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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
平成28年（2016年）10月1日

申請電子データ
の受付開始

承認申請日が
平成32年（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

承認申請日が平成32年（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平成32年（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
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電子データの提出対象となる品目

提出対象となる承認申請区分

原則として 「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号厚生労働省医薬食品局長通知）の別表

２－（１）に掲げる（１）から（７）、（９）及び（９の２） に該当する品

目

※（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

（９）：類似処方医療用配合剤

（９の２）：類似処方医療用配合剤

（再審査期間中でないもの）

＊（８）剤形追加に係る医薬品や一般用医薬品は対象ではありません



申請電子データ提出に関する通知の改正
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年度 通知

平成25年度
（2013年）

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

平成26年度
（2014年）

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」） （平成26年6月20日）

平成27年度
（2015年）

・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」） （平成27年4月27日）
・技術的ガイド （平成27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）
（平成27年5月15日）

PMDA HPでFAQ提供開始（平成27年11月）。
以降も順次更新。

平成28年度
（2016年）

・技術的ガイドの一部改正 （平成28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」）
（平成28年9月6日）
・対面助言実施要綱の一部改正（別紙8の改正） （平成28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
（平成28年10月1日～）

平成29年度
（2017年）

・技術的ガイドの一部改正 （平成29年9月11日）
・対面助言実施要綱の一部改正（別紙8の改正） （平成29年10月2日）

平成30年度
（2018年）

・実務的通知Q&A発出（平成30年5月17日）

経過措置期間終了に向けて、基本的通知及び
実務的通知を改正（平成31年1月24日）

平成30年5月17日付の実務的通知Q&Aの改
正内容は平成30年5月10日の説明会で解説

平成31年度
（2019年）

経過措置期間終了（平成32年3月31日）

平成32年度
（2020年）

・原則全ての新医薬品の申請で電子データ
提出（平成32年4月1日～）



経過措置期間終了に向けた通知の主な改正内容
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経過措置期間終了後の申請電子データの提出に向けて、電子
データの提出に係る以下の通知の改正を行いました。

 基本的通知

「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」の一部改正につい
て（平成31年1月24日付け薬生薬審発0124第1号）

 基本的通知Q&A

「承認申請時の電子データ提出に関する基本的考え方について」に関する質疑応答
集（Q&A）について（平成31年1月24日付け事務連絡）

 実務的通知

「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」の一部改正について
（ 2019年1月24日付け薬生薬審発0124第4号）

 実務的通知Q&A

「承認申請時の電子データ提出に関する実務的事項について」に関する質疑応答集
（Q&A）について（平成31年1月24日付け事務連絡）

 技術的ガイド

「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」の一部改正につ
いて（平成31年1月24日付け薬機次発第0124001号）

・・・「技術的ガイド及びFAQの改正内容ついて」に関する演題で解説



経過措置期間終了に向けた通知の主な改正内容
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平成31年1月24日付の基本的通知及び実務的通知の改正では、
主に以下の内容について改正を行いました。

新規に内容を追加

既に整理済の内容を整備

1. 製造販売後臨床試験の電子データの提出について

2. データが電子的に保存されていない等の特段の状況がある
試験の電子データ提出について

3. 希少疾病用医薬品等の電子データ提出について
4. HIV感染症治療薬の電子データ提出について

5. 申請前に実質的な試験成績の評価が行われる場合の電子
データ提出について

6. スクリーニング不適格例、追加データの提出等について
7. 臨床薬理領域の電子データ提出について
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経過措置期間終了に向けた通知の主な改正内容

平成31年1月24日付の基本的通知及び実務的通知の改正では、
主に以下の内容について改正を行いました。

新規に内容を追加

既に整理済の内容を整備

1. 製造販売後臨床試験の電子データの提出について

2. データが電子的に保存されていない等の特段の状況がある
試験の電子データ提出について

3. 希少疾病用医薬品等の電子データ提出について
4. HIV感染症治療薬の電子データ提出について

5. 申請前に実質的な試験成績の評価が行われる場合の電子
データ提出について

6. スクリーニング不適格例、追加データの提出等について
7. 臨床薬理領域の電子データ提出について
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製造販売後臨床試験について：基本的通知（既存）

基本的通知

２．電子データの提出対象となる品目と資料の範囲
（２）対象となる資料の範囲
（略）

なお、臨床試験以外の試験（非臨床試験等）、承認後に実施した臨床試験等に
関する電子データの活用についても並行して検討を進めており、将来的には、電
子データで提出すべき資料の範囲が変更となる可能性があることに留意すること。

基本的通知Q&A問４
問４

「臨床試験以外の試験（非臨床試験等）、承認後に実施した臨床試験等に関する電
子データの活用についても並行して検討を進めており、将来的には、電子データで提
出すべき資料の範囲が変更となる可能性がある」とのことだが、具体的にはどのような
ことが想定されているのか。

（答）

（略）また、製造販売後臨床試験のデータについては、治験の場合と同様に電子データ
の提出を求める可能性があるが、詳細については、今後検討する予定である。
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１. 電子データの提出対象となる臨床試験データ等の取扱いについて
（４）製造販売後臨床試験データに関する取扱いについて
再審査の申請に際して提出される製造販売後臨床試験の成績についても、再審

査申請時に電子データの提出を求める場合がある。再審査の対象品目の承認申
請の段階で電子データが提出された品目であって、その審査の過程で実施するこ
とを求められた製造販売後臨床試験の場合は、原則として、再審査申請時に電子
データの提出を求めることとする。なお、その際提出する電子データはCDISC標準に

準拠すること。

実務的通知

問２

（略）承認条件として実施を求められた製造販売後臨床試験以外の試験についても電子
データの提出を求められることはあるのか。

（答）
承認条件として設定されたものに限らず、審査の過程でPMDAが実施を求めた製造販
売後臨床試験についても、電子データの提出を求める。

実務的通知Q&A問２

製造販売後臨床試験について：実務的通知（既存）



製造販売後臨床試験の電子データの提出について

既存の通知では、

 承認申請の段階で電子データが提出された品目が対象である。

 製造販売後臨床試験について、承認条件として実施された臨床試
験や、審査の過程で実施を求められた臨床試験が対象である。

 原則として再審査申請時に電子データを提出する。

とされています。

今回の通知改正では、

 いつの時点の承認申請の段階で電子データが提出された品目から、
製造販売後臨床試験の電子データの提出が必要であるのか。

 製造販売後臨床試験の結果に基づき、再審査申請前に試験結果
の評価が行われる場合（医薬品添付文書改訂相談や承認条件解
除の要望等）、当該時点での電子データの提出は必要であるのか。

について、対応をまとめました。
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製造販売後臨床試験について：基本的通知（改正後）

基本的通知

２．電子データの提出対象となる品目と資料の範囲
（２）対象となる資料の範囲
（略）
ウ その他
・製造販売後臨床試験

電子データを添付して承認申請された品目については、製造販売後臨床試験に
関する電子データの提出を求めることがある。
（略）

基本的通知Q&A問４
問４

「臨床試験以外の試験（非臨床試験等）、承認後に実施した臨床試験等に関する電
子データの活用についても並行して検討を進めており、将来的には、電子データで提
出すべき資料の範囲が変更となる可能性がある」とのことだが、具体的にはどのような
ことが想定されているのか。

（答）

（略）また、製造販売後臨床試験のデータについては、治験の場合と同様に電子データ
の提出を求める可能性があるが、詳細については、今後検討する予定である。

下線部が変更箇所

取消線が変更箇所
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１. 電子データの提出対象となる臨床試験データ等の取扱いについて
（４）製造販売後臨床試験データに関する取扱いについて
再審査の申請に際して提出される製造販売後臨床試験の成績についても、再審

査申請時に電子データの提出を求める場合がある。平成32年4月1日以降に電子

データを添付して承認申請された品目であって、その審査の過程で実施することを
求められた製造販売後臨床試験の場合は、原則として、再審査申請時に電子デー
タの提出を求めることとする。なお、当該製造販売後臨床試験の結果に基づき、再
審査申請前に医薬品添付文書改訂相談、承認条件解除の要望等を行う場合は、
可能な限り、当該時点で電子データを提出することが望ましい。また、提出する電
子データはCDISC標準に準拠すること。

実務的通知

問２

（略）承認条件として実施を求められた製造販売後臨床試験以外の試験についても電子
データの提出を求められることはあるのか。

（答）
承認条件として設定されたものに限らず、審査の過程でPMDAが実施を求めた製造販
売後臨床試験についても、再審査申請時に電子データの提出を求める。

実務的通知Q&A問２

製造販売後臨床試験について：実務的通知（改正後）

下線部が変更箇所

下線部が変更箇所



製造販売後臨床試験の電子データ提出について
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承認

製造販売後臨床試験

再審査期間（4～10年）

電子
データ
提出
確認
相談

再審査申請

＜再審査申請までに当該成績を提出する機会がない場合＞

バリデーショ
ン

資
料
搬
入

5週間
以内

平成32年4月1日以降に電子データを添付して承認申請された品目

ゲートウェイ

提出は必須

電
子
デ
ー
タ
提
出
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製造販売後臨床試験の電子データ提出について

承認

製造販売後
臨床試験

再審査期間（4～10年）

バリデー
ション

5週間
以内

電子
データ
提出
確認
相談

再審査申請

資
料
搬
入

照会・
回答

添付
文書
改訂
相談

＜再審査申請までに当該成績を提出する機会がある場合＞

添
付
文
書
改
訂

資
料
搬
入

専門協議あり：10週間
専門協議なし：8週間

バリデーショ
ン

電子
データ
提出確
認相談

資
料
提
出

照会・
回答

部
会

資
料
搬
入

＜承認条件解除要望時＞

＜添付文書改訂相談＞

ゲートウェイ

提出は必須

ゲートウェイ

提出は必須

製造販売後
臨床試験

メディア

提出は任意

メディア

提出は任意

バリデー
ション

5週間
以内

バリデー
ション

5週間
以内

平成32年4月1日以降に電子データを添付して承認申請された品目

電
子
デ
ー
タ
提
出

電
子
デ
ー
タ
提
出

電
子
デ
ー
タ
提
出

電
子
デ
ー
タ
提
出
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製造販売後臨床試験の電子データ提出における留意点

平成32年4月1日以降に電子データを添付して承認申請された品目について、

審査の過程で承認条件とされた場合やPMDAにより実施を求められた場合、

再審査申請時に当該製造販売後臨床試験の電子データの提出が必要です。

再審査申請までに添付文書改訂相談や承認条件解除の要望等が行われる

場合は、当該時点で試験成績を評価し、部分集団解析を含む主要な照会事

項を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、試験成績の評価を行う当該時点で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、当該時点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。

可能な範囲で再審査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、再審査申請時における電子データの提出は必須

となります。

再審査時に提出する製造販売後臨床試験の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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経過措置期間終了に向けた通知の主な改正内容

平成31年1月24日付の基本的通知及び実務的通知の改正では、
主に以下の内容について改正を行いました。

新規に内容を追加

既に整理済の内容を整備

1. 製造販売後臨床試験の電子データの提出について

2. データが電子的に保存されていない等の特段の状況がある
試験の電子データ提出について

3. 希少疾病用医薬品等の電子データ提出について
4. HIV感染症治療薬の電子データ提出について

5. 申請前に実質的な試験成績の評価が行われる場合の電子
データ提出について

6. スクリーニング不適格例、追加データの提出等について
7. 臨床薬理領域の電子データ提出について



古い試験の電子データ提出について
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本邦における電子データ提出は

 平成32年（2020年）４月1日以降に承認申請される新医薬品（申請区
分（1）～（7）、（9）、（9の2）の医療用医薬品）について、電子データの

提出が求められており、臨床データパッケージのうち、電子データの
提出範囲とされた臨床試験や解析が電子データの提出対象となりま
す。

しかしながら、上記の新医薬品の申請において、古い試験等では、以下
のような場合も想定されます。

 過去に実施した試験等で、一部または全てのデータが電子的に保存
されていない等、個々の試験の一部または全部の電子データを準備
することが困難な場合は、どうしたらよいのか？

 未承認公知の場合、臨床データパッケージの臨床試験に関して、電
子データを提出する必要があるのか？

そこで、今回の通知改正で、上記の対応についてまとめました。



古い試験の電子データ提出について：基本的通知（改正後）
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基本的通知

２．電子データの提出対象となる品目と資料の範囲
（２）対象となる資料の範囲
ア 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）の成績に関する資料

イ 第Ⅰ相試験及び臨床薬理試験のうち、次に掲げる試験の成績に関する資料
・抗悪性腫瘍剤での第Ⅰ相試験

・日本人と外国人の双方に対して実施された第Ⅰ相試験（国際共同試験やブリッ
ジング試験の場合など）
・ICH E14ガイドラインに基づくQT/QTc試験
ウ その他
・その他の第Ⅰ相試験及び臨床薬理試験並びに参考資料等
（略）
・有効性又は安全性に関する統合解析
（略）
・製造販売後臨床試験

ただし、過去に実施した試験等でデータが電子的に保存されていない等、電子
データを準備することが困難な特段の状況がある試験については、電子データの
提出を不要とする場合がある。

下線部を追加



古い試験の電子データ提出について：基本的通知（改正後）
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（答）

原則として、「承認申請時の電子データ提出に関する基本的考え方について」（平成
26年６月20日付け薬食審査発0620第６号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）
の記の２に該当する資料については、経過措置期間が終了した後に承認申請する場
合、電子データとして提出することが必要である。

ただし、電子データの提出範囲とされた試験について、試験実施時期が古く、データ
が電子的に保存されていない等、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や提出内容を判断するため、事前に独立行政法人
医薬品医療機器総合機構（以下「ＰＭＤＡ」という。）に相談すること。

なお、薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品に
ついては、電子データを提出する必要はなく、「「薬事・食品衛生審議会において公知
申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外使用について」に関する質疑応答に
ついて」（平成22年９月１日付け厚生労働省医薬食品局総務課・審査管理課・安全対策
課事務連絡）の問１に示した添付資料を提出することで差し支えない。

問２

医師主導治験や既に過去に実施した試験等でデータが電子的に保存されていない
等、電子データを準備することが困難な特段の状況がある試験について、電子データ
の提出を不要とする場合があると記載されているが、どのような試験が該当するのか。。

基本的通知Q&A問２ 下線部を追加



古い試験等の電子データ提出の相談について
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ただし、電子データの提出範囲とされた試験について、試験実施時期が古く、
データが電子的に保存されていない等、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や提出内容を判断するた
め、事前に独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「ＰＭＤＡ」という。）
に相談すること。（略）

基本的通知Q&A 問２抜粋（古い試験）

上記のケースについては、個別品目において、該当する個々の試験の
データの保有状況や形式、提出が不可能なデータの評価上の位置づけ
を確認しながら、提出要否や提出内容を確認する必要があります。

例：CRFで収集した項目のうち、ある評価項目については導入元から取得した電子デー
タに含まれていない。

そこで、今回の通知改正に基づき、提出すべき電子データを準備するこ
とが困難な個々の試験について、提出内容の全部又は一部の提出免除
が可能かどうかについて相談するために、新たな相談区分を設置し、相
談を開始する予定です。
詳細は、改正後の対面助言実施要綱をご覧ください。
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経過措置期間終了に向けた通知の主な改正内容

平成31年1月24日付の基本的通知及び実務的通知の改正では、
主に以下の内容について改正を行いました。

新規に内容を追加

既に整理済の内容を整備

1. 製造販売後臨床試験の電子データの提出について

2. データが電子的に保存されていない等の特段の状況がある
試験の電子データ提出について

3. 希少疾病用医薬品等の電子データ提出について
4. HIV感染症治療薬の電子データ提出について

5. 申請前に実質的な試験成績の評価が行われる場合の電子
データ提出について

6. スクリーニング不適格例、追加データの提出等について
7. 臨床薬理領域の電子データ提出について
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希少疾病用医薬品等の電子データ提出について

希少疾病用医薬品等については、

安全かつ良質な医薬品を一日も早く医療の現場に提
供することが国民から求められている。

このため、当該医薬品の開発を促進するための特別
の支援措置（再審査期間延長、申請手数料の減額
等）が講じられている。

そこで、希少疾病用医薬品等にかかる支援措置の一
環として、申請者による申請前までの準備に関する負
担を一部を軽減するための対応をまとめました。



希少疾病用医薬品等の電子データ提出について：基本的通知（改正後）
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基本的通知

３．電子データの提出方法とその種類
（１）提出時のデータ標準
対象となる臨床試験のデータについては、Clinical Data Interchange Standards

Consortiumの規格（以下「CDISC標準」という。）に準拠した形式で提出すること。提
出する電子データのCDISC標準への適合性については、申請者の責任で担保する
必要がある。
ただし、希少疾病用医薬品等について、平成26年6月20日より前に開始した試験
については、その限りではない。
（略）

希少疾病用医薬品等について、平成26年6月20日より前に開始した試験については、
承認申請時に試験データを提出する必要はあるが、CDISC標準以外の形式の電子
データを提出することでも差し支えないものとしました。

基本的通知QAに問１０を新たに追加して当該内
容を解説

下線部を追加



希少疾病用医薬品等の電子データ提出について：基本的通知（改正後）
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（答）
重篤な疾患であり、代替する適切な医薬品、医療機器又は治療法がなく、患者数が

少ない疾患等を対象とする希少疾病用医薬品等については、安全かつ良質なものを
一日も早く医療の現場に提供することが国民から求められている。このため、希少疾病
用医薬品等の開発を促進するための特別の支援措置が講じられている。

当該支援措置の一環として、基本的通知の記の２の（２）に該当する資料のうち、試
験開始日（最初の被験者を組み入れた日）が平成26年６月20日（基本的通知発出日）
より前の試験であっても、承認申請時に試験データを提出する必要はあるが、CDISC標

準以外の形式の電子データを提出することでも差し支えないものとする。これにより、
申請者による申請前までの準備に関する負担の一部を軽減する。

なお、CDISC標準以外の形式の電子データを提出する場合は、該当する試験や提出
内容について、事前にPMDAに相談すること。

問１０

希少疾病用医薬品等について、平成26年６月20日より前に開始した試験については、
その限りではないと記載されているが、どのような場合にCDISC標準以外の形式で提
出が可能か。

基本的通知Q&Aに、下記のQAを新たに追加



希少疾病用医薬品等の電子データ提出の相談について
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なお、CDISC標準以外の形式の電子データを提出する場合は、該当する試験
や提出内容について、事前にPMDAに相談すること。

基本的通知Q&A 問10抜粋（希少疾病用医薬品）

CDISC標準以外の形式の電子データを提出する場合も、当該電子
データの利用目的は、CDISC準拠データを提出する場合と同様です。
CDISC標準以外の形式の電子データが提出される場合、審査において
電子データを活用するにあたり、CDISC準拠データを提出する場合と異

なり、提出予定の電子データの状況（電子データに関する情報や解析
に関する情報）を把握するのに時間を要する場合が想定されます。

そこで、今回の通知改正に基づき、希少疾病用医薬品等において、
CDISC標準以外の形式の電子データを提出する場合は、当該提出内容

等について相談するために、新たな相談区分を設置し、相談を開始す
る予定です。
詳細は、改正後の対面助言実施要綱をご覧ください。
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経過措置期間終了に向けた通知の主な改正内容

平成31年1月24日付の基本的通知及び実務的通知の改正では、
主に以下の内容について改正を行いました。

新規に内容を追加

既に整理済の内容を整備

1. 製造販売後臨床試験の電子データの提出について

2. データが電子的に保存されていない等の特段の状況がある
試験の電子データ提出について

3. 希少疾病用医薬品等の電子データ提出について
4. HIV感染症治療薬の電子データ提出について

5. 申請前に実質的な試験成績の評価が行われる場合の電子
データ提出について

6. スクリーニング不適格例、追加データの提出等について
7. 臨床薬理領域の電子データ提出について
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HIV感染症治療薬の電子データ提出について

HIV感染症治療薬では、

 「HIV感染症治療薬の製造又は輸入承認申請の取扱いについ

て」（平成10年11月12日付け医薬審第1015号厚生省医薬安全局

審査管理課長通知 ） において、海外の審査当局に対する承認

申請に添付される資料に基づく承認申請が可能とされている。

そこで、今回の通知改正で、 以下のような場合の対応についてまと

めました。

 海外の審査当局に提出しておらず、CDISC標準と異なる形式で収

集された試験の電子データについて、CDISC標準に準拠した形式

に変換する必要があるか。

 試験結果の評価が行われる事前評価時点で、電子データの提

出は必要なのか。



HIV感染症治療薬の電子データ提出について：基本的通知（新規）
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（答）
海外の審査当局に提出しておらず、CDISC標準と異なる形式で収集された

試験の電子データについては、CDISC標準に準拠した形式に変換してまで提

出する必要はない。なお、電子データの提出対象となる資料の範囲や電子
データの具体的な提出内容については、事前にPMDAに相談すること。

問１１
HIV感染症治療薬については、「HIV感染症治療薬の製造又は輸入承認申請
の取扱いについて」（平成10年11月12日付け医薬審第1015号厚生省医薬安全

局審査管理課長通知）において、一層の迅速な承認審査を行うため、海外の審
査当局に対する承認申請に添付される資料に基づく承認申請を可能としている。
このような承認申請を行う医薬品の電子データのうち、海外の審査当局に提出
しておらず、CDISC標準と異なる形式で収集された試験の電子データについても、
CDISC標準に準拠した形式で提出する必要があるか。

基本的通知Q&Aに、下記のQAを新たに追加
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実務的通知

１. 電子データの提出対象となる臨床試験データ等の取扱いに
ついて

（５ ）承認申請前に実質的な試験結果の評価が行われる品目
の取扱いについて
承認申請より前に実質的な試験結果の評価が行なわれる品目（先駆け審

査指定制度対象品目、HIV感染症治療薬等）については、可能な限り、実質
的な試験結果の評価を行う段階で電子データを提出することが望ましい。

HIV感染症治療薬の電子データ提出について：実務的通知（改正後）

下線部を追加



HIV感染症治療薬の事前評価について
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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。

2018/5/10業界向け説明会スライドより
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HIV感染症治療薬の事前評価における留意点

実質的な審査は事前評価時に行なわれるため、部分集団解析を含む主

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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2018/5/10業界向け説明会スライドより



HIV感染症治療薬の電子データ提出について
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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。

2018/5/10業界向け説明会スライドより
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経過措置期間終了に向けた通知の主な改正内容

平成31年1月24日付の基本的通知及び実務的通知の改正では、
主に以下の内容について改正を行いました。

新規に内容を追加

既に整理済の内容を整備

1. 製造販売後臨床試験の電子データの提出について

2. データが電子的に保存されていない等の特段の状況がある
試験の電子データ提出について

3. 希少疾病用医薬品等の電子データ提出について
4. HIV感染症治療薬の電子データ提出について

5. 申請前に実質的な試験成績の評価が行われる場合の電子
データ提出について

6. スクリーニング不適格例、追加データの提出等について
7. 臨床薬理領域の電子データ提出について



申請前に実質的な試験結果の評価が行われる場合について

今回の通知改正では、申請前に実質的な試験結果の評価が
行われる以下のような品目/状況にかかる電子データの提出
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。

 承認申請より前に実質的な試験結果の評価が行われる品
目
 先駆け審査指定制度対象品目

 HIV感染症治療薬 等

 再審査申請より前に製造販売後臨床試験成績の評価が行
われる状況
 医薬品添付文書改訂相談

 承認条件解除の要望時 等

2019/02/12 34



先駆け審査品目の事前審査について
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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）

2018/5/10業界向け説明会スライドより
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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

最後の
資料の
申請可

臨
床
資
料
2

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。

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

2018/5/10業界向け説明会スライドより

先駆け審査品目の事前審査について

電
子
デ
ー
タ
提
出

電
子
デ
ー
タ
提
出

電
子
デ
ー
タ
提
出
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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、部分集団解析を含む主要
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試験・解析のみ
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。

2018/5/10業界向け説明会スライドより



申請前に実質的な試験成績の評価が行われる場合：実務的通知（改正後）
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（答）

（１）基本的には、評価の対象となる試験・解析に関する電子データを提出すること。

（２）現状では、承認申請に伴わない場合にはゲートウェイシステムの利用が困難であ
るため、記録媒体により提出すること。

（３）記録媒体による電子データの提出は試験結果の提出予定日の５週間前から試験
結果提出日までの間に行うこと。

（４）実質的な試験結果の評価を行う時点に電子データを提出した場合でも、当該資料
は承認申請書又は再審査申請書に添付すべき資料の一部であることから、承認申請
時や再審査申請時には、ゲートウェイシステムを介して電子データを再度提出するこ
と。

問１９

承認申請より前に実質的な試験結果の評価が行われる品目（先駆け審査指定制度
対象品目、HIV感染症治療薬等）や、再審査申請より前に製造販売後臨床試験成績の
評価（医薬品添付文書改訂相談、承認条件解除の要望時等）が行われる品目につい
て、実質的な試験結果の評価を行う時点での電子データの提出する場合の電子デー
タの提出内容及び提出方法等の留意点を確認したい。

実務的通知Q&Aに、下記のQAを新たに追加
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（答）つづき

（５）電子データの提出に先立ち、CDISC標準に準拠したデータに関する適合性を事前
に確認し、技術的ガイドに示すPMDAが重大と考えるエラーが認められるが修正が不
可能な場合には、その内容及び理由について、電子データ提出前に、対面助言を利
用して事前にPMDAに相談すること。

（６）さらに、個別の品目毎の留意点は以下のとおりである。

① 先駆け審査指定制度の対象品目

事前の評価に際して、各試験・解析結果の提出タイミングに合わせて、当該結果
に対応する電子データを提出すること。なお、提出可能な試験・解析の電子データ
のみ提出することでも差し支えない。

② HIV感染症治療薬、事前評価相談対象品目、医薬品添付文書改訂相談品目又は
承認条件解除要望品目

事前の評価に際して、提出範囲とされた試験・解析の電子データについて、一度
にまとめて提出すること。

問１９

承認申請より前に実質的な試験結果の評価が行われる品目（先駆け審査指定制度
対象品目、HIV感染症治療薬等）や、再審査申請より前に製造販売後臨床試験成績の
評価（医薬品添付文書改訂相談、承認条件解除の要望時等）が行われる品目につい
て、実質的な試験結果の評価を行う時点での電子データの提出する場合の電子データ
の提出内容及び提出方法等の留意点を確認したい。

申請前に実質的な試験成績の評価が行なわれる場合：実務的通知（新規）
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経過措置期間終了に向けた通知の主な改正内容

平成31年1月24日付の基本的通知及び実務的通知の改正では、
主に以下の内容について改正を行いました。

新規に内容を追加

既に整理済の内容を整備

1. 製造販売後臨床試験の電子データの提出について

2. データが電子的に保存されていない等の特段の状況がある
試験の電子データ提出について

3. 希少疾病用医薬品等の電子データ提出について
4. HIV感染症治療薬の電子データ提出について

5. 申請前に実質的な試験成績の評価が行われる場合の電子
データ提出について

6. スクリーニング不適格例、追加データの提出等について
7. 臨床薬理領域の電子データ提出について
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（答）

組み入れ症例数に比して多数の当該不適格例が発生している場合や組み入
れ基準に懸念がある場合等、審査の過程で必要と判断された場合には、スク
リーニングにおける不適格例に関する電子データの提出を求めることがある。
したがって、当該不適格例に関するデータが症例報告書等により収集されてい
る場合には、当該不適格例の電子データを提出することが望ましい。

問６

提出すべき電子データとして、スクリーニングにおける不適格例に関する
データは必要か。

既存の基本的通知Q&Aを一部改正 下線部が変更箇所



追加データの提出（改正後）
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実務的通知（下線部を追記）

２. 電子データ等の提出形式、提出方法について

（６）承認申請後に追加で電子データの提出が必要となる場合
の対応について
承認申請時に提出を求める電子データについては、対面助言を活用する
などして、PMDAと事前に合意し、必要な全ての資料を承認申請時に提出す

ること。ただし、長期投与試験の実施中に承認申請される場合、中間解析結
果に基づき承認申請される場合等には、承認申請後に提出される当該臨床
試験のデータは、既に提出されたデータに追加分のデータを含む形で提出
すること。

なお、承認審査の過程で新たに、これまで電子データが提出されていない
臨床試験の電子データや、既に電子データが提出されている臨床試験に関
する追加のデータセットやプログラムの提出が必要となる場合も例外的にあ
りえるが、その場合であっても、データセットについては基本的にCDISC標準

に準拠したデータの提出を求める。提出する電子データ、提出時期等につ
いては、PMDAと相談して決定すること。

下線部が変更箇所



電子データが含まれない場合のGWによるeCTDの提出（改正後）
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実務的通知（下線部を追記） 下線部が変更箇所

５. 電子データ提出開始時期及び経過措置について
平成28年10月１日以降の承認申請品目から、本通知を適用するものとする。
また、これに合わせ、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。

本来電子データの提出が必要となる資料は、その全てについて電子データの提出を求
めるものであるが、平成32年３月31日までは経過措置期間とし、経過措置期間中におい

ては、資料の一部について電子データの提出が可能な場合には、一部のみの電子デー
タ提出を受け入れるものとする。ただし、この場合には、承認審査の過程では原則従前
どおりの取扱いとなることに留意するとともに、対面助言を活用し事前にPMDAと相談す
ること。
また、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。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。

なお、電子データ提出対象の申請区分であるにも関わらず、承認申請書添付資料に
電子データが含まれない場合にあっては、経過措置期間によらず、ゲートウェイシステム
によるeCTDの提出を受け入れるものとする。
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経過措置期間終了に向けた通知の主な改正内容

平成31年1月24日付の基本的通知及び実務的通知の改正では、
主に以下の内容について改正を行いました。

新規に内容を追加

既に整理済の内容を整備

1. 製造販売後臨床試験の電子データの提出について

2. データが電子的に保存されていない等の特段の状況がある
試験の電子データ提出について

3. 希少疾病用医薬品等の電子データ提出について
4. HIV感染症治療薬の電子データ提出について

5. 申請前に実質的な試験成績の評価が行われる場合の電子
データ提出について

6. スクリーニング不適格例、追加データの提出等について
7. 臨床薬理領域の電子データ提出について
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臨床薬理領域の改正内容のポイント

基本的通知２．（２）での分類ウの追加に関連するもの

FAQで示していた内容を反映しての通知及びQ&Aの記
載内容の整理

過去の相談、説明会等での議論を踏まえての提出内容
の明確化

今回の改正に伴った要件や考え方の変更はありません
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基本的通知

２. 電子データの提出対象となる品目と資料の範囲
（２）対象となる資料の範囲 下線部変更

新 旧
原則として、承認申請時に、申請者が評価資料として提出する
資料のうち次に掲げる資料について、被験者ごとの電子データ
での提出を求めることとする。

ア 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）の成績に関する資料

イ 第Ⅰ相試験及び臨床薬理試験のうち、次に掲げる試験の成
績に関する資料

• 抗悪性腫瘍剤での第Ⅰ相試験

• 日本人と外国人の双方に対して実施された第Ⅰ相試験（国
際共同試験やブリッジング試験の場合など）

• ICH E14ガイドラインに基づくQT/QTc試験

なお、その他の第Ⅰ相試験及び臨床薬理
試験並びに参考資料等、提出対象となら
なかった試験に関しての電子データ（母集
団解析に用いたデータセットを含む。）につ
いては、一律に提出を求めるものではない
が、PMDAが必要と判断したものについて
は提出を求めることがある。

原則として、承認申請時に、申請者が評価資料として提出する資
料のうち次に掲げる資料について、被験者ごとの電子データでの
提出を求めることとする。

ア 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）の成績に関する資料

イ 第Ⅰ相試験及び臨床薬理試験のうち、次に掲げる試験の成
績に関する資料

• 抗悪性腫瘍剤での第Ⅰ相試験

• 日本人と外国人の双方に対して実施された第Ⅰ相試験（国際
共同試験やブリッジング試験の場合など）

• ICH E14ガイドラインに基づくQT/QTc試験

ウ その他

• その他の第Ⅰ相試験及び臨床薬理試験
並びに参考資料等

これらの試験・解析に関する電子データ
（母集団解析に用いたデータセットを含
む。）については、一律に提出を求めるもの
ではないが、PMDAが必要と判断したもの
については提出を求めることがある。



2019/02/12 47

基本的通知

２. 電子データの提出対象となる品目と資料の範囲
（２）対象となる資料の範囲 下線部変更

新 旧
原則として、承認申請時に、申請者が評価資料として提出する
資料のうち次に掲げる資料について、被験者ごとの電子データ
での提出を求めることとする。

ア 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）の成績に関する資料

イ 第Ⅰ相試験及び臨床薬理試験のうち、次に掲げる試験の成
績に関する資料

• 抗悪性腫瘍剤での第Ⅰ相試験

• 日本人と外国人の双方に対して実施された第Ⅰ相試験（国
際共同試験やブリッジング試験の場合など）

• ICH E14ガイドラインに基づくQT/QTc試験

なお、その他の第Ⅰ相試験及び臨床薬理
試験並びに参考資料等、提出対象となら
なかった試験に関しての電子データ（母集
団解析に用いたデータセットを含む。）につ
いては、一律に提出を求めるものではない
が、PMDAが必要と判断したものについて
は提出を求めることがある。

原則として、承認申請時に、申請者が評価資料として提出する資
料のうち次に掲げる資料について、被験者ごとの電子データでの
提出を求めることとする。

ア 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）の成績に関する資料

イ 第Ⅰ相試験及び臨床薬理試験のうち、次に掲げる試験の成
績に関する資料

• 抗悪性腫瘍剤での第Ⅰ相試験

• 日本人と外国人の双方に対して実施された第Ⅰ相試験（国際
共同試験やブリッジング試験の場合など）

• ICH E14ガイドラインに基づくQT/QTc試験

ウ その他

• その他の第Ⅰ相試験及び臨床薬理試験
並びに参考資料等

これらの試験・解析に関する電子データ
（母集団解析に用いたデータセットを含
む。）については、一律に提出を求めるもの
ではないが、PMDAが必要と判断したもの
については提出を求めることがある。

基本的通知の2．（2）イに掲げる資料以外について、ウとして項
立て

その他の通知等の記載も整備

３．提出すべき電子データのデータセット等に関する詳細事項について

（２）第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び臨床薬理領域の解析に関する電子データについて

例
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基本的通知

臨床薬理領域の解析用データにつ
いては、申請者の解析データ作成に
おける実態を踏まえ、CDISC標準以外

の規格に基づく提出についても検討
しており、詳細は別途通知する予定
である。

臨床薬理領域の解析用データについ
ては、申請者の解析データ作成にお
ける実態を踏まえ、CDISC標準以外の

規格に基づく提出も可能な場合があ
る。詳細は「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」（実務的通知）を参照すること。

３. 電子データの提出方法とその種類
（１）提出時のデータ標準 下線部変更

新 旧

情報アップデート
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基本的通知QA

その他の第Ⅰ相試験及び臨床薬
理試験並びに参考資料等につい
て、「これらの試験・解析に関する
電子データ（母集団解析に用いた
データセットを含む。）については、
一律に提出を求めるものではない
が、PMDAが必要と判断したもの

については提出を求めることがあ
る。」とのことだが、承認申請後の
審査の過程で新たに必要となった
試験データをCDISC標準で提出す

るために時間を要する場合も想定
されるが、そのような場合に承認
審査は遅延するのか。

「その他の第Ⅰ相試験及び臨床薬
理試験並びに参考資料等、提出対
象とならなかった試験に関しての電
子データ（母集団解析に用いたデー
タセットを含む。）については、一律
に提出を求めるものではないが、
PMDA が必要と判断したものについ

ては提出を求めることがある。」との
ことだが、承認申請後の審査の過
程で新たに必要となった試験データ
をCDISC 標準で提出するために時

間を要する場合も想定されるが、そ
のような場合に承認審査は遅延す
るのか。

問5

新 旧

Q

下線部変更
基本的通知に合わせた

記載変更
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基本的通知QA

円滑な承認審査のためには、承
認申請前の段階で必要となる電
子データに関し、PMDAと十分に

相談しておくことが重要である。そ
のような手続を経ても、例外的に
承認申請後の審査の過程で新た
に電子データの提出が必要となる
場合もあるが、一般的には承認審
査を継続しながら対応可能な事
項が多いと考えられ、承認審査が
遅延することのないよう可能な限
り対応することとしたい。

円滑な承認審査のためには、今後、
PMDA に新たに設けられる予定の

「申請電子データ提出計画相談（仮
称）」を活用し、承認申請前の段階で
必要となる電子データに関し、PMDA

と十分に相談しておくことが重要であ
る。そのような手続を経ても、例外的
に承認申請後の審査の過程で新たに
電子データの提出が必要となる場合
もあるが、一般的には承認審査を継
続しながら対応可能な事項が多いと
考えられ、承認審査が遅延することの
ないよう可能な限り対応する予定であ
る。

新 旧

問5

A

下線部変更 情報アップデート
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実務的通知

（略）

これらのほか、用法・用量の設定の一部と考えられ、試験ごとに有効性、安全性又は薬物動態の評価が重要となる試験に
ついては、第Ⅱ相試験及び第Ⅲ相試験と同様に電子データを用いた検討を行う場合がある。例えば、基本的通知２．（２）
イに掲げる抗悪性腫瘍剤での第Ⅰ相試験及びQT/QTc評価試験については、CDISC標準に準拠したデータ（SDTM及びADaM

データセット）の提出を求める。また、国際共同治験やブリッジング試験等を実施するに当たって国内外の薬物動態の比較
に用いられた、日本人と外国人の双方に対して実施された第Ⅰ相試験も、用法・用量の設定に関する重要な根拠となる。
この場合、当該第Ⅰ相試験が国際共同治験として実施されたか、又は各地域で個々に実施されたかにかかわらず、電子
データを提出すること。

その他、第Ⅰ相試験、臨床薬理試験
等の成績及び臨床薬理領域の解析
（母集団解析やモデルに基づくシミュ
レーション等を含む。）に関して、薬物
動態又は薬力学の評価が用法・用量
の主要な根拠になると考えられる資
料についても、電子データを提出する
こと。

その他、用法・用量の主要な根拠とな
るなど、PMDAが必要と判断した第Ⅰ

相試験、臨床薬理試験等の成績及び
臨床薬理領域の解析（母集団解析や
モデルに基づくシミュレーション等を含
む。）に関する資料についても、電子
データを提出すること。

１. 電子データの提出対象となる臨床試験データ等の取扱いについて
（１）電子データの提出対象となる資料の範囲について
下線部変更

新 旧

FAQ 5-1



2019/02/12 52

実務的通知QA

実務的通知１．（１）において、基本的通知２．（２）イに掲げる
資料のほか、第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び臨床
薬理領域の解析（母集団解析やモデルに基づくシミュレーショ
ン等を含む。）に関して、薬物動態又は薬力学の評価が、用
法・用量の主要な根拠になると考えられる資料についても、電
子データを提出することとされているが、どのような資料が提
出対象となるのか。

Q

問10 下線部変更

FAQ 5-1
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実務的通知QA

一般的に次に掲げる資料のように、薬物動態又は薬力学の評価が、申請
用法・用量や検証的試験の用法・用量の設定根拠とされている場合、申請
者が医療用医薬品添付文書の注意喚起の根拠に用いられている場合、申
請者が特定の患者における用量調節の必要性の判断に用いられている場
合には、当該試験及び解析の電子データは提出対象となる。

（１）標準的な薬物動態解析が実施された臨床試験

① 例えば、抗菌剤等、薬物動態又は薬物動態/薬力学に関する試験成
績が用法・用量の主要な根拠となる場合の第Ⅰ相試験又は第Ⅱ相試験

② 小児、高齢者及び肝・腎機能障害患者に対する用法・用量又は用量
調節の主要な根拠となる臨床薬理試験

③ 薬物相互作用による用量調節の主要な根拠となる臨床薬理試験

④ 食事の影響試験の成績に基づいて用法・用量に食事に関する規定を
設けた場合等、用法・用量の主要な根拠となる食事の影響試験

A

問10 下線部変更

FAQ 5-1 FAQ 5-6
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実務的通知QA

⑤ 性別、体重（肥満等）、疾患の重症度、遺伝子多型等の遺伝因子、飲
酒、喫煙に関する用法・用量又は用量調節の主要な根拠となる臨床薬
理試験

⑥ 皮下注射製剤、貼付剤等で、投与部位による薬物動態への影響を検
討した相対バイオアベイラビリティ試験

⑦ 検証的試験で使用された製剤と申請製剤が異なる場合の両製剤間
の生物学的同等性試験や、医療用配合剤の開発における検証的試験
を単剤併用で実施した場合の単剤併用と医療用配合剤間の生物学的
同等性試験等、有効性、安全性及び用法・用量の主要な根拠となる生
物学的同等性試験

⑧ バイオ後続品の有効性、安全性及び用法・用量の主要な根拠となる、
先行バイオ医薬品との同等性/同質性を検討した薬物動態試験又は薬
物動態/薬力学試験

問10

A

下線部変更
FAQ 5-6

過去の説明会で説明済の考え方
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実務的通知QA

（２）母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む。）

① 国際共同治験やブリッジング試験等を利用した開発において、日本
人と外国人における薬物動態又は薬物動態/薬力学の類似性を検討
した母集団解析

② 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

③ 第Ⅲ相試験を含むデータを対象とした母集団解析

④ 薬物相互作用、小児、高齢者、肝・腎機能障害患者等に対する用
法・用量又は用量調節の主要な根拠となる母集団解析

（３）生理学的薬物速度論モデル解析（モデルに基づくシミュレーションを含
む。）

① 薬物相互作用による用量調節や、小児、高齢者及び肝・腎機能障
害患者等に対する用法・用量又は用量調節の主要な根拠となる場合
等における生理学的薬物速度論モデル解析

② 臨床薬物相互作用試験を実施しないことの根拠に用いた生理学的
薬物速度論モデル解析

問10

A

下線部変更

FAQ 5-7

FAQ 5-8



2019/02/12 56

実務的通知QA

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
試験については、申請者が、医療用医薬品添付文書において薬物動態又
は薬力学に関する注意喚起を行う必要がある と判断する場合、当該試験の

電子データは提出対象となる。また、注意喚起の有無に関わらず、薬物動
態に及ぼす影響を検討した試験について、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の範囲外にある（薬物動態パラメータが対数
正規分布することを仮定）場合も、当該試験の電子データは提出対象となる。

なお、絶対的バイオアベイラビリティの検討を目的とした試験やマスバラン
ス試験は、原則として電子データの提出対象とはならない。

問10

A

下線部変更

FAQ 5-6

過去の説明会で
説明済の考え方
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実務的通知QA

基本的通知２．（２）イに掲げる資料について、以下の点を説
明してほしい。

（１）抗悪性腫瘍剤の第Ⅰ相試験が申請電子データの提出対
象となる資料とされているが、抗悪性腫瘍剤で実施した
全ての第Ⅰ相試験が提出対象になるのか。

問10の2

一般的に、第Ⅲ相試験の用法・用量の設定根拠となる第Ⅰ
相試験が該当する。

New!

A

Q

FAQ 5-1
過去の説明会で
説明済の考え方
過去の説明会で
説明済の考え方
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実務的通知QA

基本的通知２．（２）イに掲げる資料について、以下の点を説
明してほしい。

（2）ICH E14ガイドラインに基づくQT/QTc試験が提出対象の資
料とされているが、QT/QTc試験の代替として臨床薬理領
域の解析（薬物濃度-反応解析等）を実施した場合、当該
解析は提出対象になるのか。

問10の2

QT/QTc試験の代替として実施した臨床薬理領域の解析（薬物
濃度-反応解析等）は提出対象になる。A

Q

New!

相談等の経験より
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実務的通知QA

電子データの提出対象となる資料と求められるデータセットの形式の関係を確認したい。

2.（2） ア、イ以外2.（2）ウ その他

基本的通知の修正に
合わせて修正

A

Q

太枠部変更問12

新 旧

基本的通知に合わせた
記載変更



その他の整備内容

• 基本的通知において、実務的通知を引用している箇所
は、実務的通知を参照するように整備。

• 実務的通知３．（１）イのプログラムの提出の項において、
プログラムを作成及び実行した環境に関する情報を
データガイドだけでなく、別紙８にも記載して提出する旨
を追記。

• ゲートウェイシステムの詳細や各種標準の受け入れ可
能なバージョンについて、情報を公開しているPMDAの
ウェブサイトの名称を追加。

• 電子データ提出確認相談の記載部分を対面助言と修正。

• 各通知において、引用先の通知番号等を整備（局長通
知、対面助言実施要綱等） 。

• 厚生労働省の部署名の整備。
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おわりに
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平成32年（2020年）4月1日以降は、原則全ての新医薬

品の申請で申請電子データ提出が必要となります。それ
までに、申請電子データ提出をご経験いただく、また、申
請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、 平成32年（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、今後も引き続き検討を行っていきます。
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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


