
技術的ガイド及びFAQの
改正内容について

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

申請時電子データ提出にかかる
通知改正及び留意事項に関する説明会



本日の内容

技術的ガイド、FAQの更新と留意点について

• 平成31年1月24日付け技術的ガイド改正内容
の説明

• 平成31年1月24日付けFAQ改訂内容の説明
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技術的ガイドと改正

• 「技術的ガイド」
– 平成27年4月27日に初版を発出

– より技術的な詳細について記載

• 「技術的ガイド」の改正
– これまでに4回の改正

• 平成28年6月30日、平成28年8月24日、平成29年9月11日、
平成30年5月17日

– 今回、直近の平成31年1月24日改正（5回目）に関し
てご紹介
• 「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（薬機次発第0124001号平成
31年1月24日）
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技術的ガイドの主な改正内容

• 推奨環境のバージョンの参照先

• データガイドのファイル名

• シミュレーションに関するファイルの提出

• 再審査申請時の申請電子データ提出

• 承認申請より前に実質的な試験結果の評
価を行う場合等の申請電子データ提出
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推奨環境のバージョンの参照先

2. 申請電子データ等の提出に必要なシステム要件について
2.2 推奨環境
推奨環境のバージョンはPMDAのWEBサイト
（http://www.pmda.go.jp/）に公開する操作マニュアルを参
照すること。
• Microsoft社 Windows
• Microsoft社 Internet Explorer
• Adobe社 Adobe Reader
• 電子申請ソフト（FD申請ソフト）
• 上記が動作するPC
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技術的ガイド 2.2（変更）

推奨環境のバージョンについて、これまではWindows等の
バージョンを記載していましたが、WEBサイトに掲載の操作マ
ニュアルを参照していただくことと変更しました。



データガイドのファイル名

4. 提出すべき申請電子データ等について

4.1.2.3 データガイド

（略）

各文書は、原則、eCTD通知及びeCTD取扱い通知にお
いて定められているPDFで作成し、ファイル名はSDTM、
ADaMに対応してそれぞれ「study-data-reviewers-
guide.pdf」「analysis-data-reviewers-guide.pdf」等、内
容が明確となるファイル名とすることが望ましい。なお、
データガイドは日本語で作成しても差し支えない。
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以前の記載も、例示したファイル名に限定するものではありま
せんでしたが、異なるファイル名の使用可否に関する相談の
経験等を踏まえ、より明確になるよう下線部を追加しました。

技術的ガイド 4.1.2.3（追記）



シミュレーションに関するファイルの提出

4.2 第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び臨床薬理領域
の解析に関する申請電子データ等について
4.2.3 プログラム等の具体的な提出内容について
4.2.3.2 母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む。）
シミュレーションに関するファイルとして、シミュレーションデータを発
生させるためのプログラムファイル、シミュレーションの実施に用い
たプログラムファイル及びシミュレーション結果を示した図表の作成
プログラムファイル等を提出する。また、シミュレーションに既存の情
報に関するデータセット等を用いた場合は、当該情報を含むデータ
セット等を提出する。なお、プログラムが提出できない場合は、アル
ゴリズムが分かる仕様書を提出すること。プログラムのファイル形式
は、任意の形式で差し支えない。
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技術的ガイド 4.2.3.2（追記）

シミュレーションに既存の情報を使用した場合、その情報も提
出していただくことが明確になるように追記しました（例：抗菌
薬のMIC分布）



再審査申請時の申請電子データ提出

整理・追加の方針
• 3章の申請電子データ等の提出に関する説明の
タイトルに「承認申請時の」と追記し、承認申請
時の説明であることを明示

• 再審査申請時の申請電子データ提出に関する
説明のため、新規に6章を追加
– 内容として、承認申請時のデータ提出に準じる部分
は3章を参照、再審査申請時特有の内容を6章の各
項に記載
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技術的ガイド 6（新規）

再審査申請時の申請電子データ提出方法を整理し、
新規に説明を加えました。



再審査申請時の申請電子データ提出

6. 再審査申請時の申請電子データ提出

再審査申請時に申請電子データを提出する場合は、申請電
子データを「3.承認申請時の申請電子データ等の提出につ
いて」の「3.4～3.7」の項で規定する方法に準じて電子的に提
出するが、再審査申請時における「3.1申請電子データ提出
の基本的な流れ」、及び「3.3ポータルサイトを介した申請電
子データの提出」は、以下のとおりとする。
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技術的ガイド 6（新規）

承認申請時の方法に準じる部分は3章の各項を参照
3.4 申請電子データ等のファイルサイズ
3.5 フォルダ構造
3.6 申請電子データに関するバリデーションについて
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



再審査申請時の申請電子データ提出

6.1 申請電子データ提出の基本的な流れ

申請者は、申請電子データ提出確認相談等を活用するとともに、
原則として再審査申請の１～３カ月前に、事前面談にて、再審査
申請における申請電子データの提出内容及び再審査申請時期等
についてPMDAと確認を行うこと。なお、事前面談の実施にあたっ
ては、再審査申請時に提出予定の申請電子データの内容を「独
立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う対面助言、証明確認
調査等の実施要綱等について」（平成24年３月２日付け薬機発第
0302070号独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長通知）
の別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」を用いてまと
め、提出すること。

その後、申請者が任意に設定した再審査申請予定日の５週間前
から１週間前までの間にポータルサイトから申請予告を行うこと。
その後、ポータルサイトにて再審査申請に関連する情報の入力・
登録及び再審査申請に必要な電子ファイル（FD申請データ、申請
電子データ等）を転送すること。
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技術的ガイド 6（新規）



再審査申請時の申請電子データ提出

6.2 ポータルサイトを介した申請電子データの提出

申請電子データの提出にあたり、申請者は以下の付加情報をポータル
サイト上で登録、選択又は入力する。付す情報の例は以下の通りである。
なお、全ての項目について提出のたびに登録、選択又は入力を求めるも
のではない。
• 正本、回答案添付資料等の別
• ゲートウェイ受付番号
• 添付先を識別するための情報（試験番号、試験タイトル、照会番号等）
• ファイルごとの識別子（ISO/IEC 11578:1996及びITU-T RecX.667｜ISO/IEC 

9834-8:2005によって定義されるUUID）
• 申請電子データの位置づけ（追加、置換、削除等）
• 置換又は削除対象の識別子
• ファイルパス
• データ解析種類
• ファイル内容の説明

上記を登録、選択又は入力した後、提出する申請電子データが格納され
ている「m5」フォルダをポータルサイト上で登録し、PMDAに送信する。
ポータルサイト上の具体的な操作については別途示す。
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技術的ガイド 6（新規）



承認申請より前に実質的な試験結果の評価を
行う場合等の申請電子データ提出

整理・追加の方針

• 承認申請時及び再審査申請時より前に実質的な試験結果の評価
を行う時点での申請電子データ提出に関する説明のため、新規に
7章を追加
– 内容として、承認申請時のデータ提出に準じる部分は3章を参照、当
該状況特有の内容を7章の各項に記載
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技術的ガイド 7（新規）

以下のような状況での申請電子データ提出方法について整理し、新規
に説明を加えました。
・承認申請より前に実質的な試験結果の評価を行う場合等
例）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場
合等
例）医薬品添付文書改訂相談
承認条件解除の要望時



承認申請より前に実質的な試験結果の評価を
行う場合等の申請電子データ提出

7. 承認申請時及び再審査申請時より前に実質的な試験結果の評価を行う
時点での申請電子データ提出

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
行う時点に申請電子データを提出する場合は、申請電子データを「3.承
認申請時の申請電子データ等の提出について」の「3.5～3.6」の項で規
定する方法に準じて電子的に提出するが、「3.1申請電子データ提出の
基本的な流れ」、及び「3.4申請電子データ等のファイルサイズ」は、以下
のとおりとする。
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技術的ガイド 7（新規）

承認申請時の方法に準じる部分は3章の各項を参照
3.5 フォルダ構造
3.6 申請電子データに関するバリデーションについて



承認申請より前に実質的な試験結果の評価を
行う場合等の申請電子データ提出

7.1 申請電子データ提出の基本的な流れ

申請を予定する者は、申請電子データ提出確認相談等を活用す
るとともに、原則として試験結果提出前の事前面談にて、申請電
子データの提出内容等についてPMDAに確認を行うこと。なお、事

前面談の実施にあたっては、試験結果提出時に提出予定の申請
電子データの内容を「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が
行う対面助言、証明確認調査等の実施要綱等について」（平成24
年３月２日付け薬機発第0302070号独立行政法人医薬品医療機
器総合機構理事長通知）の別紙8「申請電子データ提出確認相談
資料様式」を用いてまとめ、提出すること。

その後、試験結果の提出予定日の５週間前から試験結果提出日
までの間に必要な電子ファイル（申請電子データ等）を記録媒体
により提出すること。
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技術的ガイド 7（新規）



承認申請より前に実質的な試験結果の評価を
行う場合等の申請電子データ提出

7.2 申請電子データ等のファイルサイズ

データセット以外のファイルについてはeCTD通
知及びeCTD取扱い通知で定めるPDFの最大ファ
イルサイズを超えないこと。データセットについ
ては、１つのファイルサイズが５ギガバイト以上
の場合は、事前にPMDAに相談すること。
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技術的ガイド 7（新規）



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

162019/2/12



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、
5月、平成31年1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
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本日の解説内容



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
– 基本的通知改正に伴う表1‐25の更新
– 再審査申請時の別紙8の記載方法

• ゲートウェイシステムについての質問
– 申請に先立って申請電子データを提出する際の留意点

• CDISC標準に準拠した申請電子データについての質問
– CDISC標準以外の申請電子データを提出する際の留意点
– 再審査申請時の規格のバージョンの取扱い

• 臨床薬理領域の申請電子データについての質問
– （一部のFAQの内容を実務的通知Q&Aへ反映して削除）
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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。



基本的通知改正に伴う表1‐25の更新

申請電子データシステムの「試験データ提出」画面で
入力が必要なAnalysis Typeについて、入力の目的及
び入力する際の留意点を示してください。

（前略）

臨床薬理領域の申請電子データを含む場合での電子
データ提出対象となる資料の種類とAnalysis Typeとの
関係を、基本的通知における分類に基づいて示すと、
以下の表1-25のとおりとなります。

（後略）
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FAQ1-25（改訂）

FAQの文面自体には特に変更はありません。

Q

A



基本的通知改正に伴う表1‐25の更新
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実施された臨床薬理領域の解析
に対応するAnalysis Typeを選択

STS
（全てのSDTMデータセット、全ての
ADaMデータセット、全ての解析プロ
グラム等を含め全てのファイルをSTS
にする）

POP
PBPK
実施された臨床薬理領域の解析
に対応するAnalysis Typeを選択

旧

FAQ1-25（改訂）



基本的通知改正に伴う表1‐25の更新
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FAQ1-25（改訂）

新



再審査申請時の別紙8の記載方法

再審査申請時に申請電子データを提出する場合、
別紙8「申請電子データ提出確認相談資料様式」には、
再審査申請時に提出する予定の試験のみを記載すれ
ばよいでしょうか。それとも当該品目の承認審査時に
提出した内容も含めて記載すべきでしょうか。別紙8の
記載方法の留意点があれば、教えてください。

再審査申請時の別紙8には、該当品目の再審査申請
時に提出予定の製造販売後臨床試験・解析に関する
内容のみを記載してください。なお、該当品目におい
て、承認審査時に提出した試験が承認時に継続中で
あったため、製造販売後臨床試験に切替えた試験に
ついては、承認審査時に提出した試験の追加データ
であることがわかる記載としてください。
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FAQ1-27（新規）

Q

A



申請に先立って申請電子データを
提出する際の留意点

実務的通知Q&A問19に関連して、新医薬品の承認申請や再審査申請に
先立って申請電子データを提出する場合、提出する申請電子データの形
式や提出方法について、教えてください。

相談時等に任意で申請電子データを提出する場合、以下の点に留意して
ください。

• 申請電子データの提出対象となる試験・解析については、事前に審査
部と相談してください。

• 総括報告書が提出される資料搬入予定日の5週間前から資料搬入予
定日までの期間に、申請電子データを次世代評価手法推進部に提出
してください。その際、ゲートウェイシステムを用いず、記録媒体で提
出してください。

• 電子データの提出前に、最終版の別紙8「申請電子データ提出確認相
談資料様式」をメール等で担当審査部に提出してください。なお、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、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、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。
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FAQ3-33（新規）

Q

A



申請に先立って申請電子データを
提出する際の留意点

• 申請電子データ提出前に、事前に次世代評価手法推進部の代
表電話番号に、担当分野と品目名（又は相談受付番号）を連絡
した上で、記録媒体提出日の日程調整をしてください。

• 申請電子データ提出日には、受付票（紙：FAQ別添のフォーマッ
ト参照）と申請電子データを記録した媒体を持参又は郵送にて
次世代評価手法推進部に提出してください。記録媒体の表面に
は、相談区分、相談者名、受付番号、販売名（一般名）及び資
料搬入日を記載してください。

• 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。
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FAQ3-33（新規）

A



申請に先立って申請電子データを
提出する際の留意点

• 申請電子データ提出に際して、臨床試験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。

• 総括報告書を格納するフォルダ名は試験データを格納するフォ
ルダ名［study id/iss/ise］と同一にし、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、それぞれに格
納する情報を1対1で対応させてください。

• 提出する申請電子データのファイルサイズ、フォルダ構造は、
技術的ガイド3で規定する方法に準じてください。
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FAQ3-33（新規）

A

提出内容や方法については申請時の提出と大きく変わりませんが、
提出に関しての審査部及び次世代部との相談や連絡、ゲートウェイ
システムを用いず、記録媒体で提出することに関してはご注意下さ
い。



申請に先立って申請電子データを
提出する際の留意点
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FAQ3-33（新規）

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電子データを提出する場
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。

（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。
（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、基本的通知において提出範囲としている試験・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。

参考）実務的通知Q&A問19



CDISC標準以外の申請電子データを
提出する際の留意点

• 基本的通知Q&Aの問10に関連して、CDISC標
準以外の形式の臨床試験の申請電子データ
を提出する場合、提出内容及び提出方法を教
えてください。

• また、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に相談することと記載され
ていますが、対面助言においてCDISC標準以
外の形式の電子データの提出内容を事前に
相談する場合、何を説明すればよいでしょうか。
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FAQ4-32（新規）

Q



CDISC標準以外の申請電子データを
提出する際の留意点

• CDISC標準以外の形式の臨床試験の申請電子デー
タを提出する場合、少なくとも、
– CRF等により収集されたデータが格納された臨床試験
データ（CDISC準拠の場合のSDTMデータセットに相当す
る情報）

– CTDに記載の解析結果を求めるための解析データセット
– 解析プログラム
– データセット定義書に相当する電子データ

を提出する必要があります。そのため、相談時には、
当該内容を説明するようにしてください。

• なお、CDISC準拠以外の臨床試験の申請電子データ
については、技術的ガイド3.5に示すフォルダ構造の
legacyフォルダに格納してください。
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A



CDISC標準以外の申請電子データを
提出する際の留意点

• また、CDISC準拠ではない臨床試験の標準的な薬物
動態解析については、通常どおり、別紙8「申請電
子データ提出確認相談資料様式」の「4．（3）電子
データ提出を予定する各試験等の情報（臨床薬理
領域 標準的な薬物動態解析）」の項に記載してく
ださい。

2019/2/12 29

FAQ4-32（新規）

A



CDISC標準以外の申請電子データを
提出する際の留意点

2019/2/12 30

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。

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。

参考）基本的通知Q&A問10

FAQ4-32（新規）



再審査申請時の規格のバージョンの取扱い

• 再審査時に提出が求められている製造販売
後臨床試験の申請電子データを再審査申請
に先立って提出したが、当該データの作成に
用いた規格のバージョンが、再審査申請時に
PMDAで受入れ可能な規格一覧のバージョン

に含まれていなかった場合、当該データを再
度修正して提出する必要がありますか。
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Q

FAQ4-33（新規）

再審査期間は比較的長いことから、期間途中でPMDAで

受入れ可能なバージョンの変更がある可能性も考え、本
FAQを追加しました。



再審査申請時の規格のバージョンの取扱い

• ご質問のような場合は、バージョンの違いによ
り生じたバリデーションエラーのみ、当該デー
タを再度修正せずに再審査申請時に提出する
ことを受け入れます。

• ただし、再審査申請に先立って実施する申請
電子データの提出に係る対面助言において、
当該状況を説明するようにしてください。
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A

FAQ4-33（新規）



臨床薬理領域の申請電子データについての質問

以下のFAQは、内容を実務的通知及びそのQ&Aに反映し
削除しました。
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FAQ5-1, FAQ5-6～8（削除）

Q5-1：医薬品の製造販売承認申請に際し添付される臨床薬理試験（第Ⅰ相試験等含
む。）の全てが申請電子データの提出対象となるでしょうか。

Q5-6：実務的通知Q&Aの問10に関して、年齢、性別、体重、遺伝因子、疾病の重症度、

合併疾患、食事内容、飲酒及び喫煙の習慣、併用薬物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。

Q5-7：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。

Q5-8：実務的通知Q&Aの問10（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。）について、「薬物相互作用による用量調節の主要な根拠と
なる」場合とは、具体的にはどのような場合でしょうか。



おわりに

• 本日ご説明した、「技術的ガイド」及び「申請電子データ
に関するFAQ」に関する改正内容は、主に通知の改正に
伴うものでした。

• 今後、経過措置期間終了時期が近づくにつれ、電子
データが提出される品目数の増加や、それに伴う相談、
データ受領のさらなる経験の蓄積が予想されます。円滑
な申請電子データの受付、利用のため、今後の経験も
踏まえて、さらにガイドやFAQの改正、追加等を行ってい
く予定です。

• 申請電子データの円滑な受付や、新薬審査部での利用
のため、今後ともご協力の程よろしくお願いいたします。
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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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