 霞ヶ関製薬株式会社 事前評価相談 2014/03/01 抗悪 機構 花子

詳細表示

法人 直子

2612345678 新規 サインコサイン錠100mg セイヤクキョール株式会社 医療用医薬品(1) 2016/05/01 抗悪 機構 太郎
独立 法人

詳細表示

All the contents are subject to change

ESS_182 品目検索結果 作成日画面名画面ID

備考

レイアウト

画面レイアウト システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

eCTD審査システム

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

eCTD閲覧

専門協議

品目検索画面(ESS_181)で、「検索」ボタンを押すと、品目の検索を行い、結果を表示する画面。
品目検索画面(ESS_181)と同じ画面で、検索結果は検索フォームの下部に表示させる。
検索できる品目の種別は、制限するものとする。たとえば、品目一覧(その他)(ESS_156)に表示されるような品目は、検索できないようにする、など。

検索結果は、品目一覧と同じ表示形式とし、「eCTD閲覧」ボタン・「専門協議」ボタン・詳細表示欄内の「変更」ボタンなどの動作も、品目一覧と同じ動きをするものとする。

1. 品目検索画面(ESS_181)にて、「検索」ボタンを押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「eCTD閲覧」：別ウインドウでeCTDビューア(v3.2.2/v4.0)を起動する。本画面はそのまま。

「専門協議」：専門協議委員一覧画面(ESS_161)へ遷移する。
「変更」；品目情報編集(申請済品目)(ESS_157)に遷移する。

All the contents are subject to change

品目検索結果

遷移先リスト

作成日
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者画面概要

画面ID ESS 182

画面説明

遷移元リスト

備考

画面名



ログインユーザ：** ***

閉じる

以下のいずれかに検索したい文書の情報を入力してください。

検索は、入力された文字列の前方一致で行い、複数の項目を入力した場合は、
AND条件で検索します。

文書タイトル ファイル名

eCTD受付番号 販売名

申請者名

CTD見出し番号 製造業者

投与経路 製剤

試験対象 試験名

適応症 剤形

全文検索 ● しない ○ する

キャンセル 検索

All the contents are subject to change

レイアウト

画面レイアウト
画面ID ESS_183 画面名 文書検索

備考
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

作成日

eCTD審査システム

(システム管理者メニュー >  )品目一覧 > 文書検索

品目一覧画面にて「文書検索」ボタンを押下された場合に表示される画面。
フォームに値を設定し、「検索」ボタンを押下することで、該当する添付ファイル(主にPDFファイル)単位で検索を行う。
なお、検索対象としては、試験データを除く添付文書(主にPDF)を対象とする。

検索項目としては、PegasusやeCTD審査システムで管理する品目情報だけでなく、eCTD v4.0のメタデータに含まれる項目も検索対象としたい。(検索項目は、別途要検討)
添付文書が所属するCTDも検索条件に含める方が絞り込みがしやすいため。
例 試験対象：eCTD v4.0 CV [ICH Species]が設定されたCTDに添付される文書の検索

投与経路：eCTD v4.0 CV [ICH Route of Admin]が設定されたCTDに添付される文書の検索
適応症：eCTD v4.0 CV [ICH Keyword Definition Type] の ich_keyword_type_1 に定められた DisplayName が設定されたCTDに添付される文書の検索

全文検索は、PDFファイル内の本文検索を実施する。

CTD見出し番号を条件に設定した場合、検索対象はその配下全てとする。例えば、「m3」と設定されたらモジュール3全てのCTD見出しを検索対象とする。

1. 品目一覧(ESS_151～156)にて、「文書検索」ボタンが押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
無し 「キャンセル」：呼出元の品目一覧画面(ESS_151～ESS_156)に遷移。

「検索」：文書検索結果画面(ESS_184)に遷移。

All the contents are subject to change

画面説明

遷移先リスト

遷移元リスト

システム名称 eCTD審査システム 作成者
備考

画面概要
画面ID ESS 183 画面名 文書検索 作成日

システムID ESS



ログインユーザ：** ***

閉じる

申請者名

CTD見出し番号 製造業者

投与経路 製剤

試験対象 試験名

適応症 剤形

全文検索 ● しない ○ する

キャンセル 検索

検索結果

文書タイトル eCTD受付番号 販売名 申請者名 ファイル名

2.2 緒言 3012345678 サインコサイン錠100mg セイヤクキョール株式会社 m2_02.pdf

2.2 緒言 3012345689 タンジェント注射用500mg PMDAファーマ株式会社 shogen.pdf

2.2 緒言 1212345678 フラッシュモブ錠100mg 霞ヶ関製薬株式会社 syogen.pdf

2.2 緒言 4512345678 サインコサイン錠10mg セイヤクキョール株式会社 m2-2 pdf

All the contents are subject to change

レイアウト

画面レイアウト
画面ID ESS_184 画面名 文書検索結果

備考
システムID ESS システム名称 eCTD審査システム 作成者

作成日

eCTD審査システム

文書検索画面(ESS_183)で、「検索」ボタンを押すと、文書の検索を行い、結果を表示する画面。
文書検索画面(ESS_183)と同じ画面で、検索結果は検索フォームの下部に表示させる。
検索できる品目の種別は、制限するものとする。たとえば、品目一覧(その他)(ESS_156)に表示されるような品目の添付文書は、検索できないようにする、など。

検索結果表に表示させる項目は未定であるが、項目のどれかに添付文書ファイルを開くことのできるリンクを設ける。
リンクを押すと、添付文書ファイルが別ウインドウで開く。

1. 文書検索画面(ESS_183)にて、「検索」ボタンを押下された場合

1. リンク押下による画面遷移 2. ボタン押下による画面遷移
「ファイル名リンク」：対象のPDFファイルを別ウインドウで開く。 無し

All the contents are subject to change

画面説明

遷移元リスト

遷移先リスト

システム名称 eCTD審査システム 作成者
備考

画面概要
画面ID ESS 184 画面名 文書検索結果 作成日

システムID ESS
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作成者 PMDA 作成日

目的

備考

有

無

PMDA 外部専門家 厚生労働省

記載しているフローは一般的な業務の流れであり、実際の審査過程においては順序の前後変更はありうる。

作業担当 申請者

業務名 2016/6/10
新医薬品の申請から承認までのフローを示す。

1 新医薬品申請・承認審査

1‐e.照会

1‐c.申請

1‐h.専門協議終了

1‐f 改訂版提出

1‐f.改訂版提出

1‐d.審査(資料閲覧)

1‐e 照会

1‐e.照会

1‐g.専門協議開始(オンライン/オフライン)

1‐a.申請予告

1‐b.提出

1.申請予告

3.提出物作成

(FD/eCTD/試験データ)

2.申請予告受付

4.提出

11.照会事項送付

13.初回面談

10.照会事項回答

12.照会事項回答確認

8.形式審査

18 専門協議

16.専門協議

開催準備・資料発送
17.専門協議資料閲覧

15 審査報告_1

21.照会事項送付22.照会事項回答

24.eCTD改訂版提出

23.回答確認

26.審査終了・

審査結果通知

25.審査報告_2

27.部会審議

薬事分科会審議

33.承認34.承認書受領

14.eCTD改訂版提出

7.審査チーム決定

9.チーム審査/

事務局審査

1‐f.改訂版提出

29.照会事項送付30.照会事項回答

32.eCTD改訂版提出

31.回答確認

28.照会事項

19.専門協議資料返却20.専門協議終了手続

5.申請 6.申請受付

改訂版は、正式な添付文書の改訂である

が、改訂する内容について申請者と審査

担当で確認を取るための「ドラフト版」の提

出も場合により発生する。

審査終了後から承認までの主管は、

PMDAではなく厚労省であるが、その過程

で発生する照会や資料改訂の対応は、

PMDAが代行する形で行う。
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1 新医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
1-a 申請予告 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

作業担当 申請者
情報システム

申請電子データシステム eCTDビューアシステム

プロセス 2016/6/13
サブプロセス

申請者が医療用医薬品の新規申請の予約を行うフローを示す。

申請者は、申請電子データシステムを使用して、申請および提出物の予約を行う。提出物にeCTDが含まれる場合は、eCTD受付番号を発番し、申請者に伝達する。
申請者は、発番されたeCTD受付番号を作成中のeCTDに埋め込み、後に提出する。

eCTD受付番号管理

2.ログイン認証

4.申請予告作成

画面表示

3.新規申請予告を

選択する

1.申請電子データシステム

に接続する

5.申請品目、提出物予告

など申請情報を設定する

6.申請予告/

提出予告情報登
予告情報

8.eCTD受付番号

発番

eCTD 
(v3.2.2)

9.eCTD受付番号

表示

10.eCTD受付番号を

確認する

申請者

情報

品目情報

■要件事項：eCTD受付番号管理

現在は、eCTD受付番号の管理は、eCTDビューアシステムが担当して

いるが、このシステムはeCTD v3.2.2用の受付番号のみ管理するため、

eCTD v4.0用eCTD 受付番号を管理する機能を設ける必要がある。

その機能は、「申請電子データシステム」に設け、申請予告と紐付け

て発番するようにしたい。eCTD受付番号は発番だけでなく、申請予告取

消に起因する欠番、復活も行える必要がある。

受付番号の体系は、v3.2.2用とv4.0用で異なる体系となる予定。

申請電子データシステムで申請予告

を行う場合は、あらかじめ申請電子

データシステムにユーザ登録を行う。

主な提出物の種類は、

FD / eCTD / 試験データ

発番されたeCTD受付番号は、申

請者側でeCTD内に埋め込む。

申請電子データシステムは、予告の登録

と同時にeCTDビューアシステムにeCTD受

付番号の発番を依頼する。

eCTDビューアシステムは、自身のDBに品

目情報を登録しつつ、受付番号を発番し、

申請電子データシステムに返す。7.eCTDビューア

システム呼出

11.申請予告

12.申請電子データシステム

に接続する

13.対象の申請予告を

選択する

14.申請予告詳細

画面表示

15.申請予告取消を

選択する

CTD受付番号管理

16.申請予告

情報更新
予告情報

18.eCTD受付番号

欠番

eCTD 
(v3.2.2)

品目情報

17.eCTDビューア

システム呼出

19.取消結果表示

20.申請予告

取消完了確認
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All the contents are subject to change

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

1.新医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
1-b 提出 開発範囲 無し 更新者 更新日

目的

概要

備考

申請電子データシステム

        NG

     OK

        NG

     OK

v3.2.2   

       v4.0

        NG

     OK

NG           NG

OK

申請電子データシステムは、バリデーションおよび取込の実施においては、eCTD v4.0に対応している。

作業担当 申請者 審査担当者
情報システム

eCTD v3 2 2 取込ツール ストレージ eCTDビューアシステム

プロセス 2016/6/15
サブプロセス

申請者が予定する提出物を提出するフローを示す。

申請者は申請電子データシステムを使用して、提出物を提出。申請電子データシステムは、提出されたeCTDのチェックを行い、問題が無ければ取込を行う。

試験データ格納

1.申請電子データシステムに

接続する

2.ログイン認証

3.対象品目の申請予告を

選択する

申請者

情報

4.品目詳細

画面表示

5.承認申請書/eCTD/

試験データをアップロード

6.ウイルスチェック

・署名検証

15.eCTD v3.2.2 

取込ツール呼出

17.バリデーション

チェック

16.eCTDコンテンツ

格納

eCTD 
v3.2.2

品目情報20.品目登録

18.チェック結果

予告情報

23.バリデーション

結果を確認する

21.提出予告

情報更新

eCTD
v3.2.2

19.eCTD

コンテンツ削除

11.eCTD Ver.

12.バリデーション

チェック

13.チェック結果

14.eCTDコンテンツ

格納
eCTD v4.0

コンテンツ

7.チェック結果

8.FD/試験データ

バリデーション

9.チェック結果

フロー図記載の都合により、FD/試

験データのバリデーションとeCTDの

バリデーションに順序性があるが、

実際は並行にチェック処理が行わ

れるため、順序性は無い。

10.FD/試験データ

格納

承認申請書
(FD)

試験データ

■要件事項：eCTD v4.0 試験データ分離

eCTD v4.0は、eCTD部分と試験データ部分が一体となって提

出される。申請電子データシステムのコンテンツ管理機能を

利用するためには、試験データ部分を切り出して、ストレージ

に格納する必要がある。

22.バリデーション

結果表示
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All the contents are subject to change

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

1 新医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
1-c 申請 開発範囲 無し 更新者 更新日

目的

概要

備考

申請電子データシステム

審査担当者

作業担当 申請者 審査業務部
情報システム

Pegasus ストレージ

プロセス 2016/6/15
サブプロセス

申請者が提出物の提出が完了後に、正式に申請を行う場合のフローを示す。

申請者は、「申請予告受付票」と「承認申請書(FD)」を印刷し、PMDAの窓口(審査業務部)に提出する。審査業務部で紙資料に判を押下し、申請受付票を申請者に発出することで、申請を受け付けた状態となる。受
付時には、申請電子データシステムに取込まれたFDファイルをPegasusに取込ませる処理を行い、Pegasusにてシステム受付番号を発番、申請者に申請受付票とともに提示する。

審査マネジメント部

eCTDビューアシステム

1.承認申請書(FD)を

印刷する

2.申請電子データシステム

に接続する

3.ログイン認証

4.申請予告を選択する

申請者

情報

5.品目詳細

画面表示

6.申請予告受付票

を選択する

7.申請予告受付票

表示

8.申請予告受付票

を印刷する

9.承認申請書(紙)と

申請予告受付票を提出

10.新規申請受付

11.PegasusにFDファイルを

取込させる

12.FD取込 FDファイル

申請電子データシステムによ

り、ストレージに格納されたFD

ファイルをPegasusが取込む。

13.システム受付

番号発番

14.申請品目登録

22.Pegasusに審査チーム

を登録する

23.審査チーム

登録

システム

受付番号

18.受付票を受領する

Pegasusで発番したシステム受付番

号は、申請電子データシステムを経

由して、申請者に公開および申請

受付票に印字される。

24.審査を開始する

予告情報

17.受付票を交付する
15.システム

受付番号連携

16.システム

受付番号登録
品目情報

19.申請電子データシステム

に接続する

20.システム

受付番号表示

21.システム受付番号

を確認する

6 / 32 ページ



All the contents are subject to change

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

1 新医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
1-d 審査(資料閲覧) 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

作業担当 審査担当者
情報システム

eCTDビューアシステム eCTD v3.2.2 ビューア ストレージ 申請電子データシステム

プロセス 2016/6/13
サブプロセス

申請された品目に添付された資料(eCTD)を審査員が閲覧するフローを示す。

審査担当者は、eCTDビューアシステムにログインし、品目一覧から資料を閲覧する対象を選択する。eCTD v3.2.2 ビューアは、指定された品目のeCTDを表示する。

無

有

無

有

試験データ表示

コメント

eCTD表示

ビューア呼出

申請品目管理・一覧

閲覧用システム

ユーザ管理

2.ログイン認証

4.eCTD v3.2.2 

ビューア呼出

一覧から特定品目のeCTD

[表示]リンクをクリックする

1.eCTDビューアシステム

に接続する

ユーザ

情報

ログイン認証は、各端末の

Windowsログインアカウントでシン

グルサインオン。eCTDビューアシス

テムでユーザごとの権限を保持し

ており、各権限で操作可能事項が

異なる。

■開発要件：ユーザ管理(eCTD審査システム)

eCTD審査システムでは、システム利用ユーザ

の管理は行わず、Pegasusで持つ職員情報を

利用するようにしたい。ActiveDirectoryによる

シングルサインオンは継続する。

■開発要件：閲覧用システム(eCTD審査システム)

eCTDビューアシステムに代わる新しいシステム「eCTD審査システム」を構築し、審査員が

eCTDの閲覧や専門協議の設定を行う場合には、eCTD審査システムを使用する。eCTD 

v3.2.2 移行期間まで、eCTDビューアシステムの運用は継続するが、審査員は操作しない。

3.申請済品目

一覧表示
品目情報過去に申請された全ての

品目の一覧を表示する。

■開発要件：申請品目管理・一覧(eCTD審査システム)

eCTD審査システムでは、申請された品目の管理は行わず、Pegasus

をマスタサイトとして、品目情報を取得し、一覧を生成する。

一覧の生成にあたっては、審査ステータス(審査中/承認済)ごとに

一覧を分け、各一覧の初期表示は、審査員の審査分野に応じて、

絞り込む。審査員が希望すれば、ボタンの押下などにより、全件表

示も可能とする。

■開発要件：ビューア呼出

eCTD v.3.2.2とeCTD v4.0 は表示用サイトが異なる想定である。

その場合、eCTD審査システムでは、対象品目のeCTDのバー

ジョンにより、呼び出すeCTDビューアを判断する必要がある。

5.eCTD表示
eCTD

コンテンツ

6.eCTDを閲覧する

■開発要件：eCTD表示

eCTD v3.2.2 ビューアと同様の機能を持つeCTD v4.0

ビューアが必要。eCTDの表示には、eCTD v4.0 特有

の仕様であるUUID/OIDを申請電子データシステム

から取得する機能も必要である。

7.コメント有無

8.コメントを作成・

編集する

9.コメント登録・

更新

コメント

情報

10.コメント検索

11.コメントを検索する

12.コメント検索
コメント

情報

■開発要件：コメント

コメントについても、eCTD v3.2.2 ビュー

アと同様の機能がeCTD v4.0 ビューアに

必要。

13.eCTDツリーから試験データ

格納場所(m5フォルダ)を開く

コメントは、「個人用」と

「共有」の2種類がある。

14.StudyID比較
試験

データ

15.コンテンツ管理

機能呼出
コンテンツ

管理機能

16.コンテンツ管理

画面表示

17.試験データ閲覧・

ダウンロード

■開発要件：試験データ表示

eCTD v4.0 ビューアでも、申請

電子データシステムのコンテ

ンツ管理機能を呼び出せる

必要がある。
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All the contents are subject to change

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

1 新医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
1-e 照会 開発範囲 無し 更新者 更新日

目的

概要

備考

無

有

Pegasusの照会機能は、審査終了のステータスになると利用できないため、部会以降の照会事項は、メールなどで伝達される。

作業担当 審査担当者
Pegasus 申請電子データシステム

プロセス 2016/6/14
サブプロセス

審査の過程において、PMDAから申請企業に対して質問事項がある場合に行う照会のフローを示す

審査担当者は、Pegasusに質問事項を記載する。Pegasusに登録された質問事項は、申請電子データシステムを通して、申請者に伝達される。
申請者は、申請電子データシステムに回答を登録する。審査担当者は、申請電子データシステムに登録された回答をPegasusで確認する。

申請者
情報システム

1.Pegasusに接続する

2.ログイン認証

3.品目一覧表示

4.品目選択

5.品目詳細表示

6.照会イベント登録

7.照会事項登録

8.申請電子データ

システム連携

9.照会情報登録

11.申請電子データシステム

に接続する

12.照会事項表示

13.照会事項確認

17.照会回答登録

18.Pegasusへ連携

19.照会回答登録

20.照会回答表示

21.照会回答確認

10.照会事項を伝達する

16.照会回答入力

14.資料提出

15.[1‐b提出]のフローに

従い資料を提出する

ここで提出するのは、eCTDでは

あるが、「改訂版」ではなく、改

訂の内容を事前にPMDAで確

認するために提出する「ドラフト

版」であることが多い。
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All the contents a e subject to change

Copy ght 2017  独）医薬品医療機器総合機構

1.新医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
1-f 改訂版提出 ドラフト版提出も含む 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

申請電子データシステム

v3.2.2   

       v4.0

        NG

     OK

NG        NG

OK

プロセス 2016/6/14
サブプロセス

申請者がeCTDを改訂し、提出する場合のフローを示す。

申請者が申請電子データシステムを使用して、改訂版eCTDを提出。申請電子データシステムは、提出されたeCTDのチェックを行い、問題が無ければ取込を行う。
取込まれたeCTDは、審査担当者が確認を行う。

作業担当 申請者
eCTD v3 2 2 取込ツール ストレージ eCTDビューアシステム

審査担当者
情報システム

1.申請電子データシステム

に接続する

2.ログイン認証

3.対象品目の提出予告を

選択する

申請者

情報

4.提出予告

画面表示

5.提出物情報を設定し

提出予告を登録する

6.提出予告

情報登録
予告情報

7 審査担当者に提出許可

を依頼する

8.申請電子データシステム

に接続する

9 ログイン認証

10.提出予告品目を選択し、

ロック解除を実施する

11.提出予告

ロック解除
予告情報

12.ロック解除したことを

伝達する

13.提出物を指定し

アップロードする

14.ウイルスチェック・

署名検証

19.eCTD v3.2.2

取込ツール呼出

21.バリデーション

チェック

20 eCTDコンテンツ

格納

eCTD v3.2.2

コンテンツ

品目情報23.品目情報更新

22.チェック結果

25 バリデーション

結果表示

予告情報

26 バリデーション

結果確認する

24.提出予告

情報更新

eCTD v3.2.2

コンテンツ
eCTDコンテンツ

削除

15.eCTD Ve .

16.バリデーション

チェック

17.チェック結果

18.eCTDコンテンツ

格納

eCTD v4.0

コンテンツ
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All the contents are subject to change

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

1 新医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
1-g 専門協議開始(オンライン) 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

「1-g.専門協議開始(オフライン)」シート

OK

NG

作業担当 審査担当者 eCTD担当
eCTD v3.2.2 出力ツール オンライン専門協議システム

プロセス 2016/6/14
サブプロセス

外部専門員と専門協議を行う場合のフローを示す。

審査担当者は、専門協議の期間・依頼する外部専門員を選定する。選定された外部専門員は、テストアカウントでオンライン専門協議システムにテスト接続を行い、接続できればオンラインで、接続できなけ
ればオフライン(メディア)による専門協議を行う。審査担当者は、オンラインIDまたはメディアを準備し、外部専門員に発送する。専門協議が終了すると、メディアの返却、オンライン専門協議資料の削除などの

共用LANヘルプデスク 外部専門員
情報システム

オンライン専門協議開始設定

1.専門協議期間・

外部専門員を選定する

2.外部専門員に

テスト接続を依頼する

3.テスト接続を実施し

結果を回答する

4.オンライン

5.オンライン専門協議環境

構築をeCTD担当に依頼

6.リモートデスクトップでeCTD

ビューアサーバに接続

7.eCTD出力ツールを

起動し出力実行

8.専門協議用

ファイル出力

9.専門協議用ファイルを

専門協議サーバに配置

10.外部専門員用アカウント

およびアクセス権付与を依頼

12.専門協議用ファイル

へのアクセス権付与

14.審査担当者に外部専門

員アカウントIDを伝達する

15.外部専門員に

アカウント情報を郵送する

16.アカウントを使用しオンライ

ン専門協議システム接続

17.eCTD

コンテンツ表示

18.eCTDを閲覧

専門協議実施

専門協議用

eCTD

専門協議用

eCTD

専門協議用

eCTD

■開発要件：オンライン専門協議開始設定

審査担当者からeCTD担当者への連絡、手動によるツールの実行、手動によるファイ

ルの配置、アクセス権の設定など、運用手数が多いため、これを削減したい。

審査担当者がeCTD審査システムで専門協議の時期・外部専門員を設定すると、スト

レージ上の外部専門員ごとの領域に専門協議用ファイルを自動的に出力する機能

を盛り込む。

外部専門員のアカウントはActiveDirectoryで管理するが、eCTD審査システムで

ActiveDirectoryからID情報を取得し、画面に表示することで、審査担当者が能動的

にID情報を把握し、速やかに外部専門員にIDを発送できるようにする。

また、専門協議を依頼した専門員の履歴を管理し、過去の専門協議をどの専門員と

どのような形態で行ったかを画面で確認できる機能も必要。

アカウント情報の自動メール発送機能

も考えられるが、外部専門員への対応

姿勢を鑑み、自動化はしない。

11.外部専門員用

アカウント作成

13.外部専門員

閲覧環境整備

オンライン専門協議環境は、Windowsリ

モートデスクトップであり、各専門員ごと

のデスクトップにeCTDファイルへのショー

トカットを配置する作業がある。

外部専門員は、VPNサーバに接続し、認証す

ることでオンライン専門協議システムサーバ

に接続できるが、VPNサーバで認証できれば、

オンライン専門協議サーバにはシングルサイ

ンオンで認証・接続できる。

専門協議開始前に、外部専門

員のPCから専門協議システム

への接続が行えるかどうかの

テスト接続を行う。テスト接続

用のアカウントを使用する。
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All the contents are subject to change

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

1 新医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
1-g 専門協議開始(オフライン) 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

「1-g.専門協議開始(オンライン)」シート

NG

OK

プロセス 2016/6/14
サブプロセス

外部専門員と専門協議を行う場合のフローを示す。

審査担当者は、専門協議の期間・依頼する外部専門員を選定する。選定された外部専門員は、テストアカウントでオンライン専門協議システムにテスト接続を行い、接続できればオンラインで、接続できなけ
ればオフライン(メディア)による専門協議を行う。審査担当者は、オンラインIDまたはメディアを準備し、外部専門員に発送する。専門協議が終了すると、メディアの返却、オンライン専門協議資料の削除など

作業担当 審査担当者 eCTD担当 共用LANヘルプデスク
情報システム

外部専門員
eCTD v3.2.2 出力ツール eCTDビューアシステム

メディア作成・登録

メディア作成・登録

5.リモートデスクトップでeCTD

ビューアサーバに接続

6.eCTD出力ツールを

起動し出力実行

7.専門協議用

ファイル出力

専門協議用

eCTD

1.専門協議期間・

外部専門員を選定する

2.外部専門員に

テスト接続を依頼する

3.テスト接続を実施し

結果を回答する

4.オンライン

8.出力したeCTDを

メディアに焼き付け

9.メディアを発送する

19.eCTD閲覧

専門協議実施
10.メディアを発送したこと

をeCTD担当に連絡する

11.eCTDビューアシステム

に接続する

13.対象品目の貸出状況

ページを開く

12.申請済品目

一覧表示

14.貸出状況登録

画面表示

15.貸出メディア

情報を入力

16.貸出情報更新
メディア

貸出情報

17.貸出状況更新

した旨を伝達

18.貸出状況表示確認

■開発要件：メディア作成・登録

審査担当者がeCTD審査システムの操作のみで、赤四角部分のフ

ローが完了するように、機能を検討する。

審査担当者が外部専門員と貸出情報を登録すると、焼付用コンテン

ツが生成され、ダウンロードできるようにフローを変更する、など。

専門協議用ファイル出力にツール類は使用せず、eCTD審査システム

の機能として出力を行う。

専門協議開始前に、外部専門

員のPCから専門協議システム

への接続が行えるかどうかの

テスト接続を行う。テスト接続

用のアカウントを使用する。
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All the contents are subject to change

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

1 新医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
1-h 専門協議終了(メディア返却) 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

プロセス 2016/6/14
サブプロセス

専門協議終了後、貸出していたメディアが返却された場合のフローを示す。

専門協議が終了すると、メディアの返却、オンライン専門協議資料の削除などの作業を実施する。

作業担当 審査担当者 eCTD担当 共用LANヘルプデスク
情報システム

外部専門員
eCTD v3.2.2 出力ツール eCTDビューアシステム

メディア返却

1.専門協議用メディアを

返却する

2.返却された旨を

eCTD担当に連絡する

3.eCTDビューアシステムに

接続し貸出状況を更新

4.貸出情報更新
メディア

貸出情報

5.貸出状況更新した

旨を連絡する

6.メディア廃棄

■開発要件：メディア返却

eCTD 審査システムでも本フローが実現で

きること。

■開発要件：未返却メディアリマインド

現在は、存在しない業務。現状では、貸出したメディアの返

却について管理がされていないため、情報管理の面で問題

がある。

外部専門員に貸出したメディアがいつまでも返却されてい

ないものについて、eCTD審査システムの貸出情報から抽出

し、審査担当者に確認を促すメールを自動送付する。

メールを受信した審査担当者は、外部専門員にメディアの

返却を求め、管理性の向上が期待できる。

12 / 32 ページ



All the contents are subject to change

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

1 新医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
1-h 専門協議終了(終了処理) 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

 不可

可

プロセス 2016/6/14
サブプロセス

専門協議終了後、オンライン専門協議サーバから専門協議用コンテンツを削除するフローを示す。

専門協議が終了すると、メディアの返却、オンライン専門協議資料の削除などの作業を実施する。

作業担当 審査担当者 eCTD担当 共用LANヘルプデスク
情報システム

外部専門員
eCTD v3.2.2 出力ツール オンライン専門協議システム

専門協議終了処理

1.終了日から一定期間経

過している品目を確認

3.削除可否判断

5.コンテンツ手動削除
専門協議用

eCTD

■開発要件：専門協議終了処理

審査担当者が設定した専門協議終了予定日をもとに、システムで自動的にオ

ンライン専門協議サーバからコンテンツを削除する仕組みを構築する。

終了予定日が近づいた場合は、審査担当者に終了日に変更が無いかの確認

を促すメールを自動送付し、必要に応じて終了予定日を延長させることで、コ

ンテンツの引き上げを防ぐことを可能とする。

※リマインドメールの送信対象条件および終了判定条件などは、審査業務の

状況により異なるため、今後検討が必要。

2.専門協議サーバから削

除してよいか確認する

4.削除可否
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All the contents are subject to change

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

作成者 PMDA 作成日

目的

備考

有

無

業務名 2016/6/10
ジェネリック医薬品の申請から承認までのフローを示す。

基本的には、新医薬品の申請・承認審査業務フローと同じであるが、各業務の名称は新医薬品のものと異なる場合がある。また、各業務の詳細フローの内容においても、新医薬品と異なる箇所がある。
記載しているフローは一般的な業務の流れであり、実際の審査過程においては順序の前後変更はありうる。

作業担当 申請者 PMDA 外部専門家 厚生労働省

2.ジェネリック医薬品申請・承認審査

2‐b,2‐c.申請・提出

2‐h.専門協議終了

2‐f.改訂版提出

2‐f.改訂版提出

2‐d.審査(資料閲覧)

2‐e.照会

2‐e.照会

2‐g 専門協議開始(オンライン/オフライン)

2‐a.申請予告

1.申請予告

3.提出物作成

(FD/eCTD/試験データ)

2.申請予告受付

9.照会事項送付

12.初回面談

10.照会事項回答

11.照会事項回答確認

7.予備調査

16.専門協議

14.専門協議

開催準備・資料発送
15.専門協議資料閲覧

19.照会事項送付20.照会事項回答

22.eCTD改訂版提出

21.回答確認

23.審査終了・

審査結果通知

24.部会審議

薬事分科会審議

30.承認31.承認書受領

13.eCTD改訂版提出

6.審査担当者決定

8.本調査

2‐f.改訂版提出

26.照会事項送付27.照会事項回答

29.eCTD改訂版提出

28.回答確認

25.照会事項

17.専門協議資料返却18.専門協議終了手続

4.登録申請・資料提出 5.申請受付

ジェネリック医薬品の審査は、

チームレベルではなく担当者レ

ベルで行われる。
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All the contents are subject to change

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

2 ジェネリック医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
2-a 申請予告 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考
申請電子データシステムは、現時点の通知上、新医薬品のみの申請利用に限定されている。

作業担当 申請者 審査業務部
eCTDビューアシステム

プロセス 2016/6/13
サブプロセス

申請者がジェネリック医薬品の新規申請予約を行うフローを示す。

申請者は、FAXにてPMDA窓口(審査業務部)に申請予約を行う。提出予定にeCTDが含まれる場合は、審査業務部はeCTDビューアシステムを使用し、eCTD受付番号を発番し、申請者に伝達する。
申請者は、発番されたeCTD受付番号を作成中のeCTDに埋め込み、後に提出する。

情報システム

eCTD受付番号管理

3.審査業務部用

メニュー表示

1.FAXで申請予告を行う

8.品目情報を入力する

10.eCTD受付

番号発番

eCTD (v3.2.2)

受付番号

11.eCTD受付

番号表示

13.eCTD受付番号を確認

品目情報

■要件事項：eCTD受付番号管理

現在のフローでは、eCTD受付番号の管理は、eCTDビューアシステムが担当してい

るが、このシステムではeCTD v3.2.2用の受付番号のみ管理する。

将来、ジェネリック医薬品等の申請がeCTD v4.0で提出される場合に備え、「eCTD審

査システム」にeCTD v4.0 受付番号の管理機能を持たせる。

eCTD受付番号は発番だけでなく、申請予告取消に起因する欠番、復活も行う。

v3.2.2用とv4.0用で異なる番号体系となる予定。

※v3.2.2用受付番号管理については、現状のフローを踏襲する。

発番されたeCTD受付番号は、

申請者側でeCTD内に埋め込む。

2.eCTDビューアシステム

に接続する

4.発番状況一覧を選択する

5.発番状況

一覧表示

6.eCTD受付番号

発番画面を開く

7.品目情報入力

画面表示

9.品目情報登録

12.eCTD受付番号を

申請者に伝達する
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A l the contents are subject to change

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

2 ジェネリック医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
2-b 2-c 申請・提出 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

eCTD v3.2.2 取込ツール

NG NG

OK

申請電子データシステムは、現時点では新医薬品の申請利用にのみ限定されているため、新医薬品の申請・提出とフローが異なる。

作業担当 申請者 審査業務部
情報システム

Pegasus ストレージ eCTD ビューアシステム

申請者は、「eCTDカバーレター」と「承認申請書(FD)」を印刷し、メディアに焼付けたeCTDと共に、PMDAの窓口(審査業務部)に提出する。審査業務部で紙資料に判を押下し、申請受付票を申請者に発出することで、申請
を受け付けた状態となる。受付時には、提出されたFDファイルをPegasusに取込ませる処理を行い、システム受付番号を発番、申請者に申請受付票とともに提示する。

プロセス 2016/6/17
サブプロセス

申請者がジェネリック医薬品の正式申請を行う場合のフローを示す。

eCTD取込

1.承認申請書(FD)・eCTDカ

バーレターを印刷する

2.FD電子ファイル・eCTD・

紙書類を提出する

3.eCTDビューアシステム

サーバにメディアをセット

11PegasusにFDファイルを

取込させる

12.FD取込 FDファイル

14.システム

受付番号発番

13.申請品目登録

システム

受付番号

15.システム

受付番号表示

25.申請書類受領

システム受付番号確認

4.eCTDビューアシステム

サーバで取込ツール起動

5.eCTDコンテンツ

格納
eCTD
v3.2.2

6.バリデーション

チェック

品目情報10.品目登録

7.チェック結果
eCTD
v3.2.2

8.eCTDコンテンツ

削除

8．取込不可の旨

を伝達する

9.eCTD修正

24 紙申請書類に押印および

システム受付番号を伝達

■開発要件：eCTD v4.0 取込機能の追加

事前評価相談用のeCTDが今後、eCTD v4.0で提出されることに備えるため、

eCTD審査システムにバリデーションおよび取込機能を持たせたい。

※バリデーションおよび取込機能について、v3.2.2は現状のフローを踏襲

16.eCTDビューアシステム

に接続する

17.審査業務部用

メニュー表示

18.品目情報一覧

を選択する

19.品目情報

一覧表示

20.対象品目の

編集を選択する

21.編集画面表示

22.システム受付番号

を設定する

23.品目情報更新 品目情報
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Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

2 ジェネリック医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
2-d 審査(資料閲覧) 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

有

無

有

無

プロセス 2016/6/13
サブプロセス

申請された品目に添付された資料(eCTD)を審査員が閲覧するフローを示す。

審査担当者は、eCTDビューアシステムにログインし、品目一覧から資料を閲覧する対象を選択する。eCTD v3.2.2 ビューアは、指定された品目のeCTDを表示する。

ジェネリック医薬品の添付資料には、試験データは含まれないため、フロー記載無し。

作業担当 審査担当者
情報システム

eCTDビューアシステム e D v3.2.2 ビューア ストレージ 申請電子データシステム

コメント

eCTD表示

ビューア呼出

品目管理

閲覧用システム

ユーザ管理

2.ログイン認証

4.eCTD v3.2.2 

ビューア呼出

一覧から特定品目のeCTD

[表示]リンクをクリックする

1.eCTDビューアシステム

に接続する

ユーザ

情報

ログイン認証は、各端末の

Windowsログインアカウントでシン

グルサインオン。eCTDビューアシス

テムでユーザごとの権限を保持し

ており、各権限で操作可能事項が

異なる。

■開発要件：ユーザ管理(eCTD審査システ

ム)

eCTD審査システムでは、システム利用

ユーザの管理は行わず、Pegasusで持つ

職員情報を利用するようにしたい。

■開発要件：閲覧用システム(eCTD審査システム)

eCTDビューアシステムに代わる新しいシステム「eCTD審査システ

ム」を構築し、審査員がeCTDの閲覧や専門協議の設定を行う場合

には、eCTD審査システムを使用する。eCTD v3.2.2 移行期間まで、

eCTDビューアシステムの運用は継続するが、審査員は操作しない。

3.申請済品目

一覧表示
品目情報過去に申請された全ての

品目の一覧を表示する。

■開発要件：申請品目管理・一覧(eCTD審査システム)

eCTD審査システムでは、申請された品目の管理は行わず、Pegasusをマスタ

サイトとして、品目情報を取得し、一覧を生成する。

一覧の生成にあたっては、審査ステータス(審査中/承認済)ごとに一覧を分

け、各一覧の初期表示は、審査員の審査分野に応じて、絞り込む。審査員

が希望すれば、ボタンの押下などにより、全件表示も可能とする。

■開発要件：ビューア呼出

eCTD v.3.2.2とeCTD v4.0 は表示用サイトが異なる想定である。

その場合、eCTD審査システムでは、対象品目のeCTDのバー

ジョンにより、呼び出すeCTDビューアを判断する必要がある。

5.eCTD表示
eCTD

コンテンツ

6.eCTDを閲覧する

■開発要件：eCTD表示

eCTD v3.2.2 ビューアと同様の機能を持つeCTD v4.0 ビューアが

必要。eCTDの表示には、eCTD v4.0 特有の仕様であるUUID/OID

を申請電子データシステムから取得する機能も必要である。

7.コメント有無

8.コメントを作成

・編集する

9.コメント登録

・更新

コメント

情報

10.コメント検索

11.コメントを検索する

12.コメント検索
コメント

情報

■開発要件：コメント

コメントについても、eCTD v3.2.2 ビュー

アと同様の機能がeCTD v4.0 ビューア

に必要。

コメントは、「個人用」と

「共有」の2種類がある。
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2 ジェネリック医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
2-e 照会 開発範囲 無し 更新者 更新日

目的

概要

備考
申請電子データシステムは、新医薬品のみの申請利用に限定されているため、新医薬品と照会の方法が異なる。

作業担当 審査担当者
情報システム

申請者
Pegasus 申請電子データシステム

プロセス 2016/6/14
サブプロセス

審査の過程において、PMDAから申請企業に対して質問事項がある場合に行う照会のフローを示す

審査担当者は、申請者にFAXで照会事項を送付すると共に、Pegasusに照会事項を記録する。申請者は、FAXで照会事項への回答を行い、審査担当者はその回答をPegasusに記録する。

1.Pegasusに接続する

2.ログイン認証

3.品目一覧表示

4.品目選択

5.品目詳細表示

6.照会イベント登録

7.照会事項登録

9.照会事項確認

13.照会回答登録

14.照会回答確認

8.照会事項FAX送信

12.Pegasusへ回答登録

10.FAXにて照会回答

11.回答受領
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2 ジェネリック医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
2-f 改訂版提出 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

eCTD v3.2.2 取込ツール

NG NG

OK

申請電子データシステムは、新医薬品の申請利用にのみ限定されているため、新医薬品の申請・提出とフローが異なる。

作業担当 申請者 審査業務部
情報システム

Pegasus ストレージ eCTD ビューアシステム

申請者が改訂版eCTDを焼付けたメディアをPMDAの窓口に提出。審査業務部は、提出されたeCTDをeCTD取込ツールを使用して取込む。

プロセス 2016/6/17
サブプロセス

申請者が改訂版のeCTDを提出する場合のフローを示す。

eCTD取込

1.eCTDカバーレター(紙)・

eCTDメディアを提出する

2.eCTDビューアシステム

サーバにメディアをセット

3.eCTDビューアシステム

サーバにて取込ツール起動

4.eCTDコンテンツ

格納

eCTD
v3.2.2

5.バリデーション

チェック

品目情報10.品目登録

6.チェック結果
eCTD
v3.2.2

7.eCTDコンテンツ

削除

8.取込不可の旨

を伝達する

9.eCTD修正

■開発要件：eCTD v4.0 取込機能の追加

ジェネリック医薬品のeCTDが今後、eCTD v4.0で提出されることに備えるた

め、「eCTD審査システム」にeCTD v4.0のバリデーションおよび取込機能を持

たせたい。

※バリデーションおよび取込機能について、v3.2.2は現状のフローを踏襲

11.eCTDカバーレター(紙)

に押印

12.eCTDカバーレター(紙)

受領
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2 ジェネリック医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
2-g 専門協議開始(オンライン) 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

「2-g.専門協議開始(オフライン)」シート

OK

NG

プロセス 2016/6/14
サブプロセス

外部専門員と専門協議を行う場合のフローを示す。

審査担当者は、専門協議の期間・依頼する外部専門員を選定する。選定された外部専門員は、テストアカウントでオンライン専門協議システムにテスト接続を行い、接続できればオンラインで、接続できなけ
ればオフライン(メディア)による専門協議を行う。審査担当者は、オンラインIDまたはメディアを準備し、外部専門員に発送する。専門協議が終了すると、メディアの返却、オンライン専門協議資料の削除など

新医薬品の専門協議とフローは変わらない。

作業担当 審査担当者 eCTD担当 共用LANヘルプデスク
情報システム

外部専門員
eCTD v3.2.2 出力ツール オンライン専門協議システム

オンライン専門協議開始設定

1.専門協議期間・

外部専門員を選定する

2.オンライン専門協議システ

ムにテスト接続を依頼する

3.テスト接続を実施し

結果を回答する

4.オンライン

5.オンライン専門協議環境

構築をeCTD担当に依頼

6.リモートデスクトップで

eCTDビューアサーバに接続

7.eCTD出力ツールを

起動し出力実行

8.専門協議用

ファイル出力

9.専門協議用ファイルを

専門協議サーバに配置

10.外部専門員用アカウント

およびアクセス権付与を依頼

14.審査担当者に外部専門

員アカウントIDを伝達する

15.外部専門員に

アカウント情報を郵送する

16.アカウントを使用しオンラ

イン専門協議システム接続

17.eCTDコンテンツ

表示

18.eCTDを閲覧

専門協議実施

専門協議用

eCTD

専門協議用

eCTD

専門協議用

eCTD

■開発要件：オンライン専門協議開始設定

審査担当者からeCTD担当者への連絡、手動によるツールの実行、手動によ

るファイルの配置、アクセス権の設定など、運用手数が多いため、これを削減

したい。

審査担当者がeCTD審査システムで専門協議の時期・外部専門員を設定する

と、ストレージ上の外部専門員ごとの領域に専門協議用ファイルを自動的に

出力する機能を盛り込む。

外部専門員のアカウントはActiveDirectoryで管理するが、eCTD審査システム

でActiveDirectoryからID情報を取得することで、審査担当者が能動的にID情

報を取得し、速やかに外部専門員にIDを発送できるようにする。

アカウント情報の自動メール発送機

能も考えられるが、外部専門員への

対応姿勢を鑑み、自動化はしない。

12.専門協議用ファイル

へのアクセス権付与

11.外部専門員用

アカウント作成

13.外部専門員

閲覧環境整備

オンライン専門協議環境は、Windowsリ

モートデスクトップであり、各専門員ごとの

デスクトップにeCTDファイルへのショート

カットを配置する作業がある。

外部専門員は、VPNサーバに接続し、認証す

ることでオンライン専門協議システムサーバ

に接続できるが、VPNサーバで認証できれば、

オンライン専門協議サーバにはシングルサイ

ンオンで認証・接続できる。

20 / 32 ページ



All the contents are subject to change

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

2 ジェネリック医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
2-g 専門協議開始(オフライン) 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

「2-g.専門協議開始(オンライン)」シート

NG

OK

プロセス 2016/6/14
サブプロセス

外部専門員と専門協議を行う場合のフローを示す。

審査担当者は、専門協議の期間・依頼する外部専門員を選定する。選定された外部専門員は、テストアカウントでオンライン専門協議システムにテスト接続を行い、接続できればオンラインで、接続できなけ
ればオフライン(メディア)による専門協議を行う。審査担当者は、オンラインIDまたはメディアを準備し、外部専門員に発送する。専門協議が終了すると、メディアの返却、オンライン専門協議資料の削除など

新医薬品の専門協議とフローは変わらない。

作業担当 審査担当者 eCTD担当 共用LANヘルプデスク
情報システム

外部専門員
eCTD v3.2.2 出力ツール eCTDビューアシステム

メディア作成・登録

メディア作成・登録

5.リモートデスクトップで

eCTDビューアサーバ接続

6.eCTD出力ツールを

起動し出力実行

7.専門協議用

ファイル出力

専門協議用

eCTD

1.専門協議期間・

外部専門員を選定する

2.オンライン専門協議システ

ムにテスト接続を依頼する

3.テスト接続を実施し

結果を回答する

4.オンライン

8.出力したeCTDを

メディアに焼き付け

9.メディアを発送する

eCTD閲覧

専門協議実施
10.メディアを発送したことを

eCTD担当に連絡する

11.eCTDビューアシステム

に接続する

13.対象品目の貸出状況

ページを開く

12.申請済品目

一覧表示

14.貸出状況登録

画面表示

15.貸出メディア

情報を入力

16.貸出情報更新
メディア

貸出情報

17.貸出状況更新

した旨を伝達

18.貸出状況表示確認

■開発要件：メディア作成・登録

審査担当者がeCTD審査システムの操作のみで、赤四角部分のフ

ローが完了するように、機能を検討する。

審査担当者が外部専門員と貸出情報を登録すると、焼付用コンテ

ンツが生成され、ダウンロードできるようにフローを変更する、など。

専門協議用ファイル出力にツール類は使用せず、eCTD審査システ

ムの機能として出力を行う。
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2 ジェネリック医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
2-h 専門協議終了(メディア返却) 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

プロセス 2016/6/14
サブプロセス

専門協議終了後、貸出していたメディアが返却された場合のフローを示す。

専門協議が終了すると、メディアの返却、オンライン専門協議資料の削除などの作業を実施する。

新医薬品の専門協議とフローは変わらない。

作業担当 審査担当者 eCTD担当 共用LANヘルプデスク
情報システム

外部専門員
eCTD v3.2.2 出力ツール eCTDビューアシステム

メディア返却

1.専門協議用メディアを

返却する

2.返却された旨を

eCTD担当に連絡する

3.貸出状況を更新する

4.貸出情報更新
メディア

貸出情報

5.貸出状況更新した旨

を連絡する

6.メディア廃棄

■開発要件：メディア返却

eCTD 審査システムでも本フローが実現で

きること。

■開発要件：未返却メディアリマインド

現在は、存在しない業務。現状では、貸出したメディアの返却について管理が

されていないため、情報管理の面で問題がある。

外部専門員に貸出したメディアがいつまでも返却されていないものについて、

eCTD審査システムの貸出情報から抽出し、審査担当者に確認を促すメールを

自動送付する。

メールを受信した審査担当者は、外部専門員にメディアの返却を求め、管理性

の向上が期待できる。

22 / 32 ページ



All the contents are subject to change

Copyright 2017 （独）医薬品医療機器総合機構

2 ジェネリック医薬品申請・承認審査 主管部署 作成者 PMDA 作成日
2-h 専門協議終了(終了処理) 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

不可

可

プロセス 2016/6/14
サブプロセス

専門協議終了後、オンライン専門協議サーバから専門協議用コンテンツを削除するフローを示す。

専門協議が終了すると、メディアの返却、オンライン専門協議資料の削除などの作業を実施する。

新医薬品の専門協議とフローは変わらない。

作業担当 審査担当者 eCTD担当 共用LANヘルプデスク
情報システム

外部専門員
eCTD v3.2.2 出力ツール オンライン専門協議システム

専門協議終了処理
1.終了日から一定期間経過

している品目を確認

3.削除可否判断

5.コンテンツ手動削除
専門協議用

eCTD

2.審査担当者へ

削除可否確認

4.削除可否

■開発要件：専門協議終了処理

審査担当者が設定した専門協議終了予定日をもとに、システムで自動的にオ

ンライン専門協議サーバからコンテンツを削除する仕組みを構築する。

終了予定日が近づいた場合は、審査担当者に終了日に変更が無いかの確認

を促すメールを自動送付し、必要に応じて終了予定日を延長させることで、コ

ンテンツの引き上げを防ぐことを可能とする。

※リマインドメールの送信対象条件および終了判定条件などは、審査業務の

状況により異なるため、今後検討が必要。
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作成者 PMDA 作成日

目的

備考

無

有

業務名 2016/6/10
製薬企業が希望して、事前評価相談を行う場合のフローを示す。

作業担当 製薬企業 PMDA

3 事前評価相談

3‐a.提出予告

3‐b.提出・受付・資料閲覧

6.相談資料作成

(eCTD/試験データ)

7.相談申込

資料提出
8.相談受付

14.評価報告書作成・提示

9.資料の閲覧

3.事前面談

10.照会事項送付11.照会事項回答

15.評価報告書確認

16.必要に応じて面談

17.評価報告書修正・確定18.評価報告書受領

1.依頼書提出 2.相談実施可否判定

13.eCTD改訂版提出

12.eCTD改訂

事前評価相談の照会

事項は、メール・FAX

などで送付する

4.提出予告 5.提出予告受付
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3.事前評価相談 主管部署 作成者 PMDA 作成日
3-a.提出予告 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

プロセス 2016/6/13
サブプロセス

事前評価相談用にeCTDを提出する場合は、企業側が提出する前にeCTD受付番号を発行する。

相談者がeCTDを提出する旨を審査マネジメント部に伝え、審査マネジメント部からeCTD担当にeCTD受付番号の発番を依頼する。

作業担当 相談者
情報システム

(試験環境)eCTDビューアシステム
審査マネジメント部 eCTD担当

eCTD受付番号管理

4.eCTD担当用

メニュー表示

1.eCTD提出を

連絡する

9.相談案件情報

を入力する

11.eCTD受付番号

発番

eCTD 
(v3.2.2)

12.eCTD受付番号

表示

14.eCTD受付番号

を確認

品目情報

■要件事項：eCTD受付番号管理

現在のフローでは、eCTD受付番号の管理は、eCTDビューアシステムが担当してい

るが、このシステムではeCTD v3.2.2用の受付番号のみ管理する。

将来、事前評価相談用資料がeCTD v4.0で提出される場合に備え、「eCTD審査シス

テム」にeCTD v4.0 受付番号の管理機能を持たせる。

※申請品目以外の品目・案件であっても、本番環境のシステムで扱う。

eCTD受付番号は発番だけでなく、申請予告取消に起因する欠番、復活も行う。

v3.2.2用とv4.0用で異なる番号体系となる予定。

※v3.2.2用受付番号管理については、現状のフローを踏襲する。

発番されたeCTD受付番号は、申

請者側でeCTD内に埋め込む。

2.eCTD受付番号

発番を依頼する

5.発番状況一覧

を選択する

6.発番状況

一覧表示

7.eCTD受付番号発番

画面を開く

8.品目情報

入力画面表示

10.案件情報登録

13.eCTD受付番号を

申請者に伝達する

3.eCTDビューアシステム

に接続する

正式申請品目では無いため、相談案件の

eCTD受付番号は「試験環境」のeCTDビュー

アシステムで対応している。
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3 事前評価相談 主管部署 作成者 PMDA 作成日
3-b 提出・受付・資料閲覧 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

      NG

相談担当者

プロセス 2016/6/15
サブプロセス

企業から事前評価相談用に提出されたeCTDを審査担当者が閲覧するためのフローを示す。

企業から提出されたeCTDメディアを取込ツールを使用して取込、オフラインビューア形式(HTML)に変換したeCTDにて、審査員が資料を閲覧する。
eCTDがバリデーションチェックでエラー判定された場合は、eCTDの形ではなく、個別のPDFファイルを開いて閲覧する。

本番環境のeCTDビューアシステムは、正式に申請されたeCTDのみ取り扱うため、事前評価相談・HIV事前評価で提出されたeCTDは、試験環境で取り扱う。
審査員には試験環境を公開していないため、eCTDビューアシステムでeCTDを閲覧するのではなく、オフラインビューア(HTML形式)に変換したeCTDを提供し、ローカルPCで閲覧する。

作業担当 相談者
(試験環境)eCTD v3.2.2 取込ツール (試験環境)eCTDビューアシステム Pegasus

審査マネジメント部 eCTD担当

NG

OK

(試験環境)eCTD v3.2.2 出力ツール

情報システム

1.メディアでのeCTD提出

4.eCTD担当にeCTD

取込を依頼する

5.試験環境のeCTDビューア

システムサーバにRDP接続

6.取込ツールを起動し

取込処理を実行する

7.eCTDコンテンツ

格納

eCTD v3.2.2

コンテンツ

8.バリデーション

チェック

品目情報12.品目登録

9.チェック結果
eCTD v3.2.2

コンテンツ
eCTDコンテンツ

削除

10.取込不可の旨

を伝達する

11.eCTD形式ではなく

個別に資料を閲覧する 13.出力ツールを起動し

閲覧用ファイルを出力

14.オフラインファイル

出力処理

eCTD v3.2.2

コンテンツ

15.出力ファイル群を

審査担当者に送付する

16.審査員端末のローカルで

eCTDを閲覧する

2.Pegasusに

案件登録を行う

3.事前評価相談

案件登録

正式な申請資料では

ないため、審査業務

部では取り扱わない。

正式な申請資料ではないため、

申請電子データシステムでは

なく、メディアで提出される。

相談案件

情報

■開発要件：eCTD v4.0 取込機能、閲覧機能の追加

事前評価相談用のeCTDが今後、eCTD v4.0で提出されることに備えるため、eCTD審査システムにバリデーションおよ

び取込機能を持たせたい。

※申請品目以外の品目・案件であっても、本番環境のシステムで扱う。

また、事前評価情相談案件情報をPegasusから取得し、申請済品目と同じように、一覧を生成する。

審査員は一覧から資料を閲覧する案件を選択し、eCTD  v4.0 ビューアを開き、eCTDを閲覧できるようにする。

また、Pegasus上の当該案件ページにもeCTDビューアへのリンクをもうけ、直接eCTDの内容を閲覧できるようにする。

※v3.2.2は現状のフローを踏襲する
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作成者 PMDA 作成日

目的

備考

業務名 2016/6/10
HIVに関係する医薬品を正式に申請する前に、資料をPMDAが評価する業務についてフローを示す。

抗HIV医薬品を日本で申請するにあたり、すでに海外で提出済みの添付資料(eCTD)が存在する場合は、申請前に提出することが通知で求められている。

作業担当 製薬企業 PMDA

4 HIV事前評価

4‐b.提出・受付・資料閲覧

3.資料作成

(eCTD/試験データ)

4.資料提出 5.資料受領

6.資料閲覧

8.伝達事項確認 7.必要に応じて伝達

4‐a.提出予告

1.提出予告 2.提出予告受付
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4.HIV事前評価 主管部署 作成者 PMDA 作成日
4-a.提出予告 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

プロセス 2016/6/13
サブプロセス

HIV事前評価用にeCTDを提出する場合は、評価依頼者が提出する前にeCTD受付番号を発行する。

評価依頼者がeCTDを提出する旨を評価担当者に伝え、評価担当者はeCTD担当にeCTD受付番号の発番を依頼する。

作業担当 評価依頼者 評価担当者 eCTD担当
情報システム

(試験環境)eCTDビューアシステム

eCTD受付番号管理

4.eCTD担当用

メニュー表示

1.eCTD提出を連絡する

9.案件情報を入力

11.eCTD受付番号

発番

eCTD 
(v3.2.2)

12.eCTD受付番号

表示

14.eCTD受付番号を

確認

品目情報

■要件事項：eCTD受付番号管理

現在のフローでは、eCTD受付番号の管理は、eCTDビューアシステムが担当してい

るが、このシステムではeCTD v3.2.2用の受付番号のみ管理する。

将来、HIV事前評価用資料がeCTD v4.0で提出される場合に備え、「eCTD審査シス

テム」にeCTD v4.0 受付番号の管理機能を持たせる。

※申請品目以外の品目・案件であっても、本番環境のシステムで扱う。

eCTD受付番号は発番だけでなく、申請予告取消に起因する欠番、復活も行う。

v3.2.2用とv4.0用で異なる番号体系となる予定。

※v3.2.2用受付番号管理については、現状のフローを踏襲する。

発番されたeCTD受付番号は、申

請者側でeCTD内に埋め込む。

2.eCTD受付番号

発番を依頼する

5.発番状況一覧

を選択する

6.発番状況

一覧表示

7.eCTD受付番号発番

画面を開く

8.品目情報

入力画面表示

10.案件情報登録

13.eCTD受付番号を

申請者に伝達する

3.eCTDビューアシステム

に接続する

正式申請品目では無いため、案件の

eCTD受付番号は「試験環境」のeCTD

ビューアシステムで対応している。
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4 HIV事前評価 作成者 PMDA 作成日
4-b 提出・受付・資料閲覧 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

G        

プロセス 2016/6/15
サブプロセス

企業からHIV事前評価用に提出されたeCTDを審査担当者が閲覧するためのフローを示す。

本番環境のeCTDビューアシステムは、正式に申請されたeCTDのみ取り扱うため、事前評価相談・HIV事前評価で提出されたeCTDは、試験環境で取り扱う。
評価担当者には試験環境を公開していないため、eCTDビューアシステムでeCTDを閲覧するのではなく、オフラインビューア(HTML形式)に変換したeCTDを提供し、ローカルPCで閲覧する。

作業担当 評価依頼者 評価担当者 eCTD担当
情報システム

(試験環境)eCTD v3.2.2 取込ツール (試験環境)eCTDビューアシステム Pegasus

NG

OK

(試験環境)eCTD v3 2.2 出力ツール

1.メディアでのeCTD提出

2.取込対応依頼

3.試験環境のeCTDビューア

システムサーバにRDP接続

4.取込ツールを起動し

取込処理を実行する

5.eCTDコンテンツ

格納

eCTD v3.2.2

コンテンツ

6.バリデーション

チェック

品目情報11.品目登録

7.チェック結果
eCTD v3.2.2

コンテンツ
8.eCTDコンテンツ

削除

9.取込不可の旨を

伝達する

10.eCTD形式ではなく

個別に資料を閲覧する 12.出力ツールを起動し

閲覧用ファイルを出力

13.オフラインファイル

出力処理

eCTD v3.2.2

コンテンツ

14.出力ファイル群を

審査担当者に送付する

15.オフラインビューア形式

でeCTDを閲覧する

正式な申請資料ではないため、

申請電子データシステムでは

なく、メディアで提出される。

■開発要件：eCTD v4.0 取込機能、閲覧機能の追加

MF申請用のeCTDが今後、eCTD v4.0で提出されることに備えるため、eCTD審査システムにバリデーションおよび取

込機能を持たせたい。

※申請品目以外の品目・案件であっても、本番環境のシステムで扱う。

また、HIV事前評価情報をPegasusから取得し、申請済品目と同じように、一覧を生成する。

審査員は一覧から資料を閲覧する案件を選択し、eCTD  v4.0 ビューアを開き、eCTDを閲覧できるようにする。

また、Pegasus上の当該案件ページにもeCTDビューアへのリンクをもうけ、直接eCTDの内容を閲覧できるようにする。

※v3.2.2は現状のフローを踏襲する
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作成者 PMDA 作成日

目的

備考

無

有

業務名 2016/6/15
原薬を原薬等登録原簿(MF)への登録を目的とした申請から、MF登録、および登録後の製剤審査時のMF審査までのフローを示す。

原薬の審査は、登録時には行わず、その原薬を使用した製剤が申請された時に、製剤と共に審査される。項9以降のフローは、原薬の審査を表すため、[1.新医薬品申請・審査]の業務フローを簡略的に記載してい
る。

作業担当 原薬メーカ PMDA 製薬企業

5 MF登録申請

5‐b.申請・提出・閲覧

5‐a.申請予告

1.申請予告

3.提出物作成

(FD/eCTD)

2.申請予告受付

6.閲覧

4.登録申請・資料提出 5.申請受付

7.MF登録・登録証発行

8.登録証受領

9.登録された原薬を使用した

製剤を申請する

10.審査

11.(原薬に関する部分の)

照会事項FAX送付
12.照会事項回答

14.eCTD改訂版提出

13.eCTD改

15.照会回答確認

16.審査終了

17.承認
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5.MF登録申請 主管部署 作成者 PMDA 作成日
5-a.申請予告 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

プロセス 2016/6/13
サブプロセス

申請者がMFの新規申請の予約を行うフローを示す。

申請者は、FAXにてPMDA窓口(審査業務部)に申請予約を行う。提出予定にeCTDが含まれる場合は、審査業務部はeCTD担当にeCTD受付番号の発番を依頼する。
eCTD担当は、試験環境のeCTDビューアシステムを使用してeCTD受付番号を発番し、審査業務部を経由して申請者に伝達する。申請者は、発番されたeCTD受付番号を作成中のeCTDに埋め込み、後に

作業担当 相談者 審査業務部 eCTD担当
情報システム

(試験環境)eCTDビューアシステム

eCTD受付番号管理

4.eCTD担当用

メニュー表示

1.eCTD提出を連絡する

9.相談案件情報

を入力する

11.eCTD受付番号

発番

eCTD (v3.2.2)

受付番号

12.eCTD受付番号

表示

14.eCTD受付番号を

確認

品目情報

■要件事項：eCTD受付番号管理

現在のフローでは、eCTD受付番号の管理は、eCTDビューアシステムが担当して

いるが、このシステムではeCTD v3.2.2用の受付番号のみ管理する。

将来、MF登録申請用資料がeCTD v4.0で提出される場合に備え、「eCTD審査シ

ステム」にeCTD v4.0 受付番号の管理機能を持たせる。

※申請品目以外の品目・案件であっても、本番環境のシステムで扱う。

eCTD受付番号は発番だけでなく、申請予告取消に起因する欠番、復活も行う。

v3.2.2用とv4.0用で異なる番号体系となる予定。

※v3.2.2用受付番号管理については、現状のフローを踏襲する。

発番されたeCTD受付番号は、

申請者側でeCTD内に埋め込

む。

2.eCTD受付番号

発番を依頼する

5.発番状況一覧

を選択する

6.発番状況

一覧表示

7.eCTD受付番号発番

画面を開く

8.品目情報

入力画面表示

10.案件情報登録

13.eCTD受付番号を

申請者に伝達する

3.eCTDビューアシステム

に接続する

MF申請は医薬品申請扱いではないため、

eCTD受付番号の発番は「試験環境

」のeCTDビューアシステムで対応している。
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5 MF登録申請 主管部署 作成者 PMDA 作成日
5-b 提出・受付・資料閲覧 開発範囲 赤四角部分 更新者 更新日

目的

概要

備考

NG

MF担当者

プロセス 2016/6/15
サブプロセス

申請者が正式に申請を行う場合のフローを示す。

申請者は、「eCTDカバーレター」と「承認申請書(FD)」を印刷し、メディアに焼付けたeCTDと共に、PMDAの窓口(審査業務部)に提出する。審査業務部で紙資料に判を押下し、申請受付票を申請者に発出することで、
申請を受け付けた状態となる。受付時には、提出されたFDファイルをPegasusに取込ませる処理を行い、システム受付番号を発番、申請者に申請受付票とともに提示する。

申請電子データシステムは、現時点では新医薬品の申請利用にのみ限定されているため、新医薬品の申請・提出とフローが異なる。

作業担当 相談者 審査業務部 eCTD担当
情報システム

(試験環境)eCTD v3.2.2 取込ツール (試験環境)eCTDビューアシステム Pegasus

NG

OK

(試験環境)eCTD v3.2.2 出力ツール

2.FD電子ファイル・eCTD・

紙書類を提出する

4.試験環境のeCTDビューア

システムサーバにRDP接続

5.取込ツールを起動し

取込処理を実行する

6.eCTDコンテンツ

格納

eCTD v3.2.2

コンテンツ

7.バリデーション

チェック

品目情報13.品目登録

8.チェック結果
eCTD v3.2.2

コンテンツ
9.eCTDコンテンツ

削除

10.eCTD取込不可の旨を

伝達する

11.eCTD取込不可の旨を

伝達する

■開発要件：eCTD v4.0 取込機能、閲覧機能の追加

MF申請用のeCTDが今後、eCTD v4.0で提出されることに備えるため、eCTD審査システムにバリデーションおよび取込機能を持たせ

たい。

※申請品目以外の品目・案件であっても、本番環境のシステムで扱う。

また、MF申請情報をPegasusから取得し、申請済品目と同じように、一覧を生成する。

審査員は一覧から資料を閲覧する案件を選択し、eCTD  v4.0 ビューアを開き、eCTDを閲覧できるようにする。

また、Pegasus上の当該案件ページにもeCTDビューアへのリンクをもうけ、直接eCTDの内容を閲覧できるようにする。

※v3.2.2は現状のフローを踏襲する

正式な申請資料ではないため、

申請電子データシステムでは

なく、メディアで提出される。

1.承認申請書(FD)・

eCTDカバーレターを印刷

3.eCTD担当にeCTD取込を

依頼する

12.eCTD修正

14.eCTD取込完了を連絡

15.PegasusにFDファイルを

取込させる

16.FD取込

18.システム受付

番号発番

17.申請品目登録

システム

受付番号

19.システム受付

番号表示

21.申請書類受領

システム受付番号確認

20.紙申請書類に押印および

システム受付番号を伝達

22.出力ツールを起動し

閲覧用ファイルを出力

23.オフラインファイル

出力処理

eCTD v3.2.2

コンテンツ

24.出力ファイル群を

審査担当者に送付する

25.オフラインビューア形式

でeCTDを閲覧する
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