【日本製薬工業協会シンポジウム】
進展するCTDS(Clinical Trial Data Sharing)の現状と，
データ非特定化方法論

2. CTDSの実例

2017年12月19日
医薬品評価委員会 データサイエンス部会
2016年 継続タスクフォース4
中外製薬株式会社
大塚渉

Disclaimer
 本発表は、所属する組織の見解を示すものではあ
りません
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COI開示
 演題発表内容に関連し、発表者に開示すべき利益
相反はありません
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どのようにデータを共有するか
＜CTDSのプラットフォーム＞
複数の製薬企業  ClinicalStudyDataRequest.com
が共同運営

CTDSのプラット
フォーム


単独の製薬企業 

が提供



ファイザー (InspIIRe Portal)
メルク (ENGAGE ZONE)
J&J (YODA)
アストラゼネカ
大塚HD


製薬企業以外が 

提供


Project Data Sphere
ImmPort
FreeBIRD
Vivli
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どのようにデータを共有するか
＜CTDSのプラットフォーム：CSDR.com＞
 ClinicalStudyDataRequest.com
参加企業（2017年12月現在）
• アステラス
• バイエル
• ベーリンガーインゲルハイム
• 第一三共
• エーザイ
• グラクソ・スミスクライン
• イーライリリー
• ノバルティス
• ロシュ
• サノフィ
• 武田
• UCB
• ヴィーブ
https://www.clinicalstudydatarequest.com/Default.aspx
Access Date : 2017.11.24
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どのようにデータを共有するか
＜CTDSのプラットフォーム：Project Data Sphere＞
 Project Data Sphere
 過去に実施された抗がん剤の
臨床試験データを共有・統合・
解析するためのプラットフォーム
 これまではプラセボや既存の抗
がん剤といった対照薬のみ
→2017年3月から被験薬群のデ
ータ共有を開始

https://www.projectdatasphere.org/projectdatasphere/html/home
Access Date : 2017.11.24
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どのようにデータを共有するか
＜データ共有手順＞
1. 研究課題 (research question) にかなった試験の特定
 ClinicalTrials.govなどの公開情報を利用

2. 研究企画書 (research proposal) の作成
 研究結果の公表計画、全研究者の情報、COI、研究の資金源など

3. 研究企画書の審査
 スポンサー内 or 独立した外部審査機関

4. データ共有の合意形成
 法的拘束力を持つ文書（データ利用合意書）への署名

5. データへのアクセス
 オープンアクセス or 直接共有 or 制御アクセス

6. パッケージの提供
 プロトコル、CRF、CSR、データ定義書、解析プログラム等

7. 研究者へのサポート
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どのようにデータを共有するか
＜データへのアクセス＞
 アクセスの形態によって、どの程度の情報を取り除
くか（or精度を下げるか）も変わってくる
 CSDR.com：制御アクセス
 Project Data Sphere：オープンアクセス
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どのようにデータを共有するか
＜共有されるパッケージの内容＞
プラットフォームによって差はあるが、おおむね以下が共有される
項目

補足

非特定化された生データ

いずれも、患者のプライバシー保護のため、非特定化
処理が行われたデータ
研究に必要なデータセットのみ提供される場合がある

非特定化された解析用データ
プロトコル（改訂版を含む）

商業機密にかかわる文章は削除等の編集をする

注釈つき症例報告書

CRFの各情報がどのデータセットのどの変数に格納さ
れているかの注釈がついた症例報告書

解析計画書
データ定義書

データセットの構造と変数を解説した文書

治験総括報告書

個々の被験者情報の非特定化，商業機密にかかわる
文章は削除等の編集加工をしたうえで共有
全症例を対象とした症例一覧表は通常含まれない

解析プログラム*
（または実行ログ）

解析用データが共有できない場合
（元の解析プログラムが実行できない場合）
* Optional
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共有されたデータでどんな研究が行われているか
 ClinicalStudyDataRequest.comの事例
Proposals submitted : 346件

2017年9月30日までの件数

Data Sharing Agreed : 179件
* 統合された研究2件を含む
北米：81件*
欧州：66件
その他：30件 → うち日本：5件

Published or Summary received : 15件
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共有されたデータでどんな研究が行われているか
 研究結果の論文化が順調に進んでいるとは言い難
い状況も見受けられる。
 CSDR.comでは、データへのアクセスがすでに終わってい
る研究も増えてきており、CTDSの2次解析としてのニー
ズが今後どの程度拡大していくかの動向が注目される。
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共有されたデータでどんな研究が行われているか
<公表文献等が確認可能な11件>
 公表文献が確認可能な11件の内容
 治療効果の差のメタアナ
1件
 モデル式の提案
1件
 疾患の理解、指標の開発
4件
 探索的解析
1件
 再解析（既存結果の検証）
2件
 その他
2件
報告される治療効果の不均質性の検討
被験者レベルデータが利用可能な試験の検討
現在確認可能な内容を見る限り、RCTのメタアナリシスや
企業が懸念する既存結果を検証するための検討は多くない。
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共有されたデータでどんな研究が行われているか
<日本の研究者から提案された研究5件>
 1572. Research to evaluate the relation of toxicity and the relative dose
intensity in phase I trials beyond cycle 1 of Molecular Targeted Agents
(MTAs)
 米盛 勧（国立がん研究センター）
 1601. Identification of clinical biomarkers for adjuvant chemotherapy for
gastric cancer after D2 dissection by analyses of individual patents’ data
from large randomized controlled trials
 円谷 彰（坪井病院）
 1643. Development of an accurate statistical method for evaluating regionspecific treatment effects in multiregional clinical trials
 野間 久史（統計数理研究所）
 1692. Predictors of chronic obstructive pulmonary disease progression
 樋坂 章博（千葉大学）
 1819. Individual Participant Data Meta-analysis Of Antidepressant Trials
For Major Depression In Japan
 山脇 成人（広島大学）

*成果物内（2016年11月末の段階）では1件 16

共有されたデータでどんな研究が行われているか
<日本の研究者から提案された研究5件>
 1572. Research to evaluate the relation of toxicity and the relative
dose intensity in phase I trials beyond cycle 1 of Molecular
Targeted Agents (MTAs)
米盛 勧（国立がん研究センター）
研究の主な目的*：
the main purpose of our research is to evaluate the relation of toxicity
and the relative dose intensity in phase I trials of MTAs using the data
of not only the first cycle but also the second and the later courses in
the phase I trial. By doing that, we plan to develop a novel method for
dose modification in clinical trials and examine the utility of our
proposed method for determining the MTD.
研究対象試験：
20試験（Lay Summaryにあるとおり，Phase 1試験を対象）
複数企業の試験を利用（GSK, ベーリンガー, リリー, エーザイ）
* 公開されている研究のLay Summaryから抜粋
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共有されたデータでどんな研究が行われているか
<日本の研究者から提案された研究5件>
 1601. Identification of clinical biomarkers for adjuvant chemotherapy
for gastric cancer after D2 dissection by analyses of individual
patents’ data from large randomized controlled trials
円谷 彰（坪井病院）
研究の主な目的*：
We aim to analyze clinical markers to choose the most effective
additional treatment for patients who underwent curative surgery for
stomach cancer.
研究対象試験：
1試験（Phase 3，胃癌）

* 公開されている研究のLay Summaryから抜粋
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共有されたデータでどんな研究が行われているか
<日本の研究者から提案された研究5件>
 1643. Development of an accurate statistical method for evaluating
region-specific treatment effects in multiregional clinical trials
野間 久史（統計数理研究所）
研究の主な目的*：
We have developed a statistical method to correctly estimate the
heterogeneous average treatment effects as functions of institutional
or regional variables, without correct specification of regression models
of pretreatment variables.
This model and estimation method will shed light on the mechanism
why treatment effects vary according to regions or institutions, and
enable decision makers to decide which medical intervention is optimal
in their region or institution. We will apply the proposed novel method
to data sets from the selected studies for which we request access, to
illustrate the usefulness of our approach.
* 公開されている研究のLay Summaryから抜粋

19

共有されたデータでどんな研究が行われているか
<日本の研究者から提案された研究5件>
 1643. Development of an accurate statistical method for evaluating
region-specific treatment effects in multiregional clinical trials
野間 久史（統計数理研究所）
研究対象試験：
5試験（Phase 3，胃癌＋肺癌＋頭頚部癌）
複数企業の試験を利用（ロシュ，イーライリリー，アステラス，ノバル
ティス）
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共有されたデータでどんな研究が行われているか
<日本の研究者から提案された研究5件>
 1692. Predictors of chronic obstructive pulmonary disease
progression
樋坂 章博（千葉大学）
研究の主な目的*：
This study would allow the prediction of lifelong FEV1 change in COPD
patients based on their background. It would provide useful information
in predicting prognosis and choosing the best treatment option for
each patient with COPD.
研究対象試験：
4試験（Phase 3，慢性閉塞性肺疾患（COPD）)
複数企業の試験を利用（ベーリンガー，GSK）

* 公開されている研究のLay Summaryから抜粋
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共有されたデータでどんな研究が行われているか
<日本の研究者から提案された研究5件>
 1819. Individual Participant Data Meta-analysis Of Antidepressant
Trials For Major Depression In Japan
山脇 成人（広島大学）
研究の主な目的*：
The main purposes of the present study are two:
A) Identify subgroups of patients that show greater differentiation
between antidepressants and placebo, in order to contribute to the
planning of more efficient trials in the future
B) Identify subgroups of patients that show smaller differentiation
between antidepressants and placebo, in order to identify unmet
medical needs and we will conduct the independent participant data
meta-analyses to address these questions. The findings will be
communicated to the public via scientific publications.
研究対象試験：2試験（Phase 3，うつ病)
* 公開されている研究のLay Summaryから抜粋
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ベネフィット

データを共有することによるベネフィットとリスク

公衆衛生の向上

プライバシーの侵害

臨床試験の不要な繰
返し回避

医学的・統計学的に
妥当でない二次解析
の実施

被験者に対する不要
な暴露の繰返し回避

臨床試験に多大な時
間とリソースを費やす
インセンティブの低下

リスク
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