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申請時電子データ提出にかかる実務担当者のためのワークショップ 
－臨床薬理領域の電子データについて－ 



本日の内容 

• 臨床薬理領域における申請電子データの提
出状況と審査における電子データ利用例 
 

• 相談時の留意点 
 

• 申請電子データ提出時の留意点 
 

• その他の留意点 
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• 臨床薬理領域における申請電子データの提
出状況と審査における電子データ利用例 
 

• 相談時の留意点 
 

• 申請電子データ提出時の留意点 
 

• その他の留意点 

本日の内容 
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申請時電子データの受付
が2016年10月から開始さ

れ、審査におけるデータ利
用が始まっています。 

次世代審査・相談体制 
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臨床薬理領域の申請電子データ提出品目（2018年9月末時点） 

    34品目/61品目 
 

• 標準的な薬物動態解析：27品目 
• 母集団解析：22品目 
• PBPKモデル解析：3品目  

＜標準的な薬物動態解析＞ 
• 抗悪性腫瘍剤での第Ⅰ相試験 
• QT/QTｃ試験 
• PK国内外比較 
• 相互作用試験 
• 食事の影響 

＜母集団解析＞ 
• PPK 
• PPK/PD、E-R 

  

【提出された試験・解析】 

＜PBPKモデル解析＞ 
• 薬物相互作用

の検討 
  

臨床薬理領域の申請電子データの提出状況 

※：多くの品目では一部の試験・解析のみが提出されていた。 
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背景 

解析イメージ 

一部の被験者で高値を示したが、概ね
薬物動態パラメータの用量比に伴う増加
傾向が確認できた。 

• 薬物動態パラメータの点推定値で用量比を上回る増加が認められた。 
• 非線形性を示した原因と非線形性の傾向の詳細を確認したい。 

電子データの利用例①：薬物動態情報の把握 

2018/10/15 6 

5000 

15000 

10000 

0 

用量 

AU
C 

個々の被験者の薬物動態パラメータを
図示 

薬物動態パラメータの非線形性に関し
て説明を求める照会 照会事項は不要と判断 

照会の 
簡略化 

審査内容や照会事項への反映 
【電子データがない場合】 



背景 

解析イメージ 

審査内容や照会事項への反映 

照会事項回答を確認するまで、日本
人集団に対する予測にモデルを使用
することが妥当かが不明のまま、様々
なケースを想定しながら審査 

早い段階で審査の進め方を決定 

日本人集団のモデルとしての適格性が確
認できた。 

• 用法・用量の根拠として、日本人及び非日本人のデータを用いた母集団解析が提
出された。 

• 日本人集団に対してもモデルが妥当か確認したい。 

電子データの利用例②：モデルの妥当性検討 

日本人集団 全体集団 
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etc. 

日本人集団でのGOFプロット作成、VPC実
施 

審査の 
効率化 

【電子データがない場合】 



審査内容や照会事項への反映 

• 腎機能別の部分集団解析を依頼す
る照会 

• 既承認効能と異なる注意喚起の必
要性の検討を依頼する照会 

• 腎機能による全身クリアランスへの影響が
確認された。 

• 腎機能による全身クリアランスへの影響は、
既承認疾患と同程度であることが確認出来
た。 

• 全身クリアランスに腎機能の低下による影響が認められる薬剤の効能追加申請 
• 効能追加の疾患の患者においても影響が認められるのか確認したい。 
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確認のため、腎機能別の部分集団解
析を依頼する照会 

電子データの利用例③：背景因子の影響検討 
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背景 

解析イメージ 
申請効能の対象患者で母集団解析により推
定された薬物動態パラメータを腎機能別に集
計 

照会の 
簡略化 

【電子データがない場合】 



審査の 
効率化 

既に解析結果を把握しているので、部
分集団に分けた解析を確認のために
依頼すると同時に、懸念に関する具
体的な照会が可能 

重度と末期の腎機能障害者それぞれの部
分集団の曝露量を確認し用量調節の妥当
性を評価した。 

• 腎機能別の用量調節が必要と考えられた医薬品が申請された。 
• 申請者が提案する腎機能障害の程度別の用量設定の妥当性を確認したい。 
• 特に重度～末期腎機能障害患者について、同じ用量でよいか確認したい。 
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•重度と末期の腎機能障害患者の部
分集団に分けた解析を依頼 

•上記の解析結果を回答で確認した上
で、結果に懸念があれば追加照会 

電子データの利用例④：注意喚起の妥当性検討 

審査内容や照会事項への反映 
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背景 

解析イメージ 
重度～末期腎機能障害患者について、重
度と末期の腎機能障害患者の部分集団に
分けて、曝露量を推定 

【電子データがない場合】 



• 臨床薬理領域における申請電子データの提
出状況と審査における電子データ利用例 
 

• 相談時の留意点 
 

• 申請電子データ提出時の留意点 
 

• その他の留意点 

本日の内容 
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治験相談と申請電子データ提出確認相談の違い 

申請電子データに関する相談について、以下の二つが
あります。 

• 治験相談（医薬品第II相試験終了後相談、申請前相談等） 

• 申請電子データ提出確認相談 
 

それぞれの相談について、どのような内容を扱うのか、
以降のスライドで説明します。 
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相談の種類 内容 
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 
申請電子データ提出確認
相談 

申請電子データに係る格納方法等
の内容について議論 

治験相談と申請電子データ提出確認相談の違い 

実務的通知 4.  

‒ それぞれの相談で議論する内容が異なります。 
‒ 以降のスライドで、両相談の違いについて、臨床薬理領域の

観点から説明します（全般的事項も一部含みます）。 

電子データの提出対象となる評価資料の範囲に関しては、PMDAにおける既存

の治験相談枠を活用し確認すること。また、電子データの具体的な提出内容に
関しては、「申請電子データ提出確認相談」を活用されたい。 
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‒ 申請電子データの提出範囲については、臨床データパッ
ケージを議論する通常の治験相談において相談する必要が
あります。 

‒ 解析データセットの提出範囲を相談したい場合は、申請電子
データ提出確認相談ではなく、通常の治験相談になります。 

申請電子データの提出範囲の判断は治験相談で 

電子データの提出対象となる資料の範囲の確認（資料に基づく科学的評価を
伴なわないもの）は行なえますが、その特定（資料に基づく科学的評価を伴う場
合）については、他の治験相談において取り扱うものとします。  

治験相談時の留意点① 

申請電子データ提出確認相談実施要項 
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‒ 申請電子データの提出範囲となり得る試験や解析には、
評価資料だけではなく、参考資料も含まれます。 

‒ 薬物相互作用試験等の臨床薬理試験等は参考資料の
場合もあるので注意してください。 

 

参考資料等も提出対象となる可能性があります。 

評価資料 参考資料 
参考資料の検
討も忘れずに！ 

治験相談時の留意点② 
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‒ 臨床薬理領域の解析（母集団解析、PBPK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で説明してくだ
さい。 

‒ 母集団解析については、実務的通知QA問10及びFAQ5-7など
を参考に検討をしてください。 

‒ PBPK解析については、実務的通知QA問10及びFAQ5-8などを
参考に検討をしてください。 

 

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。 

臨床試験の 
データ（STS） 

治験相談時の留意点③ 

母集団解析 PBPK解析 

解析の提出範囲の
検討も忘れずに！ 
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申請電子データ提出確認相談の留意点 

申請電子データ提出確認相談実施要項 

提出確認相談は、電子データの提出内容（仕様等、定義ファイルやデータセッ
ト作成用プログラムを含む）等に関して助言を行うものであり、データの解析や
評価等を行うものではありません。 

‒ 申請電子データの提出形式・格納方法等に関する相談を主に
行ないます。 
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申請電子データの提出内容の議論は申請電子
データ提出確認相談で 



• 臨床薬理領域の申請電子データの提出方法（フォル
ダ構造等） 

• 薬物動態・薬力学データの提出方法（SDTMやADaM) 
• 薬物動態・薬力学データの格納方法 
• 解析用プログラムの提出が出来ない場合の対応 
• 別紙8の記載内容の確認 等 

＜臨床薬理領域における相談内容の例＞ 

申請電子データ提出確認相談の相談内容の例 
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別紙8をどのように利用しているか 
（申請電子データ提出確認相談時） 

＜記載して欲しい情報＞ 
• 申請電子データ及び解析の内容（用いたファイル
や提出予定の説明文書等、解析の手順を含む）が
わかるように記載してください。 

• 特に相談事項に関連する申請電子データ及び解
析については、詳細に状況を説明してください。 

• 相談事項に関する申請電子データ及び解析につい
て把握します。 

• 別紙8の記載の妥当性（申請後に情報不足で困るこ
とはないか）を確認します。 
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別紙8をどのように利用しているか 
（試験データ提出時） 

• 申請後の早い段階で、別紙8を用いて、提出された電
子ファイル構成を把握し、別紙8に記載された電子
ファイルが提出されているかを確認します。 
– 各ファイルの用途や他のファイルとの関係等は、電子デー
タパッケージ説明書、プログラム仕様等で確認します。 

＜記載して欲しい情報＞ 

• 提出する電子ファイルを過不足なく、記載してください。 
– 別紙8に記載された電子ファイルが試験データ提出時に提
出されていないケースがありました。 
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別紙8の記載 

• 以降、別紙8の記載に関する留意事項を述べますが、
別紙8は典型的なケースを想定して作成しています。 

• 実施された臨床薬理領域の解析の内容を説明するた
めに、現状の別紙8の形式では解析の情報を十分に
説明出来ない場合は、別紙8の各欄内に追加の説明

を記載したり、新たに欄を設け記載することなどが可
能です。 
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報告書の番号も忘れずに 

「② 統合解析、母集団解析又はPBPK解析」の項 

別紙8：3. （2） 電子データを提出する 
臨床試験又は解析 

詳細が不明だったり、決まっていない場合は、「未定」、
「・・・(予定)」等と記載してください。 
空白の場合、記載忘れか、未定か、提出されないのか
分かりません。 
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別紙8： 4.（3） 電子データ提出を予定している 
各試験の情報～標準的な薬物動態解析～ 

忘れずに！ 
昨年度のWS資料より 
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試験（又は報告書）内での検討が多岐に渡る場合は、
目的毎に分けて記載してください。 

別紙8： 4.（3） 電子データ提出を予定している 
各試験の情報～標準的な薬物動態解析～ 
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「臨床試験の種類」欄については、合致するものを選択してください。 
複数に合致する場合は複数選択してください。 

別紙8： 4.（3） 電子データ提出を予定している 
各試験の情報～標準的な薬物動態解析～ 
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別紙8： 4.（3） 電子データ提出を予定している 
各試験の情報～標準的な薬物動態解析～ 

特にCDISC標準以外の形式の場合は、データセットの内容
を詳細に説明してください。  

昨年度のWS資料より 
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実施している解析にあわせて、欄の追加や括弧の
追加をすることも可能です。 

標準的な薬物動態解析
に関する仕様の情報
（NCA解析の情報等）の
提出の有無 

別紙8： 4.（3） 電子データ提出を予定している 
各試験の情報～標準的な薬物動態解析～ 

2018/10/15 26 

PKパラメータの算出や
PK(又はPD)パラメータを

用いた統計学的な検討
に用いた解析ソフトウェア
に係る情報 

複数の解析ソフトウェアを使用した場合にはソ
フトウェア毎に記載してください。 



曝露と〇〇との関係を検討した解析 

曝露と△△との関係を検討した解析 

報告書毎に記載することでも、「解析の目的」毎
に分けて記載することも可能です。 

別紙8： 4.（4） 電子データ提出を予定している 
各試験の情報～母集団解析～ 
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ICH E14 QA問5に基づく薬物濃度ｰ反応解析は別紙8の
どこに書けばよいか？ 
 

別紙8： 4.（4） 電子データ提出を予定している 
各試験の情報～母集団解析～ 
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Q 

A 母集団解析の項に記載してください。 



別紙8： 4.（4） 電子データ提出を予定している 
各試験の情報～母集団解析～ 
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相談時に「試験番号（又は報告書番号）」が決
まっていない場合は「未定」として差し支えあ
りません。 

「電子データのサイズ」については、概ね100 MB単位

で記載することで差し支えありません。相談時に不明
である場合は、「未定」として差し支えありません。 



「提出を予定するモデルファイル」欄について、
一つのファイルに複数のモデルに関するプロ
グラムが含まれる場合、複数の「その他のモデ
ル」を提出する場合などは、説明を記載してく
ださい。 

別紙8： 4.（4） 電子データ提出を予定している 
各試験の情報～母集団解析～ 
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「使用した解析ソフトウエア」欄は、モデル構築等の際に使用した
ソフトウエアを記載してください。 



シミュレーションの内容に応じて欄を
追加して記載しても差し支えありま
せん。 

別紙8： 4.（4） 電子データ提出を予定している 
各試験の情報～母集団解析～ 
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「シミュレーションに使用した解析ソフトウエア」欄は、シミュレーション時
に使用したソフトウエアを記載してください。複数のソフトウェアを使用し
た場合には複数記載してください。 



別紙8： 4.（5） 電子データ提出を予定している 
各試験の情報～PBPKモデル解析～ 

報告書毎に記載することでも、「解析の目的」毎に分
けて記載することも可能です。 
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• 臨床薬理関連の解析については、各社で様々なプ
ロセスをとられていると認識しております。 

• 相談時には、企業の皆様が行っている解析プロセ
スを踏まえて対応しています。 

• そのため、相談事項に関連する解析については、そ
のプロセスの詳細が把握できるよう可能な限り詳細
に別紙8に記載いただくようお願いします。 

• 提出内容に合わせて欄を追加したり、その他や各
欄の余白部分に追加情報を記載いただくことも可能
です。報告書単位での記載が難しい、又は解析単
位の方が分かりやすいと思われる場合は、解析単
位での記載も可能です。 

別紙8に関するまとめ 
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• 臨床薬理領域における申請電子データの提
出状況と審査における電子データ利用例 
 

• 相談時の留意点 
 

• 申請電子データ提出時の留意点 
 

• その他の留意点 

本日の内容 
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• 申請電子データ提出時の留意点として、以下の3点に
ついてお話します。 

 

① CP関連データの格納方法 

② ファイル名の制限 

③ Analysis Typeの設定について 

申請電子データ提出時の留意点 
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臨床薬理領域の申請電子データのうち、CDISC標準以外の形式
のデータを格納する際には、一例として下表のように「analysis」
フォルダの下の階層に「cp」フォルダを設け、その中に格納するこ
とが考えられる。 

cp 

提出時の留意点① 
CP関連データの格納方法 

技術的ガイド 3.5 フォルダ構造 
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• 臨床薬理領域の申請電子データのうち、CDISC標準以外の
データの格納方法は、先のスライドで示した「analysis」フォルダ
の下の階層に「cp」フォルダを設け、その中に格納することが
考えられます。なお、「cp」フォルダ中のフォルダ構成に特に制
限はありません。 

• CDISC準拠データは技術的ガイドを参考にCDISC標準形式の
データ格納方法にならって格納してください。 

• CDISC標準以外のデータについて、技術的ガイドに記載の格納
方法はあくまでも一例です。 

• 他の格納方法とすることも可能ですが、その場合は事前に提
出確認相談でご相談頂くことが望ましいです。 

• 格納方法によらず、以降のスライドで示す事項については
守ってください。 

提出時の留意点① 
CP関連データの格納方法 
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cp 

• フォルダ名については32文字以下、ファイル名を含めたパス長は
160文字以下とまるようにしてください。 

       ⇒ファイル名や拡張子の制限について以降のスライドで 

「m5」、「datasets」、「[study id / iss/ 
ise]」の階層については、この構造

を変更しないでください。 

[study id / iss/ ise]の階層について、

母集団解析やPBPK解析などの解

析については、eCTDのm5の（多く

の場合は解析報告書名）のフォル

ダ名としてください。 

提出時の留意点① 
フォルダ構造 

技術的ガイド3.5 フォルダ構造 
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申請電子データシステムでは使用できる文字種に限定が

あります。 

 

提出時の留意点② 
ファイル名の制限 

技術的ガイド3.5 フォルダ構造、申請電子データシステムマニュアルp154 
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ファイル名に使用できる英字は小文字しか使えません。 

 



ファイル名には大文字は使用できません。小文字への変換等の
対応をしてください。 
ファイル名の小文字への変換により、提出するプログラムが実
行出来なくなるなど、不具合が生じる場合は、プログラム手順書
に変換した内容を記載する、又は、ファイルの提出時に新旧対
応表を別途作成することにより、変更前後のファイル名が分かる
一覧を提出するなどの対応をお願します。 

元ファイル名 変更後のファイル名 
AAAAA.xxx aaaaa.xxx 
BBBBB.xxx bbbbb.xxx 
CCCCC.xxx ccccc.xxx 

提出時の留意点② 
ファイル名の制限 
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ファイル名は半角の小文字とされているが、提出するファイルの
ファイル名を大文字で作成していた。ファイル名を小文字に修正
しないといけないか。 

Q 

A 



• 拡張子にもファイル名と同様の制限がありますが、以下の表の
「上記以外のファイルの場合」に含まれるファイルの拡張子につ
いては、大文字も使用できます（Rのプログラムファイル
（●●●.R）など ）。 

 

提出時の留意点② 
ファイルの拡張子の制限 
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• 臨床薬理領域の申請電子データが提出されているにもかかわら

ず、申請電子データポータルの入力時、Analysis Typeが入力され

なかったため、「臨床薬理領域の電子データパッケージ説明書」

に臨床薬理領域の申請電子データが表示されなかった例があり

ます。Analysis Typeの適切な設定をお願いします。 
 
 
 
 

• Descriptionの内容もPMDA内で確認するときに重要な情報である

ため、ファイルの内容がわかる説明をお願いします。 
⇒Analysis Typeの設定について昨年度の実務担当者向け

WSにて説明した内容を再度説明いたします。 

本当は提出され
ているのに、表示
されない・・ 

提出時の留意点③ 
Analysis Typeの設定について 
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臨床薬理領域の電子データパッケージ説明書 
昨年度のWS資料より 
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臨床薬理領域の電子データパッケージ説明書 
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昨年度のWS資料より 



Analysis Typeの考え方の例 
昨年度のWS資料より 
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FAQ 1-25 



Descriptionを入力するファイルの考え方 
昨年度のWS資料より 
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FAQ 1-25 



• 臨床薬理領域における申請電子データの提
出状況と審査における電子データ利用例 
 

• 相談時の留意点 
 

• 申請電子データ提出時の留意点 
 

• その他の留意点 

本日の内容 
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申請後、PMDA内で別紙8や臨床薬理電子データパッケージ等を用い
ファイルが提出されているかの確認をしています（充足性の確認） 。 

• ファイルの提出忘れの例があります。 
• 提出前には別紙8の内容と提出予定の申請電子データとの整

合性の確認をお願いします。 

申請電子データの提出前に 
提出物の最終確認をお願いします 

2018/10/15 48 

提出された 
ファイルの確認 



Analysis Type Study ID File name Description 

POP ER1 ER_analysis.R ER解析のスクリプト 

臨床薬理電子データパッケージ説明書では 

曝露反応解析を提出予定で、別紙８では・・・ 

基本モデルと最終モデ
ルの二つのファイルを
提出するんだな・・ 

（充足性確認時）一つの
ファイルしかない？提出を
忘れているのかな？ 

わかりやすい情報をお願いします 

2018/10/15 49 



Analysis Type Study ID File name Description 

POP ER1 ER_analysis.R ER解析のスクリプト（基本及
び最終モデル） 

例えば、今回の例ではDescriptionに以下の様に記載して頂くと大変助かります。 

解析プログラムの中を確認すると・・・・ 

情報が不足していると、充足性の確認や解析実施時に時間を要す
ることがありますので、プログラム手順書やDescription等における
説明をお願いします。 

わかりやすい情報をお願いします 

基本モデルと最終モ
デルが一つのファイ
ルで提出されている
んだ！！ 
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技術的ガイド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）の③に記載しているとおり、プロ
グラム手順書はプログラムを実行するための詳細手
順を示すものという位置づけです。 

• 提出して頂いたプログラム手順書に、以下の様な手
順書がありました。 

内容は提出された
ファイル説明のみ。 

どの図用のプログラ
ムなのか？どのプロ
グラムをどのように使
い図を作成したのか
分からない・・・ 

プログラム手順書の内容ついて 
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• Analysis Readyではないデータセットが提出されることがあります。 
– 採血時間と投与時間の情報のみであり、実際の経過時間の算出の作業が必要

であった。 
– 投与量の情報が解析用データセットになく、他のデータセットから情報を持ってき

た 等 
 

 
薬物動態又は薬物動態／薬力学に関する解析データセットに含むべき変数があれ
ば教えてください。 

いわゆる、Analysis readyなデータセットとするために必要な変数を含めてください。例

えば、各被験者への投与量の情報、投与開始時点からサンプリング時点までの実際
の経過時間の情報、PK指標として用いるAUC等の薬物動態パラメータ、PD指標として

用いる測定値の変化量等の解析に必要な計算値、レコードを抽出するためのフラグ
等が含まれている必要があります。なお、解析データセットをADaM形式に準拠して
作成する場合には、ADaM IGで必須とされる変数も含める必要があります。 

Q 

A 

FAQ 5-17 

解析に必要な変数を、追加の加工をせずにそのまま解析に用いることので
きる形で格納したデータセット 

Analysis Readyについて 

2018/10/15 52 



• 円滑な申請電子データの受付、利活用を行
えるよう、今後も情報発信等を行なっていく予
定です。 

• 申請電子データの円滑な受付、利活用のた
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。 

まとめ 

2018/10/15 53 



• 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 

ご清聴ありがとうございました 
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