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次世代審査・相談体制
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申請時電子データの受付が平成
28年10月から開始され、審査にお
けるデータ利用が進んでいます



平成32年度までのスケジュール（案）
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Task 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

通知・情報発出

審査

申請電子データ
提出確認相談

システム構築

平成26年度
パイロット

平成27年度パイロット

相談試行
（事前面談）

システム構築・パイロットテスト

基本的通知・Q&A

データカタログ

バリデーションルール

FAQ
申請時電子データ提出にかかる経験及び留意
事項に関する説明会

申請時電子データ受入開始

相談枠新設（申請電子データ提出確認相談）

ポータルサイトオープン

10/1

実務的通知・Q&A・技術的ガイド

申請電子データ提出確認相談に関する実施要項

技術的ガイド改正

技術的ガイド改正

データカタログ更新

技術的ガイド改正

FAQ改訂 FAQ英訳版（抄）

経過措置
期間終了

申請時電子データ提出にかかる
経験及び留意事項に関する説明会

3/31

関連情報を随時更新

3.5年の猶予期間（経過措置期間）

経過措置期の終了に向
けた整備

（通知の改正等）



申請電子データ提出に係る主な流れ
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申請電子データ受領

申請電子データ提出

治験相談 申請電子データの提出対象となる試
験又は解析の範囲について議論

バリデーション 別紙8「申請電子データ提出確認相談
資料様式」に基づき、結果を確認

申請

充足性確認 別紙8「申請電子データ提出確認相談

資料様式」に記載されたデータセット
等が提出されているかを確認

新医薬品承認審査予定事
前面談

申請電子データの提出範囲及び承認
申請予定時期等についてのPMDAと
の最終確認
• 別紙8「申請電子データ提出確認相談

資料様式」の最終化

審査員による解析

申請電子データ提出確認
相談

申請電子データに係る技術的な内容
について議論

時期、順番、
回数は様々



本日の内容

1. 申請電子データに関する相談等の経験と留意点
‒ 治験相談

‒ 申請電子データ提出確認相談

2. 申請電子データ受領の経験と提出にあたっての留
意点
‒ 申請電子データの提出及び利用の状況

‒ 申請電子データ提出時の留意点
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本日の内容

1. 申請電子データに関する相談等の経験と留意点
‒ 治験相談

‒ 申請電子データ提出確認相談

2. 申請電子データ受領の経験と提出にあたっての留
意点
‒ 申請電子データの提出及び利用の状況

‒ 申請電子データ提出時の留意点
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治験相談の実施と経過措置期間の終了①

2018/05/10

治験相談

第Ⅰ相試験 第Ⅱ相試験 第Ⅲ相試験 申請

データ提出

7

臨床データパッケージが議論となる治験相談
＋

申請電子データ提出範囲

平成32年4月～

• 平成32年3月31日をもって、申請電子データの一部のみを提出

することでも受入れ可能とする経過措置期間が終了となります。

• 臨床データパッケージが議論となる治験相談時（第Ⅱ相試験終

了後相談、追加相談及び申請前相談等）に併せて申請電子

データ提出範囲を相談することを勧めます。申請予定時期が平

成32年4月以降となる品目は特に留意してください。

臨床試験の例

←印刷資料から追加・更新があったスライドにはマークが付いています



治験相談の実施と経過措置期間の終了②
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治験相談

第Ⅰ相試験 第Ⅱ相試験 第Ⅲ相試験 申請

データ提出

8

追加相談
↑

申請電子データ提出範囲

平成32年4月～
臨床試験の例

• 第Ⅱ相試験終了後相談等により、既に臨床データパッケージ

が合意済みの品目で、申請電子データ提出範囲を確認したい

場合は、基本的に追加相談（場合によっては事後相談）におい

て相談する必要があります。

済



申請電子データ提出範囲について

• 治験相談の相談事項として相談してください。

‒ 申請電子データの提出範囲については、臨床データパッ

ケージが議論となる通常の治験相談において相談する必

要があります。

‒ 申請電子データ提出確認相談では取り扱えません。

• 参考資料等も提出範囲となる可能性があります。

‒ 臨床データパッケージにおける各臨床試験及び解析の位

置づけを踏まえた上で、各種通知等に基づき、申請電子

データの提出範囲を検討してください。

‒ 申請電子データの提出範囲となる試験や解析は、評価資

料だけでなく、参考資料も対象となる場合があります。
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申請電子データ提出範囲について

• 試験だけではなく、各種解析の提出範囲についても

検討してください。

‒ 有効性及び安全性に関する統合解析、臨床薬理領域の

解析（母集団解析、生理学的薬物速度論モデル解析等）

についても、実施済み又は実施予定の解析を相談資料中

に説明してください。

• 提出範囲と考えた根拠を資料中に提示してください。

‒ 臨床試験や解析に関する申請電子データ提出の有無の

みだけではなく、判断理由も併せて相談資料中に説明して

ください。
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本日の内容

1. 申請電子データに関する相談等の経験と留意点
‒ 治験相談

‒ 申請電子データ提出確認相談

2. 申請電子データ受領の経験と提出にあたっての留
意点
‒ 申請電子データの提出及び利用の状況

‒ 申請電子データ提出時の留意点
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申請電子データ提出確認相談の実施状況

• 44社から140件の相談申込があった （2018/3/30時点）。

• 既に複数回の相談が実施されている品目もある

– バリデーションが終了した試験から順次相談、という例も多い

• 各相談の特徴は様々

– 記録あり（有料）、記録なし（無料）

– 企業（内資、外資）

– 様々な疾患領域、ただし抗がん剤領域の品目が多い

– 相談時期（申請まで数ヶ月～1年）

2018/05/10 12

年度 申込み件数

2015年度（2015年5月15日～） 13

2016年度 62

2017年度（～2018年3月30日） 65

計 140

ご都合や
ご相談の内容に合わせて

ご利用頂いています



主な相談内容

• 現時点では多くの相談がバリデーション結果（Errorの内容）
の説明、確認

• その他の相談内容

– 品目（臨床試験）の状況に合わせたデータ格納方法等

• SDTMドメインや変数の構成、カスタムドメインの作成、
SUPPQUALの使用等

– トレーサビリティの説明

– Trial Design Modelへの情報の格納内容

– WHO DDsによるコード化と関連する事項

– SI単位への変換

– 臨床薬理領域のデータの提出方法

– 電子データのファイルサイズ

– 別紙8の記載方法
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複数時点のデータ提出

• 申請電子データは試験単位での提出が必要です。

– 審査中に追加でデータを提出する試験（長期投与試験な

ど）について、経過措置期間中にかかわらず、追加提出時

には承認申請時に提出された申請電子データに追加分の

データを含む形で提出する必要があります。

– 追加分の申請電子データの提出について、基本的に総括

報告書を格納するeCTDのフォルダと試験データを格納する

フォルダを1対1で対応させる必要があります。

– 企業によって総括報告書やデータの作成方法は様々のた

め、確認したい点があれば、申請電子データ提出確認相談

で相談することを勧めます。
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本日の内容

1. 申請電子データに関する相談等の経験と留意点
‒ 治験相談

‒ 申請電子データ提出確認相談

2. 申請電子データ受領の経験と提出にあたっての留
意点
‒ 申請電子データの提出及び利用の状況

‒ 申請電子データ提出時の留意点
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申請電子データの提出状況

• 41品目（26社）の申請に関して申請電子データが提出
されている（2018/3/30時点）

– 受入れに関していくらかの問題はあったが、最終的には全
てのデータが受領できている

• データ提出時のシステムに関する問題

• PMDAのバリデーションにおける“Reject”に相当する違反の検出

• PMDAのバリデーションにおける事前に説明のない“Error”に相当す
る違反の検出

– 品目の特徴

• 内資系企業／外資系企業、新規／一変のいずれも経験あり

• 様々な疾患領域、ただし抗がん剤領域の品目が多い

• 臨床薬理試験データや各種解析の提出もあり
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申請電子データの提出状況

• 申請電子データが提出されている41品目中2品目は、

社内体制の構築・整備に関する申請者側の理由に
より、ゲートウェイシステムの利用が困難であったた
め、システムを用いずに申請電子データが提出され
た。

– 可能な限りシステムを利用してください

• 他56品目が、申請電子データは提出されていないが、
ゲートウェイシステムを用いてeCTD等が提出されて
いる。
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平成28年10月以降、申請電子データの提出数及び
ゲートウェイシステムの利用数は増えている。



審査の道筋をより早い段階でつけることができる。

申請電子データの利用例

実際に行った解析等の事例

① 初回面談事前打合せの前

• 主要な解析の再現

‒ 主要評価項目、重要な副次評価項目、被験者背景の情報、有
害事象

• 審査の論点に関する解析

‒ 効能・効果、用法・用量の妥当性

‒ 解析結果の一貫性（利用モデル、部分集団、カットオフ時点）

‒ 発現頻度が一定以上の有害事象

‒ 個別症例の状況の確認

• 審査の論点抽出のための解析

‒ 有効性、安全性に影響を与える因子の検討

2018/05/10 18



• 焦点を絞った明確な照会事項を送付できる。

• 申請者及び専門委員とのよりスムーズなやり
とりにつながる。

申請電子データの利用例
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実際に行った解析等の事例

② 初回面談事前打合せの後

• 実施した解析内容を共有した上で議論及び検討

• 照会事項に関連する解析
‒ 照会内容の検討

‒ 照会事項回答を踏まえたさらなる検討

③ 専門協議前後

• 専門委員のコメントを受けての追加解析（想定）



申請電子データを利用した解析事例①

• 背景：申請者は体重に応じた用法・用量案を提示。

• 疑問例：体重による用量選択は適切か？

• 体重別の有効性について用量毎の提示及び考察を申請者に照会。

• 体重が有効性に及ぼす影響について審査チームで用量毎に解析。

• その他の要因についても審査チームで探索的に解析。
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薬物A

これまでの審査の例

電子データを用いた審査の例

 申請者に照会事項を提示する前に審査チームで詳細な
検討が可能。

 要因が明確になることにより、解析に関する照会事項を
より具体化できる。



申請電子データを利用した解析事例②
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薬物B

これまでの審査の例

電子データを用いた審査の例

 申請者に照会事項を提示する前にモデルの適格性が
評価可能になり、早い段階でシミュレーション結果を利
用した説明に関する議論に進むことができる。

• 背景：申請者は国内外の試験のデータを利用した母集団薬物動態解析
を提示。

• 疑問例：日本人の予測にも問題なく用いることができるモデルか？

• モデルの評価の際に、日本人と非日本人の部分集団ごとの診断プロット、
Visual predictive check等、確認したいモデル診断の結果が提示されてい
なければ照会。

• 審査チームでもモデル診断を実施し、足りない情報を内部解析で補いな
がらモデルの適格性を評価。



本日の内容

1. 申請電子データに関する相談等の経験と留意点
‒ 治験相談

‒ 申請電子データ提出確認相談

2. 申請電子データ受領の経験と提出にあたっての留
意点
‒ 申請電子データの提出及び利用の状況

‒ 申請電子データ提出時の留意点
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申請電子データ提出時の留意点①

• 申請電子データについて、提出前に資料の最終確認
をお願いします。

‒ 使用した標準のバージョンについて、別紙8、データガイド、

define.xml、申請電子データシステムの記載内容に誤記や

齟齬がないか。

 バリデーション異常や新たなErrorが生じた場合は、データの修正

又は説明の追加が必要となります。

‒ バリデーション結果のErrorについて、別紙8に記載の説明

と同様の内容がデータガイドに記載されているか。

 別紙8で説明されていた内容と異なる場合や、一部が省略されてい

る場合には、データガイドの修正が必要となる場合があります。
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申請電子データ提出時の留意点②

• 申請電子データについて、提出前に資料の最終確認
をお願いします。

‒ define.xmlに記載の参照先のファイルについて、バリデー

ション後にファイル名を変更したり、フォルダから削除したり

していないか。

 バリデーションで新たなErrorが生じた場合は、データの修正又は

説明の追加が必要となります。

‒ 提出されたデータセットや解析ファイルについて、別紙8で
提出予定とされた内容に不足はないか。

 審査チームによる充足性確認において、内容に不足が見つかった

場合は、追加提出が必要となります。
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Analysis Results Metadata提出のお願い

• 多くの審査員は、申請資料（CTD）の解析結果を見て

から、関連するデータの表示や主要な解析結果の

再現に着手します。

• Analysis Results Metadataは、CTDに提示されている解

析結果（図表）と、データセットや解析に使用する変数

との対応が明確であることから、審査でデータを用い

る上で、大変有用です。

• 可能な限り提出を検討してください。

• define.xmlとは別に、PDF形式等にて提出することも

可能です。

2018/05/10 25



おわりに

• 平成32年3月31日をもって経過措置期間が終了しま

す。

• 申請電子データの提出範囲は、臨床データパッケー

ジが議論となる治験相談時に確認してください。

• 平成28年10月から申請電子データ提出が開始され、

申請電子データの受領及び審査における使用が進

んでいます。

• 申請電子データ提出前に、資料の最終確認をお願

いします。

• 今後も審査員と次世代評価手法推進部が協力して、

申請電子データの利用を進めていきます。
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ご清聴ありがとうございました

• 次世代審査・相談体制について（申請時電子データ提出）

– http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-
reviews/p-drugs/0003.html

• 関連通知等

– http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-
reviews/p-drugs/0026.html

• 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）

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

• 新医薬品の申請電子データ提出確認相談

– http://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-
pre/consultations/0040.html

– 実施要項：http://www.pmda.go.jp/files/000215080.pdf
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申請電子データに関するFAQの
主な改訂内容について

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
次世代評価手法推進部
安藤友紀、落合義徳

申請時電子データ提出にかかる
経験及び留意事項に関する説明会



本日の内容

• 申請電子データに関するFAQについて

• 平成30年3月7日付けFAQ改訂内容の説明

1. 申請電子データに関する審査・相談制度につ
いての質問（安藤）

2. ゲートウェイシステムについての質問（安藤）

3. CDISC標準に準拠した申請電子データについ
ての質問（安藤）

4. 臨床薬理領域の申請電子データについての
質問（落合）
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本日の内容

• 申請電子データに関するFAQについて

• 平成30年3月7日付けFAQ改訂内容の説明

1. 申請電子データに関する審査・相談制度につ
いての質問（安藤）

2. ゲートウェイシステムについての質問（安藤）

3. CDISC標準に準拠した申請電子データについ
ての質問（安藤）

4. 臨床薬理領域の申請電子データについての
質問（落合）

2018/05/10 3



FAQの公開及び改訂

• FAQホームページ
（http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-
reviews/about-reviews/p-drugs/0029.html）
– 申請電子データに関して、通知や技術的ガイドに対
する質問、説明会での質疑応答、パイロット協力企
業との面談や申請電子データ提出確認相談の内容、
承認申請等に基づき、補足的な説明を提供

– 内容によっては、その後、技術的ガイドの改訂等に
反映されてきている

– 一定期間（概ね半年）ごとに新規FAQの追加等を検討

42018/05/10



FAQの公開及びこれまでの改訂

• FAQ公開と追加・修正
– 平成27年11月にFAQの提供を開始

• 5つのカテゴリに分けて提供
1. 申請電子データに関する審査・相談制度についての質問

2. 申請電子データとeCTDとの関連についての質問

3. ゲートウェイシステムについての質問

4. CDISC標準に準拠した申請電子データについての質問

5. 臨床薬理領域の申請電子データについての質問

– 平成28年7月、8月、平成29年2月、9月、平成30年3月
に追加及び修正を実施

• これまでの承認申請、申請電子データ提出確認相談での
経験や、ゲートウェイシステムの改修状況等を反映

2018/05/10 5

本日の解説内容



本日の内容

• 申請電子データに関するFAQについて

• 平成30年3月7日付けFAQ改訂内容の説明

1. 申請電子データに関する審査・相談制度につ
いての質問（安藤）

2. ゲートウェイシステムについての質問（安藤）

3. CDISC標準に準拠した申請電子データについ
ての質問（安藤）

4. 臨床薬理領域の申請電子データについての
質問（落合）

2018/05/10 6



今回追加・改訂されたFAQ

• 申請電子データに関する審査・相談制度についての質問
– 承認審査予定事前面談後の資料提出方法
– 別紙8修正版の提出方法
– 機構におけるバリデーションの内容
– 提出確認相談時の提出資料

• ゲートウェイシステムについての質問
– GWシステムにおける転送方法
– GWにより電送可能なファイルの容量

• CDISC標準に準拠した申請電子データについての質問
– SDTM IG v3.1.2 Amendment1使用時のバリデーションの際の留意点
– 外部辞書に関するバリデーション時の留意点
– 複数時点の試験データの提出方法

2018/05/10 7

以下の説明スライドは説明用にまとめたものですので、詳しくは原文をご確
認下さい。



承認審査予定事前面談後の資料提出方法

• 新医薬品承認審査予定事前面談（以下、審査予定事前面談）
までにデータセットの作成やバリデーションが完了していない場
合等は、どのように対応すればよいでしょうか。

• 審査予定事前面談において、対応を個別にご相談ください。
• 審査予定事前面談実施後であっても、新たにErrorに相当する

バリデーションルール違反等が認められ、かつそれらについて
データの修正を行なわない場合には、申請電子データ提出確
認相談にて必要な説明を行う必要がありますのでご留意くださ
い。

2018/05/10 8

FAQ 1-6-1

Q

A

審査予定事前面談実施後の、別紙8の提出方法に関する
質問がありましたので、1-6-2を追加しました

FAQ1-6-1には以下の内容を提示しています



承認審査予定事前面談後の資料提出方法

• 審査予定事前面談終了後に「対面助言、証明確認調査等の実
施要綱通知」の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様
式」（以下、別紙8）を提出する場合、その提出方法及び提出時
期について教えてください。

• 新たにErrorに相当するバリデーションルール違反が認められな
かった場合は、審査予定事前面談終了後に、最終版の別紙8を
メール等で担当審査部に提出してください。

• 新たにErrorに相当するバリデーションルール違反が認められ、
申請電子データ提出確認相談の議論に基づき、別紙8の修正
が必要となった場合は、変更内容を反映した修正版が完成次
第、メール等で担当審査部に提出してください。
申請電子データ提出日までに別紙8の内容について申請者と
PMDAで合意に至っている必要があるため、データ提出を予定
する日の2週間程度前までを目安に、別紙8の最終版又は修正
版を提出することが望ましいです。

2018/05/10 9

FAQ 1-6-2

Q

A



別紙8修正版の提出方法

• 申請電子データ提出確認相談の結果や、実施中であっ
た臨床試験が終了したこと等に伴い、既にPMDAに提出
していた別紙8の修正が必要になった場合、PMDAに修
正内容をどのように連絡すればよいですか。

• 申請電子データ提出確認相談や審査予定事前面談が
後日予定される場合は、相談等の際に、それまでの変
更内容を反映した別紙8の修正版を提出することで差し
支えありません。また、今後相談等が予定されていない
場合は、審査部の担当者にご相談ください。

• なお、審査予定事前面談後に別紙8の最終版又は修正
版を提出する方法についてはQ1-6-2に対する回答もあ
わせてご参照ください。

2018/05/10 10

FAQ 1-14

Q

A

FAQ1-6-2の追加に伴い、FAQ 1-14に参照先として追記しました

下線部の内容を追加しました



機構におけるバリデーションの内容

昨年10月の実務担当者

のためのワークショップで
は、機構が実施する
SDTM、ADaMデータセット

に対するバリデーション
について説明しました。

2018/05/10 11

FAQ 1-24

http://www.pmda.go.jp/files/000220496.pdf

今回、FAQ 1-24にそれらの内容を追記する形で
（define.xmlに限らない内容として）修正しました。



機構におけるバリデーションの内容

• 申請電子データに対してPMDAが実施するCDISC標
準への適合性に関するバリデーションにおいて、ど
のような内容のバリデーションを実施していますか。

• PMDAにおいては、個々のSDTM及びADaMデータ
セットのバリデーションに加え、SDTMデータセットと
ADaMデータセットの整合性に関するバリデーション
も実施しています。

• また、define.xmlに関しては、define.xmlに対する
XMLの構造等のバリデーションに加え、SDTM又は
ADaMデータセットの内容とそれぞれのデータセット
に対するdefine.xmlの内容との間の整合性に関する
バリデーションを実施しています。

2018/05/10 12

FAQ 1-24

Q

A

主に下線部の内容を追加し、それに伴いdefine.xmlに関する記載を修正しました



提出確認相談時の提出資料

• 別紙8の「電子データのCDISC適合性に関する情報」
欄を記入する代わりに、データガイドを添付すること
でもよいでしょうか。

• 「電子データのCDISC適合性に関する情報」欄に記
入すべき情報がデータガイドに漏れなく記載されて
いるのであれば、別紙8にデータガイドを添付して提
出することでも差し支えありません。

• この場合「電子データのCDISC適合性に関する情
報」欄にはデータガイドを添付した旨を明記してくだ
さい。

2018/05/10 13

FAQ 1-26

Q

A



GWシステムにおける転送方法

• UDPポートを利用した通信を行う場合、電子ファイルの
転送はどのように保護されるのでしょうか。また、電子
ファイル転送を確実に行うための方法はどのようなもの
でしょうか。

• ゲートウェイシステムにおけるUDPポートを利用した通信
では、高速かつ確実なファイル転送を実現する通信プロ
トコルを使用しており、電子ファイル転送を行うプロトコ
ルが独自の暗号化を自動的に行うことにより、転送経路
を保護します。

• また、電子ファイル転送中はプロトコルが通信状況を監
視・検証し必要な処理を行います。

• このように、ゲートウェイシステムにおけるUDPポートを
利用した通信は、信頼性・順序性・データ完全性を保証
しない一般的なUDP通信とは異なります。

2018/05/10 14

FAQ 3-9

Q

A

下線部を追加



GWにより電送可能なファイルの容量

• ゲートウェイ提出可能な電子ファイルの容量の
上限はありますか。

2018/05/10 15

FAQ 3-12、3-13

Q

A No. ファイルの種類 1ファイルの
サイズ上限

システム
上の上限

対象となる画面／機能

7 照会事項回答 100MB ○ 「回答登録＜入力＞」
画面の「関連ファイル」

表3-12 ゲートウェイシステムで提出可能なファイルサイズ

照会事項回答の1ファイルのサイズ上限を10MBから100MB
に変更しました



SDTM IG v3.1.2 Amendment1使用時の
バリデーションの際の留意点

• SDTMデータセット作成にSDTM IG v3.1.2 
Amendment1を用いた場合の留意点はある
でしょうか。

2018/05/10 16

FAQ 4-21

Q

機構において当初は、SDTM IG v3.1.2 Amendment1が
使用されている場合には、SDTM IG v3.1.3に対するバ
リデーションを実施することを想定していました。

他のバージョンを用いてバリデーションを実施した事例
も見られたことから、機構の実施状況の説明と留意点
を含める形で、回答を修正することとしました。



SDTM IG v3.1.2 Amendment1使用時の
バリデーションの際の留意点

• PMDAにおいては、SDTM IG v3.1.2 
Amendment1を適用してバリデーションを行う
ことができません。

• 申請者側でも、SDTM IG v3.1.2 Amendment1以
外のSDTM IGのバージョンを適用してバリデー

ションを実施した上で、必要な対応を行い、
データセットの定義書にはバリデーション時に
適用したバージョンを記載してください。

• なお、基本的には、SDTM IG 3.1.3を用いてバリ
デーションを行うことが望ましいです。

2018/05/10 17

FAQ 4-21

A

全体的に修正



外部辞書に関するバリデーション時の留意点

• 同一試験において、複数のバージョンのCDISC標準、

統制用語（CDISC Controlled Terminology ）や外部辞

書を用いた場合に留意する点はありますか。

2018/05/10 18

FAQ 4-27

Q

外部辞書のうち、MedDRAに関しては、
• Define.xmlへのバージョンの記載誤り
• 事前のバリデーション時にMedDRAを設定していな

かったのではないかと思われる例
が見られたため、本FAQの記載にMedDRAを追加して注
意喚起を促したいと考えました。



外部辞書に関するバリデーション時の留意点

• （・・・前略・・・）ゲートウェイシステムでは、データ
セットの定義書に記載されたCDISC標準及び
MedDRA、並びにゲートウェイシステムに登録された
CDISC Controlled Terminology等の単一バージョンを
適用し、バリデーションが実施されます。

• したがって、申請者においてもデータセットの定義書
に記載するSDTM IG、ADaM IG及びMedDRAのバー

ジョン、並びにゲートウェイシステムに登録予定の
CDISC Controlled Terminology等のバージョンを適用

してバリデーションを実施し、必要なデータ修正又
は説明をする必要があります。

2018/05/10 19

A

下線部を追加

FAQ 4-27



複数時点の試験データの提出方法

• 一試験の複数時点の試験
データの提出方法について
は、昨年10月の実務担当者
のためのワークショップでも
考え方をご説明しました。

• その後、主に相談時に試験
の位置付けや各社の状況を
踏まえて対応してきましたが、
特定の推奨事項を設けるこ
とは困難と考えられました。

2018/05/10 20

http://www.pmda.go.jp/files/000220496.pdf

FAQ 4-31

基本的には、留意点のポイントと各社の状況を踏まえて、
個別にご相談いただければと考え、FAQを追加しました。



複数時点の試験データの提出方法

• 承認申請後に、承認申請時点で継続してい
た試験のデータを提出する際、eCTDのM5
の総括報告書及び試験データは、それぞれ
新規（new）のデータとして提出すべきでしょ

うか、それとも承認申請時点で提出したも
のを差換え（replace）にて提出すべきでしょ
うか。

• また、その際の格納方法について留意すべ
き点があれば教えてください。

2018/05/10 21

FAQ 4-31

Q



複数時点の試験データの提出方法

• 基本的には、eCTDのM5の総括報告書及び試験データ
について、追加提出時に別途新規のデータとして、新た
なフォルダに格納することでも、既に提出されていたも
のを差し換えて既存のフォルダに格納することでも提出
可能です。

• いずれの方法がより望ましいかは、試験デザインや個
別の試験における総括報告書及びデータの作成方法に
依存する場合もあると考えられるため、提出方法につい
ては必要に応じて申請電子データ提出確認相談等で相
談してください。

• 基本的には承認申請時点及び追加提出時点のいずれ
においても、eCTDのM5の総括報告書を格納するフォル
ダと試験データを格納するフォルダについて、フォルダ
構造及びそれぞれに格納する情報を1対1で対応させる
ことが必要です。

2018/05/10 22

A

FAQ 4-31



SI単位について

• 実務的通知3.（1）ウに「慣例的に使用されている単位によ
りデータが取得されている場合には、SI単位への変換が可
能なものについては、SDTMデータセット内に標準単位によ
る値としてSI単位に変換後の値を別途格納して提出するこ
と」とありますが、SI単位への変換対象となる変数の範囲
を示してください。（以下略）

2018/05/10 23

FAQ 4-8

Q

SI単位が存在し変換が可能な場合、一様に変換を求め
てきたところですが、血圧等の慣例単位mmHgについて
は変換の必要性等が頻繁に議論されていました。
今回、mmHgによりデータが取得されている場合にSI単
位（Pa）への変換を必須としないという方向で、FAQの修
正を予定しています。

今後修正予定のFAQ



SI単位について

• SDTMのデータセットのうち、Findingsクラスのド
メインに格納される検査項目に係る全ての変
数及びパラメータについて、SI単位が設定され
ているものについてはSI単位での格納を求め
ます。ただし、慣例単位としてmmHgを使用し
てデータが取得されている検査項目（血圧等）
については、SI単位への変換をせず、mmHgに
よるデータのみをSDTMに格納することで差し
支えありません。

2018/05/10 24

A

FAQ 4-8

下線部を追加

今後修正予定のFAQ

もちろん、SI単位による提出も可能です。



2018/05/10 25

本日の内容

• 申請電子データに関するFAQについて

• 平成30年3月7日付けFAQ改訂内容の説明

1. 申請電子データに関する審査・相談制度につ
いての質問（安藤）

2. ゲートウェイシステムについての質問（安藤）

3. CDISC標準に準拠した申請電子データについ
ての質問（安藤）

4. 臨床薬理領域の申請電子データについての
質問（落合）



臨床薬理領域の電子データの提出対象

• 実務的通知Q&Aの問10の（2）②用法・用量の主要な

根拠となる母集団解析とは、どのような解析を指すの

でしょうか。

26

FAQ 5-7

Q

A

2018/05/10

改訂前

• 第Ⅲ相試験のデータを含む母集団解析や検証的試

験の用法・用量の設定根拠となる母集団解析は一般

的に提出対象になると考えられます。

（下線部変更箇所）



臨床薬理領域の電子データの提出対象

• 実務的通知Q&Aの問10の（2）②用法・用量の主要な

根拠となる母集団解析とは、どのような解析を指すの

でしょうか。

27

FAQ 5-7

Q

A

2018/05/10

改訂後

• 第Ⅲ相試験1試験のみのデータを対象とした母集団

解析や第Ⅲ相試験のデータを含む複数試験のデータ

を対象とした母集団解析が該当します。

• さらに、第Ⅲ相試験のデータを含まない母集団解析で

あっても、申請者が検証的試験の用法・用量の設定

根拠と考える母集団解析も該当します。

（下線部変更箇所）



臨床薬理領域の電子データの提出対象
～母集団解析～

282018/05/10

P3

P1

母集団解析データ

第III相試験を含んでいる

母集団解析データは提
出対象

例1 例2

例3

第III相試験は含まなくて

も母集団解析データは
提出対象

母集団解析データ

母集団解析データ

P1 P1

P2

P2P2

P3P3

第III相試験を含む母集団解析

検証試験の用法・用量設定根拠と考える母集団解析

P1P1 P1

P2P2

FAQ 5-7

申請者が検証的
試験の用法・用量
の設定根拠として
説明に用いている
場合



臨床薬理領域の電子データの提出対象

• 基本的通知2（2）アの一般的に有効性、安全性及び用法・
用量の主要な根拠となると考えられる全ての第Ⅱ相試験
及び第Ⅲ相試験（長期投与試験を含む。）の成績の資料
を提出する場合、これらの試験の薬物濃度や薬物動態パ
ラメータ等の臨床薬理領域の解析に関する電子データの
提出は必要でしょうか。

• 提出が必要であれば、その提出形式についても教えてく
ださい。

• 基本的通知2（2）アに示す試験の臨床薬理領域の解析に
関する電子データは提出対象です。

• これらの電子データについては実務的通知3.（2）アに示す
データ標準に従って提出するとともに、実施した解析に応
じて、プログラムや仕様書等の説明文書を実務的通知及
び技術的ガイドにしたがって提出してください。

（下線部変更箇所）
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FAQ 5-9

Q

A

2018/05/10

改訂前



臨床薬理領域の電子データの提出対象

• 基本的通知2（2）アの一般的に有効性、安全性及び用法・
用量の主要な根拠となると考えられる全ての第Ⅱ相試験
及び第Ⅲ相試験（長期投与試験を含む。）の成績の資料
を提出する場合、これらの試験の薬物濃度や薬物動態パ
ラメータ等の臨床薬理領域の解析に関する申請電子デー
タの提出は必要でしょうか。

• 提出が必要であれば、その提出形式についても教えてく
ださい。

• 基本的通知2（2）アに示す試験の臨床薬理領域の解析に
関する申請電子データは提出対象です。

• 実務的通知Q&Aの問12にあるとおり、これらの申請電子
データについてはCDISC標準に準拠した形式で提出すると
ともに、実施した解析に応じて、プログラムや仕様書等の
説明文書を実務的通知及び技術的ガイドにしたがって提
出してください。

（下線部変更箇所）30

FAQ 5-9

2018/05/10

改訂後

Q

A



臨床薬理領域の電子データの提出対象
～標準的な薬物動態解析～

312018/05/10

この部分の臨床
薬理領域の解析
に関するデータも
提出対象か？
提出形式は？

A：
提出対象です。CDISC
に準じた形式で出して
ください。

実施した解析に応じて、
プログラムや仕様書等
の説明文書も提出して
ください。

この部分

より内容が明確になるように追記修正いたしました

FAQ 5-9



標準的な薬物動態解析が実施された試験についての
安全性評価に関する解析データセットの提出の要否

• 実務的通知Q&Aの問11において、日本人と外国人の双方に対して実
施された第Ⅰ相試験及び基本的通知2．（2）イに掲げる資料以外の資

料のうち標準的な薬物動態解析が実施された臨床試験について、必
ずしも有効性及び安全性に関する解析データセットの提出を要しない
場合があると記載されています。

• これらの試験の安全性評価に関して、臨床試験データ（SDTM等）を用

いて、有害事象や臨床検査値データの単純な集計のみ実施されてお
り、解析データセットの形式（ADaM等）に関わらず解析データセットが

作成されていない場合、解析データセットを作成し提出することが必要
となりますか。

• これらの試験の安全性評価に関しては、臨床試験データ（SDTM等）を

用いて、有害事象や臨床検査値データの単純な集計のみが実施され
ており、解析データセットが作成されていない場合は、解析データセッ
トを提出する必要はありません。

32

FAQ 5-31

Q

A

2018/05/10

新規



臨床薬理領域の電子データの提出対象
～安全性データについて～

332018/05/10

A：
臨床試験データ（SDTM等）を用いて単純な集

計のみが実施されており、解析データセットが
作成されていない場合は、解析データセットを
提出する必要はありません。

この部分

臨床試験データ（SDTM等）を用いて、有害事

象や臨床検査値データの単純な集計のみで
解析データセットを作成していない場合、解析
データセットを作成して提出する？

この部分

FAQ 5-31



薬物動態又は薬物動態/薬力学に関する
解析仕様書について

• 技術的ガイド4.2.3.1項に関連して、薬物動

態又は薬物動態/薬力学に関する解析仕様

書に準じて提出すべき情報を含む資料とし

て例示されているPhoenix Projects 
（*.phxproj）のText Outputについて、具体的

にはどのファイルを提出すればよいですか。

• Core outputファイルを提出してください。

34

FAQ 5-32

Q

A

2018/05/10

新規



薬物動態又は薬物動態/薬力学に関する
解析仕様書について

• Phoenix Projects （*.phxproj）のText Output
について、具体的にはどのファイルを提出

すればよいですか。

352018/05/10

Core outputに必要と考える解析の条件が
記載されているため

Core outputを提出
してください

FAQ 5-32



生理学的薬物速度論モデル解析に関する提出
ファイルについて

• 薬物相互作用の検討を目的とした生理学
的薬物速度論モデル解析に関する提出ファ
イルとして、解析報告書中で、申請薬物以
外の薬物（以下「薬物A」とする。）の生理学

的薬物速度論モデルを用いた解析を実施し
ている場合、薬物Aの生理学的薬物速度論

モデルに関するファイルも提出する必要は
ありますか。

• 提出する必要があります。
36

FAQ 5-33

Q

A
2018/05/10

新規



生理学的薬物速度論モデル解析に関する提出
ファイルについて

372018/05/10

PBPKモデル PBPKモデル

PBPK解析による薬物相互作用の検討
の解析報告書

薬物AのPBPKモデルに関す

るファイルも提出する必要
がありますか？

A：
提出する必要があり
ます。

報告書中で検討に利用されているPBPKモデルに関するファイルは、
PMDA内での検討に利用することが考えられるため、

基本的にすべて提出していただく必要があると考えております

申請薬物 申請薬物以外（薬物A）

薬物相互作用検討

FAQ 5-33



おわりに

• 平成28年10月の申請電子データ受付開始以降の

経験を踏まえた「申請電子データに関するFAQ」の
改訂内容についてご説明しました。

• 円滑な申請電子データの受付を行うべく、今後も

FAQや関連通知の発出・改正を行っていく予定です。

• 申請電子データの円滑な受付のためには、今後も

実務担当者の皆様のご理解・ご協力が不可欠です。

今後ともよろしくお願いいたします。

382018/05/10



ご清聴ありがとうございました

• 次世代審査・相談体制について（申請時電子データ提出）
– http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-

reviews/p-drugs/0003.html
• 関連通知等

– http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-
reviews/p-drugs/0026.html

• 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）
– http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-

reviews/p-drugs/0028.html
• 新医薬品の申請電子データ提出確認相談

– http://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-
pre/consultations/0040.html

– 実施要項：http://www.pmda.go.jp/files/000215080.pdf

392018/05/10



臨床薬理領域の電子データ作成・提出時
の留意点について

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

次世代評価手法推進部

木島 慎一

申請時電子データ提出にかかる
経験及び留意事項に関する説明会

2018/05/10



今回の説明の背景

2018/05/10

 現行の通知又は関連文書の内容やその改訂に関して、
昨年10月に実施した実務者向けワークショップ等で説

明をしてまいりましたが、内因性及び外因性因子を検
討した臨床薬理試験の提出や臨床薬理に関係する
SDTMドメインの提出などについて、中身がよくわから

ない、主旨が不明といったご意見もいただいており、再
度、ご説明の機会を用意させていただくことと致しまし
た。



本日の内容

1. 内因性及び外因性因子を検討した臨床薬理試験
の提出（FAQ 5-6 ）に関して

2. 臨床試験とSDTMドメイン（PC、PP）の提出の関係

3. 標準的な薬物動態解析を実施した試験における解
析プログラムの提出に関して

4. 別紙8における「電子データのサイズ」の記載に関
して

2018/05/10



本日の内容

1. 内因性及び外因性因子を検討した臨床薬理試験
の提出（FAQ 5-6 ）に関して

2. 臨床試験とSDTMドメイン（PC、PP）の提出の関係

3. 標準的な薬物動態解析を実施した試験における解
析プログラムの提出に関して

4. 別紙8における「電子データのサイズ」の記載に関
して

2018/05/10



内因性及び外因性因子を検討した臨床薬理試験に関して

2018/05/10

→ 「影響が無いと判断する基準」については、臨床的意義から判断して良いの
ではないか。

→ BEガイドラインを参考に、点推定値が0.9-1.11という基準も加えてほしい。
→実際の臨床薬理試験では「幾何平均の比の90%信頼区間が0.8-1.25を超え

ない」とする基準をもとにした例数設計は行わないことが多く、この基準を適
用した場合、ほぼ全ての試験で「影響あり」と判定されることになるのではな
いか。

寄せられたコメント



2018/05/10

Q

A

実務的通知Q&Aの問10に関して、年齢、・・・等の内因性及び

外因性因子が薬物動態又は薬力学に及ぼす影響を検討した
試験について、試験結果から薬物動態又は薬力学に「影響
がなかった」と判断される試験についても申請電子データの
提出対象でしょうか。

薬物動態及び薬力学に影響がないと判断される試験結果が
得られた試験は提出不要です。申請電子データの提出の要
否を検討する際の薬物動態に及ぼす影響の有無の判断につ
いては、薬物動態パラメータの幾何平均の比の90%信頼区間
が0.8-1.25の範囲内にあること（薬物動態パラメータが対数正

規分布することを仮定）を目安にできる場合があると考えてい
ます。・・・・・・。

FAQ 5-6

内因性及び外因性因子を検討した臨床薬理試験に関して



2018/05/10

データ蓄積の観点からは本来であれば
全ての臨床薬理試験や解析を提出してほしい

しかしながら、企業側の負担も考慮し、審査へ利用される可
能性の観点から、データ提出の範囲を限定。

臨床薬理試験に関する申請電子データについて

等のコメントをいただくことがあるが・・・、

 データ提出の範囲をより限定できないか？

 臨床的に重要な影響が認められなかったと考えられる試
験については提出が不要ではないか？



2018/05/10

データ蓄積の観点からは本来であれば
全ての臨床薬理試験や解析を提出してほしい

しかしながら、企業側の負担も考慮し、審査へ利用される可
能性の観点から、データ提出の範囲を限定。

判断の基準として、BEガイドラインや薬物相互作用ガイドライ
ンの最終案等にも記載されている、幾何平均比の90％信頼
区間が0.8-1.25の範囲にあるか否かを利用している。

各品目に共通して客観的に判断できる基準が必要

内因性及び外因性因子を検討した臨床薬理試験に関して

FAQ 5-6



内因性及び外因性因子を検討した臨床薬理試験に関して

2018/05/10

→ 「影響が無いと判断する基準」については、臨床的意義から判断して良いの
ではないか。

→ BEガイドラインを参考に、点推定値が0.9-1.11という基準も加えてほしい。
→実際の臨床薬理試験では「幾何平均の比の90%信頼区間が0.8-1.25を超え

ない」とする基準をもとにした例数設計は行わないことが多く、この基準を適
用した場合、ほぼ全ての試験で「影響あり」と判定されることになるのではな
いか。

寄せられたコメント

 「影響が無いと判断する基準」という記載が誤解を招いている可能
性があるため、今後記載の修正を検討します。

 各品目に共通して客観的に判断できる基準として0.80-1.25という範

囲を用いておりますが、現時点でこれ以外の基準を用いることは考
えておりません。

 多くの試験が提出となる可能性があることは理解していますが、ご
協力をお願いします。



本日の内容

1. 内因性及び外因性因子を検討した臨床薬理試験
の提出（FAQ 5-6 ）に関して

2. 臨床試験とSDTMドメイン（PC、PP）の提出の関係

3. 標準的な薬物動態解析を実施した試験における解
析プログラムの提出に関して

4. 別紙8における「電子データのサイズ」の記載に関
して

2018/05/10



臨床試験とSDTMドメイン（PC、PP）の提出の関係

2018/05/10

→昨年10月のWSスライドに「臨床薬理領域の申請電子データの提出対象となっ
た試験であるか否かとは無関係で」とあるが、全てのP1試験でSDTM（PC・PP）を
提出するようにも解釈できるがその理解は正しいか？

→ CSRにPPK解析の結果を記載しないような場合、スパースサンプリングによる薬

物濃度データをPCドメインに格納して提出する必要があるか？

寄せられたコメント

昨年10月WSスライド



臨床試験とSDTMドメイン（PC、PP）の提出の関係

2018/05/10

薬物動態パラメータは、それ自体が薬剤に関する特徴を表す
データとしてとらえられることから、薬物濃度データを格納したPC
ドメインに加え、算出された薬物動態パラメータをPP ドメインに格
納して提出すること。

技術的ガイド4.1.7.1

SDTMデータセットには原則として、症例報告書等により収集され
たデータを、対応するSDTM 及びSDTM の実装ガイド
（Implementation Guide：IG）において指定された変数により、各ド
メインに可能な限り格納して提出すること。

実務的通知3.（1）ア①

品目横断的解析などで蓄積されたデータを
使用する可能性があると考えています。



臨床試験とSDTMドメイン（PC、PP）の提出の関係

2018/05/10

実務的通知Q&A12の表 提出対象となった試験のSDTMでは・・・



2018/05/10

PCドメイン：
• 血中濃度に関するデータを収集していれば提出が必要
• 例えば、PPK解析のためのスパースサンプリングでも提出
• その試験のCSRにはPPK解析の結果を記載しない場合（別途PPK解

析の報告書を作成する場合等）であっても提出する

基本的通知の2.（2）アに該当し提出する試験でも同じ対応

提出対象となった試験のSDTMでは・・・

臨床試験とSDTMドメイン（PC、PP）の提出の関係

PPドメイン：
• PKパラメータを算出していれば（PPに格納するデータがあれば）提

出が必要
• ただし、 PPKモデルによる事後推定値は提出する必要はありません

有効性、安全性及び用法・用量の主要な根拠となる
と考えられる全ての第Ⅱ相試験及び第Ⅲ相試験



本日の内容

1. 内因性及び外因性因子を検討した臨床薬理試験
の提出（FAQ 5-6 ）に関して

2. 臨床試験とSDTMドメイン（PC、PP）の提出の関係

3. 標準的な薬物動態解析を実施した試験における解
析プログラムの提出に関して

4. 別紙8における「電子データのサイズ」の記載に関
して

2018/05/10



2018/05/10

解析プログラムの提出に関して（標準的な薬物動態解析）

→ BE、食事の影響の検討等で比の信頼区間を算出した場合は、
解析プログラムの提出は必要？

→比の信頼区間の算出は記述統計量の算出と同様に一般的な
解析手法であると考え、解析プログラムは提出不要、又は解
析仕様書等の提出だけでも良いと考えて問題ないか？

寄せられたコメント



解析プログラムの提出に関して（標準的な薬物動態解析）

2018/05/10

ADPP
TFLｓ

又は相当する
CDISC非準拠データセット 解析プログラム

Analysis Results 
Metadata

薬物動態又は薬力学パラメータの統計学的な検討に用いた解析データセット（記
述統計量の算出のみを行った場合は除く）を提出する。

標準的な薬物動態解析を実施した臨床試験についてCDISC標準に準拠した電子デー
タを提出する場合、臨床薬理領域の解析に関するAnalysis Results Metadataの提出
対象となる解析の例を示してください。

Q

A 標準的な薬物動態解析を実施した場合には、薬物動態又は薬力学パラメータを用い
た統計学的検討結果を示す表等が該当します。

技術的ガイド4.2.2.1①

FAQ 5-30



解析プログラムの提出に関して（標準的な薬物動態解析）

2018/05/10

ADPP
TFLｓ

又は相当する
CDISC非準拠データセット

 統計学的な検討に用いたデータセット

 ただし、記述統計量の算出のみを行っ
た場合は除く

 パラメータを用いた統計学的検
討結果を示す表等の場合提出す
ることが望ましい

解析プログラム

Analysis Results 
Metadata

 データセットやARMと同様に、統計学的検討（分散分析、モデルによ
る線形性の検討等）を行った場合のプログラムは提出の対象になる。

 ただし、記述統計量（平均値、標準偏差、範囲、中央値等）の算出の
みを行った場合にはデータセットの提出は不要なので、プログラムも
提出不要。

技術的ガイド4.2.2.1① FAQ 5-30



解析プログラムの提出に関して（標準的な薬物動態解析）

2018/05/10

ADPC TFLｓ
又は相当する
CDISC非準拠データセット

解析プログラム

ADPP TFLｓ
又は相当する
CDISC非準拠データセット

• PKパラメータを算出する解析（NCA）については、解析プログラ
ムは基本的に提出不要。

• 薬物動態又は薬力学パラメータを用いた統計学的検討につい
ては提出する。

• ただし、記述統計量の算出のみを行った場合には不要。

解析プログラム

昨年10月WSで説明済



2018/05/10

→ BE、食事の影響の検討等で比の信頼区間を算出した場合は、
解析プログラムの提出は必要？

→比の信頼区間の算出は記述統計量の算出と同様に一般的な
解析手法であると考え、解析プログラムは提出不要、又は解
析仕様書等の提出だけでも良いと考えて問題ないか？

比の信頼区間を算出した場合は、解析プログラムの
提出をお願いしています。

なお、解析アルゴリズムの分かる仕様書等の提出で
も差し支えなく、解析仕様書等で解析アルゴリズムが
分かる場合は、解析仕様書等を提出することで差し
支えありません。

解析プログラムの提出に関して（標準的な薬物動態解析）

寄せられたコメント



本日の内容

1. 内因性及び外因性因子を検討した臨床薬理試験
の提出（FAQ 5-6 ）に関して

2. 臨床試験とSDTMドメイン（PC、PP）の提出の関係

3. 標準的な薬物動態解析を実施した試験における解
析プログラムの提出に関して

4. 別紙8における「電子データのサイズ」の記載に関
して

2018/05/10



別紙8の「電子データのサイズ」に関して
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別紙8の「電子データのサイズ」に関して

2018/05/10

寄せられたコメント

→どのくらいの精度の情報を記載す
べきだろうか？

→まだサイズが不明の場合はどうし
たらよいだろうか？

→審査予定事前面談までにサイズ
が確定できないかも・・・。いつまで
に情報が必要だろうか？



別紙8の「電子データのサイズ」に関して

2018/05/10

 まだサイズが不明の場合はどうしたらよいだろうか？

 審査予定事前面談までにサイズが確定できないかも・・・。
いつまでに提出が必要だろうか？

 どのくらいの精度の情報を記載すべきだろうか？

情報が不明である時点では「未定」等として構いません。

申請電子データの提出を予定する日の2週間程度前ま
でを目安に提出していただくことが望ましいです。
提出方法等の詳細はFAQ1-6-2を参照ください。

概ね100MB単位での情報で構いません。
（約X00MB、X.Y GB、等）



ご清聴ありがとうございました
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• 申請電子データの円滑な受付のためには、今後も

実務担当者の皆様のご理解・ご協力が不可欠です。

今後ともよろしくお願いいたします。

• 次世代審査・相談体制について（申請時電子データ提出）
– http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/p-drugs/0003.html

• 関連通知等
– http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/p-drugs/0026.html

• 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）
– http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/p-drugs/0028.html

• 新医薬品の申請電子データ提出確認相談
– http://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/consultations/0040.html
– 実施要項：http://www.pmda.go.jp/files/000215080.pdf



申請電子データ提出に係る経過措置期
間の終了に向けた取組みについて

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

次世代評価手法推進部

西岡 絹恵

申請時電子データ提出にかかる
経験及び留意事項に関する説明会

2018/05/10



申請電子データ提出に係る経過措置期間
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承認申請日が
2016年10月1日

申請電子データ
の受付開始

承認申請日が
2020年3月31日

経過措置期間終了

提出範囲とされた試験・解
析に係る電子データのうち
一部のみを提出する又は
全く提出しないことが可能

承認申請日が2020年4月1日以降

になる場合は、提出範囲とされた
すべての試験・解析に係る電子
データを提出する必要がある

申請電子データ提出に係る経過措置期間が2020年3月31日に終了します

電子データの提出対象となる品目：原則として、局長通知（「医薬品の承認申請
について」（平成26年11月21日付け薬食発1121第2号））の別表２ー（1）に掲げ
る（1）～（7）、（9）、（9の2））の医療用医薬品



申請電子データ提出に関する通知の改正

2018/05/10 3

年度 通知

2013（H25）
年度

日本再興戦略が閣議決定
業界と申請電子データに関する意見交換開始

2014（H26）
年度

基本的通知とそのQ&A発出 （「承認申請時の電子データ提出に関す
る基本的考え方について」） （2014年6月20日）

2015（H27）
年度

・実務的通知とそのQ&A発出 （「承認申請時の電子データ提出に関す
る実務的事項について」） （2015年4月27日）
・技術的ガイド （2015年4月27日）
・対面助言実施要綱の一部改正（申請電子データ提出確認相談開設）

（2015年5月15日）

PMDA HPでFAQ提供開始（2015年11月）。
以降も順次更新。

2016（H28）
年度

・技術的ガイドの一部改正 （2016年6月30日、8月24日）

・受付通知の一部改正（「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行
う審査等業務に係る申請・届出等の受付等業務の取扱いについて」）
（2016年9月6日）
・対面助言実施要綱の一部改正（別紙8の改正） （2016年11月28日）

・申請電子データシステム利用開始
・新医薬品の申請で電子データの提出開始
（2016（H28）年10月1日～）

2017（H29）
年度

・技術的ガイドの一部改正 （2017年9月11日）
・対面助言実施要綱の一部改正（別紙8の改正） （2017年10月2日）

2018（H30）
年度

経過措置期間終了に向けて、通知改正

2019（H31)
年度

経過措置期間終了（2020（H32）年3月31日）

2020（H32)
年度

・原則全ての新医薬品の申請で電子データ提
出（2020（H32）年4月1日～）



経過措置期間終了に向けて検討中の内容
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1. やむを得ない場合のゲートウェイ提出から窓口提出への
切替えについて

2. 申請区分と申請電子データ提出、eCTD、ゲートウェイ利用
の 関係について

3. 承認審査の前に実質的な審査が行なわれる場合の申請
電子データ提出について（先駆け審査品目、事前評価相
談、 HIV感染症治療薬）

4. テスト送信（申請電子データシステムに関する演題で解説）

経過措置期間終了後の申請電子データの提出、受付に支障
が生じないよう、現時点では主に以下の内容について、既存
の通知の改正を含めた対応を検討しています



経過措置期間終了に向けて検討中の内容

2018/05/10 5

1. やむを得ない場合のゲートウェイ提出から窓口提出への
切替えについて

2. 申請区分と申請電子データ提出、eCTD、ゲートウェイ利用
の 関係について

3. 承認審査の前に実質的な審査が行なわれる場合の申請
電子データ提出について（先駆け審査品目、事前評価相
談、 HIV感染症治療薬）

4. テスト送信（申請電子データシステムに関する演題で解説）

経過措置期間後の申請電子データの提出、受付に支障が生
じないよう、現時点では主に以下の内容について、既存の通
知の改正を含めた対応を検討しています



ゲートウェイ提出から窓口提出への切替え

やむを得ない場合のゲートウェイ提出から窓口提出
への切替えについて、

記録媒体の提出期限の変更

実務的通知Q&Aの一部改正

技術的ガイドの一部改正

 FAQの改正（統合及び修正）

受付通知の一部改正

を予定しています。

2018/05/10 6
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FD申請データ、eCTD、申請電

子データのウイルスチェック
が完了したら申請可能

現状

PMDA窓口
（持参又は郵送）

紙資料の
提出

承認申請書
印紙印

FD申請データ
転送

eCTD転送

ゲートウェイ
ウイルス
チェック

ウイルス
チェック

提出予告 申請予定日

GWを介した提出が可能な場合

申請予定日の5週間前から提出予告が可能

ウイルス
チェック

申請電子データ
転送

OK

OK

OK

OK

OK

OK
五月雨

提出不可 ウイルスチェックが完了したら、
順次バリデーション作業に移行

（例）

ゲートウェイ

ゲートウェイ
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紙資料の
提出

承認申請書
印紙印

FD申請データ
転送

eCTD転送

ゲートウェイ

ウイルス
チェック

ウイルス
チェック

提出予告 申請予定日

GWを介した提出が困難な場合

ウイルス
チェック

申請電子データ
転送

OK

現状

記録媒体
の提出

記録媒体
の提出

提出予告後に、ゲートウェイシステムによる提出が困難な資料の電子ファイル
について、記録媒体を申請予定日の午前中にPMDA窓口に提出。

OK

ウイルスチェックで問題がなければ申請受付可とし、問題があれば再提出。

申請予定日の5週間前から提出予告が可能

NG

NG五月雨
提出不可

PMDA窓口
（持参又は郵送）

（例）

ゲートウェイ

ゲートウェイ
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今後

紙資料の
提出

承認申請書
印紙印

FD申請デー
タ転送

eCTD転送

五月雨
提出不可

ウイルス
チェック

ウイルス
チェック

提出予告 申請予定日

GWを介した提出が困難な場合

ウイルス
チェック

申請電子データ
転送

OK

提出予告後に、ゲートウェイシステムによる提出が困難な資料の電子ファイルにつ
いて、記録媒体を申請予定日の1勤務日前までにPMDA窓口に提出し、ウイルス
チェックで問題がないか確認。

申請予定日は、紙で提出すべき資料のみをPMDA窓口に提出

記録媒体
の提出

記録媒体
の提出

申請予定日の
1勤務日前まで

PMDA窓口PMDA窓口

（例）

PMDA窓口

申請予定日の
1勤務日前まで

ゲートウェイ

OK

NG

NG

OK

OK

ゲートウェイ

ゲートウェイ



GWを介した提出が困難な場合の窓口提出のフロー
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申請者

PMDA

申請者

• ゲートウェイを用いて提出する予定であった申請資料を格納した記録媒体と、申請予告受
付票（紙）を、調整した窓口提出日に審査業務部業務第一課に持参又は郵送して提出する。

• 記録媒体の表面には、ゲートウェイ受付番号、申請者名、販売名、申請予定日を、受付票
には赤字で代行と記載する。

PMDA
• ウイルスチェックにより当該ファイルに感染等の問題がないことを確認したら、次世代評価

手法推進部は申請者に記録媒体を返却する。

申請者

• 申請予定日に、書面で提出すべき申請書類を審査業務部業務第一課に持参又は郵送して
提出する。

・ 申請予定日2勤務日前までに、次世代評価手法推進部の代表電話番号に、
① 担当審査部と品目名
② 窓口提出への切替え希望である旨
③ 記録媒体の窓口提出希望日（遅くとも申請予定日の１勤務日前まで）

を連絡する。記録媒体が2枚以上にわたる場合はその旨も伝達する。

・ 次世代評価手法推進部は申請者と窓口提出日の日程調整をする。



緊急時窓口提出の留意点①
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（窓口提出前）

窓口提出する場合でもゲートウェイシステムにおい
て提出予告は必要です。

窓口提出への切替え希望を宣言した後も、可能な限
りゲートウェイシステムによる提出を試みてください。



（窓口提出時）
 申請予定日の1勤務日前に窓口提出する場合は、可能な限り午前中に提

出してください。

 受付票がない場合等、品目が特定できない場合は記録媒体を受領できま
せん。

 電子ファイルの窓口提出に際し、審査業務部業務第一課に事前に連絡す
る必要はありません。（申請日の紙資料の提出については、従来通り予約
が必要）

 FD申請データ、eCTD、申請電子データ及びその他資料について、複数種
類を提出する場合は、それぞれ記録媒体をわけて提出してください。

 ゲートウェイシステムにより送信可能であった種類の資料については窓口
に提出せず、送信できなかった種類の資料の電子ファイルのみを窓口に提
出してください。

 申請電子データ以外の電子ファイルについて、複数種類を窓口に提出する
場合は、一度に纏めて提出してください。

2018/05/10 12

緊急時窓口提出の留意点②



実務的通知のQ&A（既存）
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（答）

可能であるが、バリデーションの早期実施及びファイル管理上の不整合防止
の観点から、原則として、ポータルサイトを介して提出すること。

やむを得ない事情によりPMDA窓口提出を行う場合は、承認申請に併せて提
出すべき全ての電子ファイルを準備し、承認申請時に一括提出すること。提出さ
れた電子ファイルに不足が認められた場合は承認申請受付ができないので留
意すること。また、ポータルサイトで申請予告を行わず、承認申請時にゲートウェ
イシステムを使用せずPMDA窓口で電子ファイルを提出した場合、以降当該申
請に関わる電子ファイルの提出は全てPMDA窓口にて行うこと。

なお、各電子ファイルの到着した日は、実務的通知２．（３）において定めるとお
りであるが、PMDA窓口提出の場合は、PMDAからゲートウェイシステム内サー
バに各電子ファイルを送信しウイルス感染等の問題がないことを確認するため、
PMDA窓口提出後一定の時間を要することについて留意すること。

問４

ポータルサイトで申請予告を行った後、電子ファイル提出等をPMDA窓
口で行うことは可能か。

既存のQ&A 



実務的通知のQ&A（一部改正）
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（答）

やむを得ない事情による場合は可能である。

ポータルサイトを介して提出できなかった資料のみを、承認申請予定
日の一勤務日前までにPMDA窓口に提出すること。

問４

ポータルサイトで申請予告を行った後、何らかの理由でポータルサイト
を介して提出できなかった電子ファイルをPMDA窓口で提出することは
可能か。

下線部が変更箇所既存のQ&Aの一部改正

＊近々改正予定

（答）
できない。当該申請に関わる電子ファイルの提出は全てPMDA窓口にて行うこと。

問４の２

ポータルサイトで申請予告を行わず、承認申請時にゲートウェイシステ
ムを使用せずPMDA窓口で電子ファイルを提出した場合、以降の当該申

請に関わる電子ファイルの提出をポータルサイトを介して行うことはでき
るか。



技術的ガイド（一部改正）
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3.7 やむを得ない事情によりゲートウェイシステムの利用が困難な場合
の対応とその場合の申請方法

ポータルサイトを構成する機器及びそれらを設置・管理するデータセン
ターとインターネットを接続する回線に障害が発生した場合等のように、
ゲートウェイシステムの利用が困難な場合にはゲートウェイシステムを介
して申請電子データの提出が行えない可能性がある。その場合、PMDA
窓口にて受付処理を行うので、申請に必要な書類及び電子媒体に記録
された電子ファイルを窓口に提出すること。また、臨床試験データ提出内
容をタブ区切り形式（TSVファイル）で作成し、「m5」フォルダと同パスに配
置して提出すること。なお、TSVファイルの作成方法については、PMDA
のWEBサイト（http://www.pmda.go.jp/）に別途掲載するので参照すると
ともに、3.5に定めるデータセットのファイル名に係る規定に従い任意の
ファイル名を付与すること。

一部改正

システム障害発生時 やむを得ない事情によりゲートウェ
イシステムの利用が困難な場合

下線部が変更箇所

＊近々改正予定



FAQ（既存）
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Q3-17：ゲートウェイ提出対象の品目の電子ファイルを、やむを得ない事情により窓口又は郵送にて提出する場合、注
意すべき点はありますか。

A： 申請電子データ提出に際して、試験データの内容を示すTSVファイルの提出が必須となります。また、複
数品目を同時申請する場合は、FD申請データのファイルと品目名が一意に紐付けられる情報をご提示ください。
申請電子データを窓口提出する場合、受付処理に時間を要する可能性があるため、予約の時刻は午前9時30
分から12時00分に限らせて頂きます。

Q3-24：ゲートウェイシステムでのアップロードが上手くいかなかった場合に備え、窓口提出用に提出予定の電子ファ
イルを保存した記憶媒体も作成予定です。その際の留意点を教えてください。

A： 電子ファイルをPMDA窓口に提出する場合は、以下の点に留意する必要があります。
FD申請データ、eCTD、申請電子データ及びその他資料は、それぞれ記録媒体をわけて提出すること。
eCTDは複数枚のDVDに分割して保存しても差し支えない。ただし、多層ディスクを利用する等媒体は可能な限
り1枚に収めていただきたい。
申請電子データは、複数枚の記憶媒体に分割して提出された場合にPMDA側で本来のフォルダ構造を再現す
ること、及び再現できたかを確認することが困難であることから、BD（多層ディスクを含む。）を利用する等し、
原則として1枚に収めること。なお、二層式のDVD-Rや多層式のBD-R/RE 等を用いた場合であっても1枚に収ま
らない場合やデータ容量が40GBを超える場合は、個別に相談すること。
技術的ガイド3.7に示すとおり、臨床試験データ（申請電子データ）提出内容をタブ区切り形式（TSVファイル）で
作成し、「m5」フォルダと同パスに配置して提出すること。
提出方法をゲートウェイシステムからPMDA窓口提出に切り替える場合は、審査業務部業務第一課に窓口提
出する旨を伝達すること。
なお、実務的通知2．（2）に示すとおり、経過措置期間満了後は、記録媒体による電子ファイルのPMDA窓口提

出が認められるのは原則としてやむを得ない事情によりゲートウェイシステムの利用が困難な場合に限られる
ことにご留意ください。

窓口提出に関連するFAQは、Q3-17とQ3-24既存のFAQ
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Q3-24：実務的通知Q&A問4に関連して、承認申請にあたり、やむを得ない事情により、ゲートウェイシステムで提出
する予定であった電子ファイルを、PMDA窓口提出に切替えて提出する予定です。その際の留意点を教えてください。

A： ゲートウェイシステムを用いて電子ファイルの送付を試みたものの、やむを得ない事情によりPMDA窓口提出
に切替える場合は、以下の点に留意する必要があります。

（事前提出時）
 ゲートウェイシステムを用いた申請予告は行うようにしてください。
 申請予定日2勤務日前までに、次世代評価手法推進部の代表電話番号に、担当審査部と品目名を告げ、窓口

提出への切替え希望である旨、及び記録媒体の窓口提出希望日（遅くとも申請予定日の1勤務日前まで）を連
絡してください。その際、記録媒体が2枚以上にわたる場合はその旨も連絡してください。なお、窓口提出への切

替え希望を宣言した後も、窓口への提出日まではなるべくゲートウェイ提出を試みるようにしてください。また、
申請予定日の1勤務日前に窓口に提出する場合は、受付処理のために、なるべく午前中に提出するようにしてく
ださい。

 窓口提出の際には、ゲートウェイ提出する予定であった申請資料を格納した記録媒体及び申請予告受付票
（紙）を準備し、審査業務部業務第一課に持参又は郵送して提出してください。記録媒体の表面には、ゲートウェ
イ受付番号、申請者名、販売名及び申請予定日を、申請予告受付票（紙）には赤字で代行と記載してください。
取違えのリスクを防ぐため、受付票がない場合等、品目が特定できない場合は記録媒体を受領できないことに
留意してください。なお、電子ファイルの窓口提出にあたっては、審査業務部業務第一課に事前に連絡する必要
はありません。

Q3-17を廃止し、Q3-24に統合改正FAQ 下線部が変更箇所

＊近々改正予定
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（事前提出時）
 FD申請データ、eCTD、申請電子データ及びその他資料について、複数種類を提出する場合は、それぞれ記録

媒体をわけて提出してください。なお、ゲートウェイシステムにより送信可能であった種類の資料については窓
口に提出せず、送信できなかった種類の資料のみを窓口に提出してください。また、申請電子データ以外の電
子ファイルについて、複数種類を窓口に提出する場合は、一度に纏めて提出してください。

 複数品目を同時申請する場合は、FD申請データのファイル名と品目名が一意に紐付けられる情報（対応表）を
ご提示ください。

 eCTDをDVDに保存して提出する場合、複数枚に分割して保存しても差し支えありません。ただし、多層ディス
クを利用する等媒体は可能な限り1枚に収めてください。

 申請電子データは、複数枚の記憶媒体に分割して提出された場合にPMDA側で本来のフォルダ構造を再現す
ること、及び再現できたかを確認することが困難であることから、BD（多層ディスクを含む。）を利用する等し、
原則として1枚に収めてください。なお、二層式のDVD-Rや多層式のBD-R/RE 等を用いた場合であっても1枚
に収まらない場合やデータ容量が40GBを超える場合は、個別に相談してください。

 申請電子データ提出に際して、臨床試験データ（申請電子データ）の提出内容を示すTSVファイルの提出が必
須となるため、 技術的ガイド3.7に示すとおり、臨床試験データ（申請電子データ）提出内容をタブ区切り形式
（TSVファイル）で作成し、「m5」フォルダと同パスに配置して提出してください。

（申請予定日）
 事前に、PMDAが承認申請に併せて提出すべき全ての電子ファイルについて、ウィルスチェックにより当該ファ

イルに感染等の問題がないことを確認し、その確認が完了した旨の連絡をいたします。当該連絡後に、書面で
提出すべき申請書類を審査業務部業務第一課に持参又は郵送して提出してください。

Q3-17から移動した箇所は赤字 下線部が変更箇所改正FAQ

＊近々改正予定
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(2) 受付時間
月曜日から金曜日までの毎日（国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始を
除く。)。
９時３０分から１２時００分まで及び１３時３０分から１７時００分まで。
なお、ゲートウェイシステムの提出対象となる医薬品について、やむを得ない理由により、
同システムを利用せず電子ファイルを窓口で提出する場合は、９時３０分から１２時００
分までとする。

７. 新医薬品等の申請書及び申請資料等の提出について
一方、やむを得ない事情により、申請者がゲートウェイシステムを一時的に利用できな
い場合には、窓口又は郵送で提出された電子ファイルを、機構が代行してゲートウェイ
システムに登録することがある。窓口又は郵送で申請電子データを提出する場合は、事
前に審査業務部業務第一課に連絡の上、申請に必要な情報及び電子媒体に記録され
た電子ファイル一式を提出すること。申請電子データを提出する場合は、提出する試験
データ内容をタブ区切り（TSV）形式で記載したファイルを提出すること。

既存の記載（関連箇所を抜粋）
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(2) 受付時間
月曜日から金曜日までの毎日（国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始を
除く。)。
９時３０分から１２時００分まで及び１３時３０分から１７時００分まで。
なお、ゲートウェイシステムの提出対象となる医薬品について、やむを得ない理由により、
同システムを利用せず電子ファイルを窓口で提出する場合は、９時３０分から１２時００
分までとする。

７. 新医薬品等の申請書及び申請資料等の提出について
一方、やむを得ない事情により、申請者がゲートウェイシステムを一時的に利用できな
い場合には、窓口又は郵送で提出された電子ファイルを、機構が代行してゲートウェイ
システムに登録することがある。窓口又は郵送で申請電子データを提出する場合は、事
前に次世代評価手法推進部に連絡の上、申請に必要な電子ファイルを電子媒体に記録
し、審査業務部業務第一課に提出すること。申請電子データを提出する場合は、提出す
る試験データ内容をタブ区切り（TSV）形式で記載したファイルを提出すること。

一部改正（関連箇所を抜粋） 取消線・下線部が変更箇所

＊近々改正予定
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1. やむを得ない場合のゲートウェイ提出から窓口提出への
切替えについて

2. 申請区分と申請電子データ提出、eCTD、ゲートウェイ利用
の 関係について

3. 承認審査の前に実質的な審査が行なわれる場合の申請
電子データ提出について（先駆け審査品目、事前評価相
談、 HIV感染症治療薬）

4. テスト送信（申請電子データシステムに関する演題で解説）

経過措置期間後の申請電子データの提出、受付に支障が生
じないよう、現時点では主に以下の内容について、既存の通
知の改正を含めた対応を検討しています
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＜電子データ提出と申請区分の関係＞

基本的通知、実務的通知のQ&A問7
電子データの対象品目は、局長通知（「医薬品の承認申請について」（平成26年11月21日付け薬
食発1121第2号））の別表２ー（1）に掲げる（１）～（７）、（９）、（９-２）の医療用医薬品

実務的通知

＜電子データ提出とeCTDの関係＞

 電子データ提出の開始に伴い、対象品目の承認申請添付資料の提出については、原則と
してeCTDによるものとする。

 基本的通知及び本通知で提出対象とする電子データは、承認申請書に添付すべき資料の
一部であることから、原則eCTDに含めること。ただし、「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15年6月4日付け医薬審発第0604001号）及び「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16年5月27日付け薬食審査発第
0527004号）に示す方法によりeCTDを提出する場合は、電子データをeCTDに含めず別途提
出すること。

実務的通知のQ&A問7
局長通知の別表２ー（1）中（９の２）の医療用医薬品については、必ずしもCTDによる申請を求
めていない。よって、別表２ー（1）中（９の２）の医療用医薬品については、当面の間、従来の通
りeCTDの提出は必ずしも求めないこととする。
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＜電子データ提出とゲートウェイ利用の関係＞

実務的通知
 電子データの提出に際しては、原則として、ゲートウェイシステムによる方法で提出すること。

 ただし、やむを得ない事情によりゲートウェイシステムの利用が困難な場合は、記録媒体によ
るPMDA 窓口提出でも差し支えない。ゲートウェイシステムにより提出を求める電子ファイル
は、FD 申請データに加え、eCTD（電子データを除く。）、電子データとする。その他、関連文書

ファイル（例：申請資料作成関与委員リスト、原薬等登録原簿登録証（写））、当該品目に係る
審査段階での照会回答（回答に添付される文書を含む。）の電子ファイルもゲートウェイシス
テムにより提出することができる。

 対象品目の承認申請添付資料については、原則eCTDによるものとし、さらに、これらeCTD及
び電子データの提出は、原則、ゲートウェイシステムによる提出とする。

 経過措置期間中においては、eCTDのみ又は電子データのみのゲートウェイシステムによる
提出も受け入れるものとする。また、 eCTD又は電子データの記録媒体によるPMDA窓口への
提出や、承認申請書に添付すべき資料の正本を紙媒体として申請することでも差し支えない。

技術的ガイド
 電子データの提出を求める対象品目のうち、承認申請添付資料が必ずしもCTDであることを

求めていないものについて、該当品目の承認申請添付資料を3.で規定する方法により電子的
に提出することができる。
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＜申請資料のCTD化に関して＞

局長通知別表２ー（1）医療用医薬品の（１）から（８）まで、（９）、（１０）、（１０の２）、（１０の４）に該
当する医薬品の承認申請資料については、CTD通知（平成13年6月13日付け医薬審発第899号）
によりまとめること。
その他の医療用医薬品については、原則として以下の要領でまとめること。

①概説表、②承認申請書（写）、③添付文書（案）、④証明書類、⑤承認申請書添付資料「資料概要」、
⑥添付資料一覧表、⑦添付資料（局長通知別表２に規定する資料）、⑧その他参考となる資料

「医薬品の承認申請に際し留意すべき事項について」
（平成26年11月21日付け薬食審査発1121第12号 課長通知）

適用対象は、局長通知別表２ー（1）医療用医薬品のうち、（８の２）、（１０の３）の区分に該当する
もの。
ただし、以下に掲げるものを除く。

① 生物学的製剤、② 放射性医薬品、③ 遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品
④ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第7号ヘの
規定に基づき厚生労働大臣が指定する製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品（(ア) 人又は
動物の細胞を培養する技術を応用して製造される医薬品、(イ) 細胞組織医薬品、(ウ) 特定生物由来製品）
⑤ 生物由来原料、生薬又は動植物抽出物を原薬とする医薬品、⑥ 体外診断用医薬品、⑦ 医薬品医療機器
法施行規則(昭和36 年厚生省令第１号)第96条各号に掲げる医薬品(「医薬品及び医薬部外品の製造管理
及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生労働省令第179号)への適合を要しない医薬品)

承認申請に添付すべき資料は、原則として、CTD通知に従って、編集することとする。

「医療用医薬品の承認申請の際に添付すべき資料の取扱いについて」
（平成28年3月11日付け薬生審査発0311第3号 課長通知）
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以下の観点について、実務的通知のQ&Aを新たに追加。
 eCTD提出、申請電子データ提出及びゲートウェイシステムの利用について、

申請区分との関係を纏めた表
 提出する申請電子データがない場合におけるeCTD提出の必要性、ゲートウェイ

システム利用

電子データ提出対象品目（申請区分（１）～（７）、（９）、（９-２））の申請において、
提出する申請電子データがある場合

 承認申請添付資料の提出については、eCTDとする必要がある。
 ゲートウェイシステムを利用する必要がある。
 承認申請添付資料が必ずしもCTDであることを求めていない品目におい

ては、eCTDの提出は必ずしも求めない。

電子データ提出対象品目（申請区分（１）～（７）、（９）、（９-２））の申請において、
提出する申請電子データがない場合、

 eCTD形式とする必要があるのか？
 ゲートウェイシステムを必ず利用しなければいけないのか？
 eCTDのみの提出となるが、経過措置期間終了後でも、ゲートウェイシステ

ムは利用できるのか？
 承認申請添付資料が必ずしもCTDであることを求めていない品目におい

てゲートウェイシステムは利用できるのか？

逆に、

まとめると、
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＜申請区分（９の2）について＞

 申請区分（９の２）は、電子データ提出対象品目である。

 （９の２）の医療用医薬品については、必ずしもCTDによる申請を求めて
いない。よって、従来のとおり、eCTDの提出は必ずしも求めない。

 申請電子データの提出に際しては、原則として、ゲートウェイシステムに
よる方法で提出。

 承認申請添付資料が必ずしもCTDであることを求めていないものについ
て、該当品目の申請電子データを技術的ガイド3.で規定する方法により
電子的に提出することができる。

申請区分（９の２）について、以下の観点を実務的通知のQ&Aに記載。
 原則として、申請電子データ提出は必須である。
 承認申請添付資料について、CTD形式、eCTD形式での提出は必須ではない。
 申請電子データ提出に際しては、ゲートウェイシステムによる方法で提出。
 承認申請添付資料をeCTD形式で提出しない場合、申請電子データは、

技術的ガイド3.で規定する方法により提出。
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問16

実務的通知において、対象品目の承認申請に添付すべき資料の
提出については、原則としてeCTDによるものとされており、さらに、
同通知において、FD申請データ、eCTD、電子データはゲートウェイ
システムにより提出することとされている。eCTDによる資料の提出、
電子データの提出及びゲートウェイシステムの利用について、局長
通知の別表２－（１）による申請区分との関係はどうなるのか。

（答）
CTD提出、eCTD提出、電子データ提出及びゲートウェイシステム利用

の関係をまとめると以下の表のとおりである。

新規にQ&Aを追加

＊近々改正予定
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局長通知別表２－（１）医療用医薬品 CTD提出
（※１）

eCTD提出 電子データ提出 ゲートウェイシス
テム利用

(1) 新有効成分含有医薬品 ○ ○ ○ ○
(2) 新医療用配合剤 ○ ○ ○ ○
(3) 新投与経路医薬品 ○ ○ ○ ○
(4) 新効能医薬品 ○ ○ ○ ○
(5) 新剤形医薬品 ○ ○ ○ ○
(6) 新用量医薬品 ○ ○ ○ ○
(7) バイオ後続品 ○ ○ ○ ○
(8) 剤形追加に係る医薬品

（再審査期間中のもの）
○ △ × 不可

(8の2)剤形追加に係る医薬品
（再審査期間中でないもの）

○（※2） △ × 不可

(9) 類似処方医療用配合剤
（再審査期間中のもの）

○ ○ ○ ○

(9の2)類似処方医療用配合剤
（再審査期間中でないもの）

△ △（※3） ○ ○

(10)その他の医薬品
（再審査期間中のもの）

○ △ × 不可

(10の2)その他の医薬品
（(10)の場合であって、生物製剤等

の製造方法の変更に係るもの）
○ △ × 不可

(10の3) その他の医薬品
（再審査期間中でないもの）

○（※2） △ × 不可

(10の4) その他の医薬品
（(10の3)の場合であって、生物製剤

等の製造方法の変更に係るもの）
○ △ × 不可

○：必須、△：任意、×：不要
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前表の脚注
※1：「医療用医薬品の承認申請の際に添付すべき資料の取扱いについて」（平成28年3月11日付け薬生
審査発0311第3号）、「医薬品の承認申請に際し留意すべき事項について」（平成26年11月21日付け薬食
審査発1121第12号）及び「新医薬品の製造販売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」（平成13年6月21日付け医薬審発第899号厚生労働省医薬局審査管理課長通知）により規
定している。
※2： (8の2)及び(10の3) のうち、以下のものは「△：任意」としている。

① 生物学的製剤、② 放射性医薬品、③ 遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品
④ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「医薬品医療機器法」

という。）施行令
(昭和36年政令第11号)第80条第2項第7号ヘの規定に基づき厚生労働大臣が指定する製造管理又は品

質管理に特別の
注意を要する医薬品
(ア) 人又は動物の細胞を培養する技術を応用して製造される医薬品
(イ) 細胞組織医薬品
(ウ) 特定生物由来製品
⑤ 生物由来原料、生薬又は動植物抽出物を原薬とする医薬品、⑥ 体外診断用医薬品、⑦ 医薬品医療

機器法施行規則
(昭和36 年厚生省令第１号)第96条各号に掲げる医薬品(「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質

管理の基準に関
する省令」(平成16年厚生労働省令第179号)への適合を要しない医薬品)

※3：（９の２）について、eCTD形式でない場合で、申請電子データのみをゲートウェイシステムを利用して提
出する方法については、「承認申請時の電子データ提出等に関する技術的ガイドについて」（平成27年4月
27日付け薬機次発第0427001号）の3の項で規定する方法に準じること。

（答）続き
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実務的通知のQ&A（新規に追加）

問1７

基本的通知において電子データの提出対象品目とされている局
長通知別表２－（１）に掲げる（１）から（７）まで、（９）及び（９の２）
の医療用医薬品のうち、電子データの提出対象となる資料がない
品目については、承認申請に際して添付すべき資料をeCTD形式
で提出しなくてもよいか。また、ゲートウェイシステムを利用しなくて
もよいか。

新規にQ&Aを追加

＊近々改正予定

（答）

質問の品目についてはeCTD形式で提出しなくてもよく、また、
ゲートウェイシステムを利用しなくてもよい。
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実務的通知のQ&A（新規に追加）

問１８

電子データの提出対象となる資料がない場合、FD申請データや
eCTDの提出にゲートウェイシステムを利用することは可能か。

（答）

ゲートウェイシステムは電子データの提出を主たる目的として構
築したものであるが、承認申請に係る手続の効率化の観点から、
電子データの提出対象となる資料がない承認申請についても、局
長通知別表２－（１）に掲げる（１）から（７）まで、（９）及び（９の２）の
申請区分である場合は、FD申請データやeCTDの提出にゲートウェ
イシステムを利用することを可能とする。

新規にQ&Aを追加

＊近々改正予定



経過措置期間終了に向けて検討中の内容
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1. やむを得ない場合のゲートウェイ提出から窓口提出への
切替えについて

2. 申請区分と電子データ提出、eCTD、ゲートウェイ利用の
関係について

3. 承認審査の前に実質的な審査が行なわれる場合の電子
データ提出について（先駆け審査品目、事前評価相談、
HIV感染症治療薬）

4. テスト送信（申請電子データシステムに関する演題で解説）

経過措置期間後の申請電子データの提出、受付に支障が生
じないよう、現時点では主に以下の内容について、既存の通
知の改正を含めた対応を検討しています



承認審査の前に実質的な審査が行なわれる場合について

承認申請の前に実質的な審査が行なわれる以下の
ような品目／状況の電子データの提出タイミングや
提出方法について、留意点を含めてまとめました。

先駆け審査品目

事前評価相談

 HIV感染症治療薬
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先駆け審査品目における審査スケジュール
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相談申込
初回
搬入

後の
申請可

品質

4ヶ月を目処

非臨床

臨床

搬
入

申
請
可

申
請
可

搬
入

申
請
可

照会・回答

照会・回答

照会・回答

申
請
日

承
認
日

6ヶ月

相談申込みから資料搬入時期はコンシェルジュと相談。
資料搬入から相談全体のスケジュールは事前に打ち合わせたスケジュールで実施。
照会事項については、複数回のやりとりも想定
申請可は照会事項対応等が申請から6ヶ月間で対応可能と見込まれた時点で、申請可とする旨の

文書を作成し相談者に伝達。記録は照会事項回答と申請可とする旨の文書。

照会・回答

照会・回答

照会・回答

搬
入

現状（電子データ提出がない場合）



先駆け審査品目における電子データ提出スケジュール
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照会・回答

初回
搬入

（非臨
床等）

臨床評価
に関して

臨
床
資
料
1

申
請
可

申
請
日

承
認
日

照会・
回答

申請電子
データ

提出確認
相談

バリデー
ション

バリデー
ション

後の
資料の
申請可

臨
床
資
料
2

電
子
デ
ー
タ
提
出

申請電子データ提出確認相談（適宜）

5週間
以内

メディア

ゲートウェイ

バリデー
ション

審査先駆け相談

※先駆け相談時に電子データを提出していない場合や、先駆け相談時
に提出しているデータから追加がある場合は、先駆け相談実施中から
適宜申請電子データ提出確認相談を実施。

電
子
デ
ー
タ
提
出

電
子
デ
ー
タ
提
出

5週間
以内

5週間
以内

メディア

申請日が2020年4月1日以降となる新医薬品

提出は任意

提出は任意

提出は必須

4ヶ月を目処 6ヶ月



先駆け審査品目における電子データ提出の留意点
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実質的な審査は先駆け相談時に行なわれるため、層別解析を含む主要な照
会事項の多くは先駆け相談時に送付することが想定されます。電子データを
有効活用するためにも、先駆け相談時に可能な限り電子データを提出してい
ただきたいと考えています。ただし、申請時期への影響を考慮し、先駆け相談
時での電子データの提出は任意とし、必須ではありません。

可能な範囲で申請時にデータを評価できるようにすること、また、横断的解析
への活用も踏まえ、申請時における電子データの提出は必須となります。

先駆け相談時に、臨床の資料が五月雨で提出される場合は、その資料の提
出に合わせて電子データも五月雨で提出可能です。また、先駆け相談で電子
データを活用するためにも、電子データの準備が間に合ったもののみ提出す
ることも可能です。

申請電子データ提出確認相談を含めた申請までのスケジュールを開発工程
票に入れ、コンシェルジュを介して事前にスケジュールを相談してください。

先駆け相談時に提出する電子データについては、承認申請時と同じ質の
データを提出してください。



事前評価相談品目におけるスケジュール
（第Ⅰ相試験区分、第Ⅱ相試験区分、第Ⅱ相/第Ⅲ相試験区分）
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資料
提出

評価
報告書

評
価
報
告
書
確
定

申
請
日

承
認
日

照
会
送
付

回
答
提
出

30勤務日
を目処

照会・回答

申請電
子データ

提出確
認相談 バリデー

ション

申請電子データ提出確認相談（適宜）

バリデー
ション

電
子
デ
ー
タ
提
出

40勤務日
を目処

臨
床
資
料
搬
入

5週間
以内

5週間
以内

申請日が2020年4月1日以降となる新医薬品

15勤務日
を目処

評
価
報
告
書
伝
達

35勤務日
を目処

電
子
デ
ー
タ
提
出

評
価
報
告
書
確
定

照
会
送
付

回
答
提
出

30勤務日
を目処

40勤務日
を目処

臨
床
資
料
搬
入

15勤務日
を目処

評
価
報
告
書
伝
達

35勤務日
を目処

メディア

※事前評価相談時に電子データを提出していない場合や、事前評価
相談時に提出しているデータから追加がある場合は、事前評価相談実
施中から適宜申請電子データ提出確認相談を実施。

照会・回答

現状（電子データの提出がない場合）

提出は任意

ゲートウェイ

提出は必須

6ヶ月を目処



事前評価相談品目における留意点

事前評価相談時に電子データを有効活用するためにも、事前
評価相談時に可能な限り電子データを提出していただきたい
と考えています。ただし、申請時期への影響を考慮し、事前評
価相談時での電子データの提出は任意であり、必須ではあり
ません。

可能な範囲で申請時にデータを評価できるようにすること、ま
た、横断的解析への活用も踏まえ、申請時における電子デー
タの提出は必須となります。

相談資料提出可能時期の１ヶ月程度前に相談者と機構が行
う事前面談で、電子データ提出日のスケジュールを協議しま
す。

事前評価相談時に提出する電子データについては、承認申
請時と同じ質のデータを提出してください。
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HIV感染症治療薬の事前評価におけるスケジュール
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資料
提出

事前評価
報告書

評
価
報
告
書

申
請
日

承
認
日

照会・回答

申請電
子データ

提出確
認相談 バリデー

ション

申請電子データ提出確認相談（適宜）

バリデー
ション

電
子
デ
ー
タ
提
出

資
料
搬
入

5週間
以内

5週間
以内

照会・回答

電
子
デ
ー
タ
提
出

評
価
報
告
書

資
料
搬
入

照会・回答

事
前
評
価
準
備
会

照会・回答

事
前
評
価
準
備
会

メディア

現状（電子データの提出がない場合）

申請日が2020年4月1日以降となる新医薬品

提出は任意
ゲートウェイ

提出は必須

概ね
4ヶ月

※事前評価時に電子データを提出していない場合や、事前評価時
に提出しているデータから追加がある場合は、事前評価実施中か
ら適宜申請電子データ提出確認相談を実施。



HIV感染症治療薬の事前評価における留意点①

実質的な審査は事前評価時に行なわれるため、層別解析を
含む主要な照会事項の多くは事前評価時に送付することが
想定されます。したがって、電子データを有効活用するために
も、事前評価の資料提出時に電子データを可能な限り提出し
ていただきたいと考えています。ただし、申請時期への影響を
考慮し、事前評価時での電子データの提出は任意であり、必
須ではありません。

可能な範囲で申請時にデータを評価できるようにすること、ま
た、横断的解析への活用も踏まえ、申請時における電子デー
タの提出は必須となります。

事前評価において電子データを提出する場合、事前評価に
際し提出した資料のうち、提出範囲となる電子データについて
は一度に纏めて提出して下さい。
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HIV感染症治療薬の事前評価における留意点②
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電子データの提出範囲に関して

試験開始時にCDISCに準拠した形式で試験を実施していない
試験については、申請電子データの提出は不要です。

試験開始時にCDISCに準拠した形式で試験を実施している試

験については申請電子データの提出が必要です。なお、試験
データの質を担保するため、Rejectが出た場合はデータを修
正し、Errorの場合はデータを修正するか、修正が困難な理由

を申請電子データ提出確認相談において事前に説明してくだ
さい。

なお、提出範囲や提出内容について、事前面談等で、個別に
品目の状況を説明していただきながら対応していきたいと考
えています。



経過措置期間終了に向けて検討中の内容
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1. やむを得ない場合のゲートウェイ提出から窓口提出への
切替えについて

2. 申請区分と電子データ提出、eCTD、ゲートウェイ利用の
関係について

3. 承認審査の前に実質的な審査が行なわれる場合の電子
データ提出について（先駆け審査品目、事前評価相談、
HIV感染症治療薬）

4. テスト送信（申請電子データシステムに関する演題で解説）

経過措置期間後の申請電子データの提出、受付に支障が生
じないよう、現時点では主に以下の内容について、既存の通
知の改正を含めた対応を検討しています



おわりに
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現時点では、申請電子データは新医薬品の申請の約4
分の1程度の割合で提出されています。

2020年4月1日以降は、原則全ての新医薬品の申請で電

子データ提出が必要となります。それまでに、電子デー
タ提出をご経験いただく、また、電子データの提出範囲
について対面助言で相談いただく等、提出の義務化に
円滑に移行できるようにご協力をお願いします。

PMDAにおいても、 2020年3月31日の経過措置期間終

了に向け、業界の皆様からのご意見をうかがいながら、
検討や制度の改正を行っていきます。
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• 次世代審査・相談体制について（申請時電子データ提出）
• http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-

reviews/p-drugs/0003.html
• 関連通知等

• http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-
reviews/p-drugs/0026.html

• 申請電子データ提出に関する技術情報（FAQ、データ標準カ
タログ等）

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

• 新医薬品の申請電子データ提出確認相談
• http://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-

pre/consultations/0040.html
• 実施要綱：http://www.pmda.go.jp/files/000215080.pdf

• 次世代審査・相談体制に関する問合せ
• jisedaiPT@pmda.go.jp

ご清聴ありがとうございました



申請電子データシステムに関する
現状と今後の予定について

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

次世代評価手法推進部

蝦名 大五郎

申請時電子データ提出にかかる
経験及び留意事項に関する説明会



本日の内容

2

１．申請電子データシステム概要

２．利⽤状況について

３．よくある問合せ

４．使⽤時の留意点

５．システム改修の実績および予定

2018/05/10



本日の内容

3

１．申請電子データシステム概要

２．利⽤状況について

３．よくある問合せ

４．使⽤時の留意点

５．システム改修の実績および予定

2018/05/10



申請電子データシステムとは？

ファイル送信

•申請電子データ、eCTD等
インターネット経由で
PMDAに提出できます

照会および回答

•照会事項の入手

•照会事項回答および関
連資料の送信

審査中も利用可能

•審査ステータスの確認

•追加申請に関する予告・
提出ができます

ユーザ管理

•申請企業内で、システム
利用者登録、グループ作
成等の管理が可能

4

申請予告

•従来Faxを使用していた
予告をWeb上で行えます

•eCTD受付番号もその場
で発行できます
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申請予告〜電子ファイル提出までのフロー

5

電子データ受領の流れ

• データに問題がなければ機構側タイムクロック

• データ不備の場合は、申請者に再提出を依頼し

てから是正が確認されるまでは総審査期間対象

外となる場合がある

申請5週間前 受付日後約2週間以内承認審査
予定事前

面談

申請
1~3ヶ月前

Ⅱ相開始前～
申請数ヶ月前

• 電子データの提出内容等を協議。

• 申請者が実施したバリデーション
結果の提出・説明を求める。

• 申請予定時期等を協議。

• 申請電子データの提出内容の最終
確認。

予告

申請
5週間前

郵送／窓口提出

バリデーション

紙資料確認・

電子ファイル
の到着確認

システム
への登録

充足性確認

承認申請書
印紙印

受付日

FD申請データ
転送

eCTD及び
申請電子データ

転送

ゲートウェイ

申請

機構に到着しウイルスチェック完了次第、
バリデーションを開始し、結果を通知する

• 予告は、申請予定日の
5週間前から1週間前ま

でに行う（申請予定日
前1週間を切ったら予
告はできない）

• 申請者は提出物、およ
び提出予定日を宣言
する

五月雨式
提出不可

申請電子
データ提出
確認相談

2018/05/10

システム
への登録

バリデーション



• 申請電子データシステム全体の流れは以下の通りです。

4.3 申請4.2 申請準備

4.2.1
予告

4.2.3
提出（電子
ファイル）

4.3.1
申請

4.4 審査中

4.4.1
照会事項

回答

4.4.2
照会事項
回答取消

4.2.2
修正、取消

ユーザー
管理

3.3～3.6
ユーザー
登録

4.2.4
品目担当者

設定

4.3.2
ｼｽﾃﾑ受付

番号の確認

4.4.3
改訂版
提出

4.4.4
申請品目
追加

※図中の数字はマニュアル内の章番号等

⑤審査中④申請
③電子
ファイル
提出

②申請電子
データ

提出内容
入力

①申請予
告作成・

提出情報
入力

⓪
ポータル
利用準備

6

申請電子データシステムでの操作の流れ

2018/05/10



本日の内容

7

１．申請電子データシステム概要

２．利⽤状況について

３．よくある問合せ

４．使⽤時の留意点

５．システム改修の実績および予定

2018/05/10



企業管理者を登録した企業数

2016年度 2017年度 合計

企業数 31 21 52

8

集計期間：特に記載が無いスライドは
2016年10月～2018年3月末の実績を使用

※登録申請日を基点に算出

2018/05/10



データ転送回数
提出種別 2016年度 2017年度 合計

承認申請書（FD） 29 136 165
eCTD（正本） 32 224 256
eCTD（参考） 1 1 2

試験データ 34 80 114
その他 106 667 773

添加物換算係数ファイル 0 47 47

※集計対象
・PMDAに到着したもの（署名検証完了(結果がOKのもの)）

再提出や代⾏提出を含む
申請予告及び提出が取り消されたものを除く

・送信開始日を基点に算出

92018/05/10



転送方式別の平均転送速度

転送方式 eCTD 試験データ

HTTPS 0.40
(min0.29 - max0.50) n=2

0.60
(min0.24 - max0.87) n=3

UDPポート 3.66
(min3.27 - max4.20) n=8

3.06
(min1.21 - max4.24) n=7

10

（単位：MB/秒）

2018/05/10

※集計対象
・PMDAに到着したもの（署名検証完了(結果がOKのもの)）

再提出や代⾏提出を除く
申請予告及び提出が取り消されたものを除く

・2018年3月末までの試験データ提出を伴う直近の申請10社分
・eCTDおよび試験データの初版（0000版）のみを対象



ヘルプデスクへの問合せ実績

企業数 問合せ案件数
（うち優先希望） のべ問合せ件数

44社 237件
（83件） 314件

112018/05/10



問合せ傾向
大項目 小項目 案件数

操作手順などの問合せ 113
バリデーション結果確認 24
要望・作業の依頼 20

ユーザー変更に関する作業依頼 11
作業依頼 6
改修要望 3

障害の確認 80
データ転送前に発生した障害 18
データ転送中に発生した障害 30
画面遷移時に発生した障害 14
テスト送信時に発生した障害 5
その他 13

122018/05/10



利⽤状況を踏まえた所感
• 操作手順やバリデーション結果に関するお問合

せを多く受領しており、情報提供の更なる充実
が必要と再認識しました。

• 申請企業の安定した利⽤には、各社のネット
ワーク環境が大きく影響していることがわかり
ました。お問合せが多い申請企業は、PMDAの
想定と異なるネットワークや、仮想PC環境を使
⽤されているように⾒受けられました。

132018/05/10



本日の内容

14

１．申請電子データシステム概要

２．利⽤状況について

３．よくある問合せ

４．使⽤時の留意点

５．システム改修の実績および予定

2018/05/10



よくある問合せ（提出予告）

• Q：「予告／提出」タブ内の提出予告を削除する
ために[取消]ボタンを押下しましたが、エラーが
表示され取消しできません。どうしたら取消しで
きますか？

• A：申請予告作成時に画面下部の「提出物予告一
覧」にて登録した提出物予告を取り消す場合は、
同画面上でチェックボックスを外す必要がありま
す。なお、申請予告の提出物予告一覧がロックさ
れている場合は、PMDAにロックの解除を依頼し
てください。

よくある質問 Ｂ）２

152018/05/10

（次ページに続く）
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よくある問合せ（提出予告）
申請予告作成画面

申請予告作成時に
追加した提出物の提
出予告を取り消す場
合は、ここのチェック
を外す



よくある問合せ（申請予告）

• Q：申請予告作成時に登録した薬事担当者が変
更になりました。修正することは可能でしょう
か？

• A：申請予告作成時に提出を予告した提出物の
送信前であれば、申請予告作成画面上から変更
することが可能です。送信後に薬事担当者を変
更したい場合は、ヘルプデスクまでご連絡くだ
さい。

172018/05/10



よくある問合せ（バリデーション）

• Q：承認申請書(FD)や eCTD に対しゲートウェ
イ提出時に実施されるバリデーション内容は、
従来の受付窓口持参時と同じでしょうか？

• A：はい、同じです。なお、バリデーションで
は確認できない承認申請書の記載内容の妥当性
等については、これまでどおり承認申請時に受
付窓口で確認し、修正を依頼する場合がありま
す。

よくある質問 Ｂ）３

182018/05/10



よくある問合せ（ファイル送信）

19

• Q：ファイルがPMDAに到着したと認められる前
にシステムが⾏う検証処理にはどのようなもの
がありますか？

• A：ファイル到着前には以下3点の検証処理が⾏
われます。
○セキュリティ機器による検証
○ウイルスチェック
○署名検証

2018/05/10



よくある問合せ（ファイル送信）

20

• Q：ファイル送信中に、送信処理を中断したい場
合はどうすればいいですか？

• A：ファイル送信中に画面の下部にある「中断」
ボタンをクリックしてください。再開するには、
「再開」ボタンをクリックしてください。なお、
中断後に30分間無通信のためタイムアウトした
場合、ログアウトした場合、ネットワークが切断
された場合等は正常に再開できないことがありま
す。

2018/05/10



よくある問合せ（ファイル送信）

21

• Q：[ファイル送信テスト]を実⾏しようとすると、
「[EPORT863]有効な証明書がこの端末には存
在しません。」と表示され、テスト送信できま
せん。

• A：以下の内容をご確認ください。
– 証明書のインストール先

• 証明書が[個人]タブにインストールされていること。
• 操作マニュアル「1.1 システムを利⽤するための準備」

（P.2）記載のとおり、申請電子データシステムを利⽤する
PCにユーザごとに証明書（秘密鍵、PFX ファイル）をイン
ストールする必要があります。

2018/05/10
（次ページに続く）



よくある問合せ（ファイル送信）

22

– 個人証明書チェック
• 申請電子データシステムにログイン後、「ポータル（申請企

業）」画面の[管理機能]タブにある[個人証明書チェック]を実
施し、システムに登録されている個人証明書とPCにインス
トールした個人証明書が一致していること。

– インストールされた個人⽤証明書の数
• ログインユーザの[個人]タブにインストールされている証明書

が1つであること。
– 地域と言語の設定

• [コントロールパネル] (表示方法:カテゴリ) ＞ [時計、言語、
および地域] ＞ [日付、時刻または数値の形式の変更] ＞ [形
式]タブの形式が[日本語(日本)]になっていること。

2018/05/10

よくある質問 Ｂ）６



本日の内容

23

１．申請電子データシステム概要

２．利⽤状況について

３．よくある問合せ

４．使⽤時の留意点

５．システム改修の実績および予定

2018/05/10



使⽤時の留意点
（送信ファイルサイズ上限）

24

※     1つのファイルサイズが5GB以上の場合は事前にPMDAに相談すること。
※※  eCTDの仕様に従う。

2018/05/10
FAQ 3-12

No. ファイルの種類
1ファイルの
サイズ上限

システム上の制限 対象となる画面／機能

1 申請電子データ
（データセット）

特になし（※） - 「試験データ提出」画面

2 申請電子データ
（データセット以外）

100MB（※※） - 「試験データ提出」画面

3 FD申請データ 特になし - 「ゲートウェイ提出＜アップロード＞」画面（提出種別が「承
認申請書（FD）」）

4 eCTD 100MB（※※） - 「ゲートウェイ提出＜アップロード＞」画面（提出種別が
「eCTD」）

5 添加物換算係数CSV 350MB ○
「ゲートウェイ提出＜アップロード＞」画面（提出種別が「添
加物換算係数CSV」）

6 「その他」ファイル 350MB ○
「ゲートウェイ提出＜アップロード＞」画面（提出種別が「そ
の他」）

7 照会事項回答 100MB ○ 「回答登録＜入力＞」画面の「関連ファイル」

技術的ガイド 3.4



使⽤時の留意点
（送信ファイルサイズ上限）

25

• 1回の送信（１つの提出予告に対する提出⾏為）
でまとめて提出可能なファイル全体の容量の上
限は、40GB となります。

試験データ提出に関して、分割提出することは認められて
いません。必ず一括でのご提出をお願いします。

円滑な電子データ受領を⾏うための事前準備のため、上記
上限を超える場合は、あらかじめPMDAにご相談ください。

2018/05/10



使⽤時の留意点
（試験データ⼊⼒画面のタイムアウト）

26

• 試験データ⼊⼒画面において、ファイル数が多い場
合や試験データ取込み作業を⾏っているPCのスペッ
クにより、タイムアウトが生じることがあります。

• 本件については今年度中にシステム改修を実施する
予定であり、今後はある程度改善されると考えてお
ります。

• 取り込み可能なファイル数の上限は、環境やPCの使
⽤状況等により異なるため、一度は取り込みをおこ
なっていただき、終了しなかった場合は、PMDAに
ご連絡ください。

2018/05/10



本日の内容

27

１．申請電子データシステム概要

２．利⽤状況について

３．よくある問合せ

４．使⽤時の留意点

５．システム改修の実績および予定

2018/05/10



2017年度の主な改修実績

28

• 試験データ提出関連
– 改訂版提出時のプレビュー機能追加
– ⼊⼒内容の検証結果ダウンロード機能追加
– Terminology選択メニューの変更

• ファイル送信関連
– メール通知の追加
– 照会事項回答ファイルサイズの上限拡張
– 送信エラー発生時のログファイル出⼒機能追加

• その他
– 申請予告受付票のレイアウト変更
– 操作履歴の反映頻度短縮および内容詳細化

2018/05/10



今後の改修予定
（推奨利⽤環境の最新化）

29

• Windows10を推奨利⽤環境に含めてほしい旨のご
要望をいただいております。

• PMDAが動作検証済なのは、Windows7,
Windows8, Windows8.1ですが、後継バージョン
の検証完了後、情報を更新させていただきます。

• なお、PMDA宛に送付された問合せ票の記載内容に
よると、一部の申請企業ではすでにWindows10 / 
IE11環境から申請電子データシステムを利⽤されて
います。

2018/05/10



今後の改修予定
（テスト送信機能の拡張）

30

• テスト送信は、現在は通信テストの機能のみですが、
試験データとeCTDのテスト送信機能を追加予定で
す。

• 申請予定日8週間前から2日前までであれば、試験
データ提出内容の⼊⼒を伴わずに、ウィルスチェッ
クの工程までの処理結果のみを提示する予定です。
※１申請につき、試験データとeCTDそれぞれ原則

１回のみです
※処理が失敗した場合の原因究明は⾏ないません

2018/05/10



ご清聴ありがとうございました

• 申請電子データホームページ
– https://esg.pmda.go.jp/Ssk/comn001p01.init

• 次世代審査・相談体制について（申請時電子データ提出）
– https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-

reviews/about-reviews/p-drugs/0003.html

• 申請電子データシステムに関する問合せ（ヘルプデスク）
– esg_help@pmda.go.jp

• 次世代審査・相談体制に関する問合せ
– jisedaiPT@pmda.go.jp

2018/05/10 31



質疑応答



SENDによるデータ提出

Q：
毒性試験等の非臨床試験データについては、基本的
通知Q&Aにおいて、「SEND（The Standard for Exchange
of Nonclinical Data)に基づき、電子的なデータ提出を
求める可能性を検討している」とされていました。
SENDに基づくデータ提出について、提出開始時期等
の具体的な予定が決まっていれば教えて下さい。
例えば、2020年4月の電子データ提出義務化に合わ
せて提出が始まるといったことがあるのでしょうか？

制度



SENDによるデータ提出

A：
現在、PMDAでは、非臨床試験データの取扱いや活
用方策等について検討中です。

具体的な提出開始時期等も未定ですが、提出や利用
の方針が定まり次第、十分な準備期間が確保できる
よう情報提供する予定です。
なお、2020年4月の電子データ提出義務化に合わせ
て提出が必要となるということはありません。

制度



電子化の促進

Q：
基本的通知では、「承認審査過程の電子化を促進し、
紙媒体での資料の提出を簡略化する方向で検討を進
めている」とされていました。

信頼性調査やその他の資料について、ゲートウェイシ
ステムを利用して提出できるようにする予定はありま
すか？

制度



電子化の促進

A：
ゲートウェイシステムを利用した提出が可能な資料
以外の電子的な提出について、現状では具体的な
スケジュールは組まれていませんが、電子化を促進
する方針に変わりはありません。

今後、取組み内容等が明らかになった段階で、早め
に情報提供させていただきます。

制度



実施時期が相当古い試験

Q：
基本的通知Q&Aでは、電子的にデータが収集されて

いないような過去の試験のデータについても、基本的
通知により提出対象とされている場合は、経過措置
期間終了後は原則として電子データを提出する必要
があるとされています。
試験の実施時期が古いため、CSRや帳票データしか

入手できないような場合でも、電子データの提出が必
要になりますか？

制度



A：
実施時期が相当古い試験のため、データが電子的に
保存されていない（紙の資料しかない）場合や、同様
の理由でCSRや帳票データしか入手できないような場

合等、提出すべき電子データを準備することが困難
な場合は、個別の状況に応じて提出要否を検討する
ことがあります。

該当する状況と考えられる場合には、申請電子デー
タ提出確認相談等を活用して、事前にPMDAにご相
談ください。

実施時期が相当古い試験
制度



バリデーションツールの
バージョン

Q：
現在、PMDAがバリデーションに利用しているのは
Pinnacle 21 Enterprise 3.0.5であるとあります。これに
対応するPinnacle 21 Community のバージョンは2.1.3
ですが、最新版として既に2.2.0が公開されています。
PMDAにおいて、使用しているPinnacle 21 Enterprise
のバージョンをアップデートする予定がありますか？
具体的な時期が決まっているようであれば教えて下
さい。

CDISC



バリデーションツールの
バージョン

A：
現在、PMDAでは、Pinnacle 21 Enterprise 3.0.5から
4.0へのバージョンアップデート、及びバリデーション
ルールの更新を検討しています。

アップデート等の具体的なタイミングが明らかになっ
た段階での早めの情報提供、及び移行期間の設定
等、アップデートの周辺で申請（データ提出）が予定さ
れる品目に十分配慮しながら進める予定です。

CDISC



疾患領域標準の受入

Q：
疾患領域標準（具体的にはTAUG：Therapeutic Area
User Guide）については、疾患ごとに受入可否を判断

しているのでしょうか。その採用状況について教えて
下さい。

CDISC



疾患領域標準の受入
CDISC

A：
疾患領域標準については、技術的ガイドの4.1.4に
「既に標準が公開されている疾患についてはその標
準を利用することができる」としているとおり、公開さ
れている領域のTAUGの利用を受け入れています。

なお、利用した標準についてはデータセットの定義書
及びデータガイドに記載して下さい。



eCTD ver.4の適用と
経過措置期間の関係

Q：
eCTD ver.4にかかる通知（※）では、適用期日を別途通
知することとされています。
eCTD ver.4の適用期日によっては、経過措置期間の
変更があり得るのでしょうか。

（※）平成29年7月5日付け薬生薬審発0705第1号厚生労働省医薬・生活衛

生局医薬品審査管理課長通知「電子化コモン・テクニカル・ドキュメント
（eCTD）による承認申請について」

システム



eCTD ver.4の適用と
経過措置期間の関係

システム

A：
電子データの提出については、eCTD ver.4の適用期

日にかかわらず、実務的通知の「５．電子データ提出
開始時期及び経過措置について」で通知された経過
措置期間に変更の予定はありません。
eCTD ver.4の適用に関しては、適用期日が通知され

るタイミングで、適切な経過措置期間を設定する予定
です。



eCTD ver.4導入時の
試験データ提出内容の入力

システム

Q：
試験データの提出内容入力画面の入力方法につい
て、eCTD ver.4導入時には、何らかの変更があるで
しょうか。



A：
eCTD ver.4を利用した承認申請においては、電子
データのTerminologyバージョン等の情報はeCTDの
XML内に記載していただく予定です。そのため、現在
のWeb画面上での入力は不要となる想定です。
また、eCTD ver.4に対して、現行のver.3と同様に、
PMDAから無償のeCTD検証ツールを提供する予定で
す。eCTD 検証ツールでは必須項目などの形式チェッ
クが可能となります。

システム eCTD ver.4導入時の
試験データ提出内容の入力



臨床薬理

Q：
臨床薬理領域の試験及び解析に関する申請電子デー
タを格納すべきフォルダについて、基本的な考え方を教
えてください。

データの格納フォルダ



臨床薬理 データの格納フォルダ
A：

CDISC準拠ファイル
及び付随するファイル

CDISC関連ファイルとして技

術的ガイド等に定められた
フォルダに格納

4層目（m5/datasets/[study 
id]の下の階層）以降に任意

のフォルダを作成し格納する
ことが可能

• SDTM（PC、PP）
• ADaM（ADPC、ADPP等）
• SDTM/ADaMに関連するプログラム
• Reviewer’s guide 等

• 非CDISC形式の解析データセット
• 上記に関連するプログラム
• 解析仕様書
• データセット定義書 等



ファイル名の制限臨床薬理

Q：
技術的ガイド「3.5 フォルダ構造」に記載されている

ファイル名に関する制限は、臨床薬理領域の試験及
び解析に関する申請電子データにも適用されます
か？



A：
適用されます。したがって、文字数制限や使用可能
な文字の制限（大文字アルファベット不可等）を守っ
てご提出ください。

臨床薬理 ファイル名の制限



（参考）
• 技術的ガイド4.1.1.4及び4.2.2のとおり、データセッ

トをSAS XPORT 形式で提出する際には、データセッ
ト名とファイル名は同一とする必要があります。

• sas7bdatのデータセット名が9文字以上だと、申請
者側でSAS XPORT形式に変換できません。

臨床薬理 ファイル名の制限

SAS XPORT形式ファイルの作成に当たっては、実質
上、ファイル名は9文字未満とする必要があります。
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