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本文書を使用する際は，以下の点にご留意ください。 
 ・Study Data Reviewer’s Guide Completion Guideline の日本語版は日本製薬工業協

会（以下，JPMA）が翻訳しました。日本語翻訳版（以下，本文書）は，参照文

書として作成しました。 
 ・原文書は 2015 年 3 月時点で以下からダウンロードすることができます。 

（http://www.phusewiki.org/wiki/index.php?title=Study_Data_Reviewer's_Guide） 
 ・PhUSE は本文書を許可していますが，翻訳内容のレビューは行っていません。 
 ・万一，PhUSE の原文書と JPMA が翻訳した本文書に不一致がある場合，PhUSE

の原文書が優先されます。 
 ・本文書の作成者は全ての内容に関し，正確で忠実となるように努めましたが，作

成者/JPMA/PhUSE は本文書を保証するものではありません。 
 ・本文書の作成者及び JPMA は本文書の使用又は閲覧に起因するいかなる損害（金

銭の損失や支払いを含む）に対し，一切の責任を負いません。 
 
Disclaimer  
 This Japanese version of Study Data Reviewer’s Guide Completion Guideline is 

translated by Japanese Pharmaceutical Manufacturers Association (JPMA). This Japanese 
translated version (hereinafter called “this document”) is provided for reference purposes 
only.  

 The original document can be downloaded at 
http://www.phusewiki.org/wiki/index.php?title=Study_Data_Reviewer's_Guide as of 
March 2015. 

 PhUSE recognizes this translation document, however, its content have not been 
reviewed by them. In the event of any inconsistency between the PhUSE’s Original 
English version and the Japanese version translated by JPMA, the former shall prevail. 

 Although the authors of this document have striven for all contents of this document to be 
accurate and complete, the authors/JPMA/PhUSE make no warranty or guarantee of this.   

 The authors of this document and JPMA are exempt from all responsibility for any 
damages (including losses and payment of expenses) resulting from use or viewing of this 
document. 
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Study Data Reviewer’s Guide Completion Guidelines Overview 
1. Study Data Reviewer’s Guide Purpose 
The Study Data Reviewer’s Guide (SDRG) provides FDA Reviewers with additional context 
for SDTM datasets received as part of a regulatory submission.  The SDRG is intended to 
describe SDTM data submitted for an individual study in the Module 5 clinical section of the 
eCTD.  The SDRG purposefully duplicates information found in other submission 
documentation (e.g. the protocol, clinical study report, define.xml, etc.) in order to provide 
FDA Reviewers with a single point of orientation to the SDTM datasets. 
 
2. SDRG Overview 
The SDRG has four main sections and two optional appendices - Introduction, Protocol 
Description, Subject Data Descriptions, Data Conformance Summary, Appendix I: 
Inclusion/Exclusion Criteria, and Appendix II: Conformance Issues Details.  The 
Introduction provides an overview and inventory of standards used on the study.  The 
Protocol Description provides a brief orientation to the study and, if necessary, provides 
additional context about the Trial Design Datasets.  The Subject Data Descriptions section 
provides additional context for subject-level SDTM domains that are not adequately 
documented in define.xml or the SDTM Implementation Guide and its supplements.  
Additionally, the Subject Data Descriptions section describes sponsor-specific annotated 
CRF conventions as needed.  The Data Conformance Summary documents the validation 
inputs used to evaluate SDTM conformance and summarizes conformance findings. 
 
If the inclusion/exclusion criteria cannot be fully documented in the Trial 
Inclusion/Exclusion Criteria (TI) dataset due to SAS v5 limitations, the criteria can either be 
provided in Appendix I, or as a hyperlink to the full criteria in an annotated CRF.  All 
significant conformance findings should be documented in the Data Conformance Summary; 
however, a detailed record-level description of conformance issues may be included in 
Appendix II.  Sponsors are strongly discouraged from including Appendix II due to its 
limited usefulness for FDA Reviewers. 
 
3. SDRG Completion Guidelines Purpose 
The purpose of this document is to provide sponsors with a clear, concise set of instructions 
that facilitates the consistent development of the SDRG from the Study Data Reviewer’s 
Guide Template.  In addition to the SDRG Completion Guideline, SDRG examples are 
available as an additional reference. 
 
4. Organization of This Document 
This document has three sections: a Guidelines overview, SDRG Template Completion 
Instructions, and SDRG Finalization Instructions.  The section number in the SDRG Template 
Completion Instructions corresponds directly to the SDRG Template.  Section headings in 
italics do not contain any content and serve to organize the SDRG.  These have been 
included in the instructions for completeness.  The SDRG Finalization Instructions describe 
how to create the document for submission after completing the SDRG Template.  



Study Data Reviewer’s Guide Completion Guidelines の概要 
1  Study Data Reviewer’s Guide の目的 

Study Data Reviewer’s Guide（SDRG）は，規制当局への申請資料の一部として提出される SDTM 
データセットに関する追加の補足情報を FDA 審査官に提供する。SDRG は，eCTD Module 5 の
臨床セクションの個々の試験に対して提出される SDTM データを説明することを目的とする。

SDRG は，FDA 審査官が SDTM に関する一元化された情報を得ることができるように，あえて他

の申請資料（例 治験実施計画書，総括報告書，define.xml 等）の情報を再掲する。 
 

2  SDRG の概要 
SDRG は 4 つの主要なセクション（「序論」，「治験実施計画書の説明」，「被験者データの

説明」，「データの適合性の要約」）と 2 つの付録（「付録 I：選択/除外基準」，及び「付録 II：
適合性に関する問題の詳細」）を持つ。 

「序論」は，試験の概要と利用した標準の一覧を提供する。「治験実施計画書の説明」は，試験

に対する簡単な説明と必要に応じて Trial Design データセットの追加の補足情報を提供する。「被

験者データの説明」のセクションは，define.xml，SDTM Implementation Guide 及びその補助資料

で十分に説明されていない被験者レベルの SDTM ドメインに関する追加の補足情報を提供する。

さらに，「被験者データの説明」のセクションは，必要に応じて依頼者特有の annotated CRF の取

り決めを説明する。「データの適合性の要約」は，SDTM の適合性を評価するために用いられた

バリデーションの情報を記載し，適合性に関する所見を要約する。 

SAS バージョン 5 の制限により，Trial Inclusion/Exclusion Criteria（TI）データセットに選択/除
外基準の全てを格納できない場合は，選択/除外基準は「付録 I」に含めて，又は annotated CRF に
省略せずに記述された選択/除外基準へのハイパーリンクとして提出することもできる。全ての重

大な適合性に関する所見は，「データの適合性の要約」に記載するべきである。しかし，適合性

に関する問題の詳細なレコード単位の記述は「付録 II」に含めてもよい。ただし，FDA 審査官に

とって有用性が限られるため，依頼者は SDRG に「付録 II」を極力含めない方がよい。 
 

3  SDRG Completion Guideline の目的 
本文書の目的は，「Study Data Reviewer’s Guide Template」 から SDRG を一貫して作成すること

を容易にするための，明確で簡潔なインストラクションを依頼者に提供することである。「SDRG 
Completion Guideline」 に加えて，SDRG Examples も参考になる。 
 

4  本書の構成 
本文書は 3 つのセクションを持つ：「ガイドラインの概要」，「SDRG Template Completion 

Instruction」，「SDRG Finalization Instructions」である。「SDRG Template Completion Instruction」
のセクション番号は SDRG Template と直接対応する。イタリック体で書かれたセクション見出し

は，直下に内容を含まず，SDRG 文書の構造化のために役割を果たす。これらは文書構造の完全

性を期すためにインストラクションに含まれる。「SDRG Finalization Instructions」は SDRG Template 
への記述を完了させた後，申請資料としての文書を作成する方法を記載している。 
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Study Data Reviewer’s Guide Template Completion Instructions 
This section provides companion instructions for the SDRG Template.  The section 
numbering corresponds directly to the SDRG Template.  Section headings in italics 
(e.g., 1. Introduction) do not contain any content and are included for completeness. Note: 
Certain SDRG Sections include a series of questions intended to aid FDA Reviewers. 
Provide complete answers to all questions. Do not delete the primary questions from 
the final document. Sub-questions may be removed at the discretion of the sponsor. 
 
1. Introduction 
1.1. Purpose 
This required section states the purpose of the SDRG.  The SDRG Template includes 
standard text. 

1.2. Acronyms 
This optional section documents any sponsor-specific or non-industry standard acronyms 
used in the SDRG.  Standard industry acronyms (e.g. MedDRA, LOINC, CDISC, SDTM, ADaM, 
etc.) do not need to be documented. 

1.3. Study Data Standards and Dictionary Inventory 
This required section documents the SDTM version(s), controlled terminology version(s), 
and dictionary version(s) used in the study.  Conformance inputs and version(s) are 
documented in Section 4. 

 

Example: 

 Version 
SDTM SDTM v1.2/SDTM IG v3.1.2 including Amendment 1.  

Oncology Domains, TU, TR, and RS, have been 
submitted according to the version released for public 
comment dated 30-Jan-2011 

Controlled Terminology CDISC Controlled Terminology dated 22-Jul-2011 has 
been used for all domains except for LB.  LBTESTCD and 
LBTEST use terminology from the 29-Jun-2012 CDISC 
Controlled Terminology package.   

Data Definitions define.xml v1.0 
Medications Dictionary WHODrug December 2012 
Medical Events Dictionary MedDRA v14.1 

 
End of Example 
 



 

Study Data Reviewer’s Guide Template Completion Instruction 
本セクションは SDRG Template の記入手引きである。セクション番号は SDRG Template と直接

対応する。イタリック体で書かれたセクション見出し（例 1. 序論）は，直下に内容を含まず，

完全性の為に含まれている。 

注意事項：特定の SDRG セクションは，FDA 審査官の理解を助ける事を目的とする一連の質問を

含む。全ての質問に対して完全な回答を提供すること。主要な質問を最終的な文書か

ら削除してはいけない。副次的な質問は依頼者の判断で削除することもできる。 
 

1  序論  
1.1  目的 
必須の本セクションは，SDRG の目的を述べる。SDRG Template には，標準テキストが記載さ

れている。 
 

1.2  略語 
オプションの本セクションは，SDRG で使用した依頼者特有の，又は業界標準ではない略語を

記載する。業界標準の略語（例 MedDRA，LOINC，CDISC，SDTM，ADaM 等）は記載不要であ

る。 
 

1.3  試験データ標準及び辞書一覧 
必須の本セクションは，試験で使用した SDTM のバージョン，Controlled Terminology のバージ

ョン，及び辞書のバージョンを記載する。適合性確認に関して用いたものとそのバージョンはセ

クション 4 に記載する。 
 

 
Example： 

 Version 
SDTM SDTM v1.2/SDTM IG v3.1.2 including Amendment 1. 

Oncology Domains, TU, TR, and RS, have been 
submitted according to the version released for public 
comment dated 30-Jan-2011 

Controlled Terminology CDISC Controlled Terminology dated 22-Jul-2011 has 
been used for all domains except for LB. LBTESTCD and 
LBTEST use terminology from the 29-Jun-2012 CDISC 
Controlled Terminology package. 

Data Definitions define.xml v1.0 
Medications Dictionary WHO Drug December 2012 
Medical Events Dictionary MedDRA v14.1 

 
End of Example 
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2. Protocol Description 
2.1. Protocol Number and Title 
This required section provides the protocol number or identifier, title, and versions 
included in the submission. For protocol amendments, note changes that affected data 
collection or interpretation, if any. 

2.2. Protocol Design 
This optional section provides a visual representation or brief textual description of the 
protocol design.  This can be taken directly from the protocol or developed specifically for 
the SDRG.  If this section is removed, correct the numbering for the Trial Design datasets in 
the next section. 

2.3. Trial Design Datasets 
This required section provides additional context for the Trial Design datasets.  Additional 
context may not be required for simple protocol designs that are adequately documented in 
define.xml or self-evident in the Trial Design Dataset content. 

The following question must be answered: 

Are Trial Design datasets included in the submission? 

If Trial Design datasets are not included, or if no additional explanations are called for, the 
rest of section 2.3 should be deleted. 

Additional content may include, but is not limited to the following: 

If Trial Design Datasets were submitted, list the dataset name and dataset label only for 
datasets that benefit from additional explanation. 
Description of the modeling of Trial Arms, Trial Elements, and Trial Visits. 
If inclusion/exclusion criteria are not fully described in TI, complete Appendix I: 
Inclusion/Exclusion Criteria, or create a hyperlink to the pages in blankcrf.pdf that 
contain the full criteria text.  (See Finalization Instructions at the end of this document 
for detailed instructions.  Also note that an example hyperlink has been provided in the 
template from heading 2.3.4 TI – Trial Inclusion/Exclusion Criteria to Appendix I for 
inclusion/exclusion criteria not fully described in the TI dataset.) 
Method for identifying cross-over or open-label extension periods. 
Explanation of sponsor-defined Trial Summary parameters. 

Note that the dataset section headers are not automatically numbered in the Trial 
Design Datasets section, so check and correct the numbering when you use this section.  
Be aware that if the optional Section 2.2 above is left out, the Trial Design Datasets section is 
renumbered to 2.2, and the dataset description headings should reflect that. 



2  治験実施計画書の説明 
2.1  治験実施計画書番号及びタイトル 
必須の本セクションは，提出資料に含まれている治験実施計画書番号，又は識別子，タイトル，

バージョンを記載する。治験実施計画書の改訂については，データ収集や解釈に影響を与える変

更があれば記載する。 
 

2.2  プロトコルデザイン 
オプションの本セクションは，プロトコルデザインを図示，又は簡潔なテキストで説明する。こ

れは，治験実施計画書から直接転載することも可能であり，SDRG のために作成してもよい。こ

のセクションが削除される場合は，次のセクションの Trial Design データセットに対するセクショ

ン番号を修正する。 
 

2.3  Trial Design データセット 
必須の本セクションは，Trial Design データセットの追加の補足情報を記載する。define.xml に

十分な記載がされている，又は Trial Design データセットの内容を見れば明らかである単純なプ

ロトコルデザインの場合には，追加の補足情報は必ずしも必須ではない。 
 
以下の質問に対して回答しなければならない： 

 申請資料に Trial Design データセットが含まれているか？ 
 
Trial Design データセットが含まれていない場合，又は追加の補足説明を必要としない場合，セク

ション 2.3 の残り部分は削除されるべきである。 
 
以下の内容は追加に含むこともできるが，これらに限定しない。 

 Trial Design データセットが提出された場合，追加の補足説明のメリットがあるデータセット

のみに対し，データセット名とデータセットラベルをリストにする。 

 Trial Arms，Trial Elements，及び，Trial Visits のモデリングを記載。 

 選択/除外基準が TI データセットに完全に含まれていない場合には，「付録 I：選択/除外基準」

を作成する，又は選択/除外基準の全てのテキストを含んだ blankcrf.pdf のページへのハイパ

ーリンクを作成する。（詳細は，本文書の巻末の「Finalization Instructions」を参照。また，

テンプレートにおいて，TI データセットに完全に記述されていない選択/除外基準に対し，

2.3.4 TI - Trial Inclusion/Exclusion Criteria の見出しから「付録 I」へハイパーリンクの例が張ら

れていることに注意する。） 

 クロスオーバー期やオープンラベル延長期を特定するための方法 

 依頼者が定義した Trial Summary パラメータの説明 

本 Trial Design データセットセクション内では，データセットセクションの見出しが自動的にセク

ション番号を付与しないことに注意する。そして，本セクションを使用する場合，セクション番

号の確認と修正を行う。 

上記のオプションのセクション 2.2 が省略される場合，本 Trial Design データセットセクションの

セクション番号は 2.2 となり，各データセットを説明するセクション番号はこれを反映すべきで

あることに注意する。 
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Example: 

2.3.1 TA – Trial Arms 
The primary analysis compares Drug A to Drug B; however, as depicted in Section 2.2, 
subjects may receive one of three different therapies after a response evaluation at Week 24.  
ARMCD uses the convention randomized treatment underscore post-Week 24 treatment 
(e.g. A_A, A_D, A_X, B_A, B_D, or B_X). 

End of Example 
 

3. Subject Data Description 
3.1. Overview 
This required section provides a summary orientation to the datasets containing subject 
data.   

Answers to the following questions must be provided: 

Are the submitted data taken from an ongoing study? 

Were the SDTM datasets used as sources for the analysis datasets? 

Do the submission datasets include screen failures? 

Were any domains planned, but not submitted because no data were collected? 

Are the submitted data a subset of collected data? 

Additional content may include, but is not limited to the following: 

Description of any study history or timing relevant to the submitted data (e.g. interim 
data cutoff, data differences due to protocol amendments, etc.). 
Location of key safety, efficacy, or other data of special interest. 
Explanation of the mapping of death information in the subject level datasets.  Explain 
any differences in the occurrences (frequencies) of death across the datasets. 
Document the location of adjudication data and the method used to differentiate these 
data from data collected at the investigational site. 
Document any notable subjects of interest within the context of the study. 
Description of the reference start date including any differences in the definition across 
subjects and description of the calculation of study days.   These should align with the 
definitions in define.xml. 
If you are documenting an extension study, include description(s) of any data that have 
been copied from or are located in another study in the submission. 



 
Example： 

2.3.1  TA – Trial Arms 
主要解析は Drug A と Drug B の比較である。 しかし，セクション 2.2 で示しているように，被

験者は Week 24 の評価後に 3 つの異なる治療法の内の一つを受ける場合がある。ARMCD は「無

作為化時の治療群_Week24 の後の治療群」というルールを用いている（例 A_A，A_D，A_X，B_A，

B_D，or B_X）。 
 

End of Example 

 
 

3  被験者データの説明 
3.1  概要 
必須の本セクションは，被験者データを含むデータセットに対する概要説明を記載する。 

以下の質問に対して回答しなければならない。 

 提出されたデータは実施中の試験のものか？ 

 SDTM データセットが解析データセットのソースデータとして使用されたか？ 

 申請データセットにはスクリーニング脱落症例は含まれるか？ 

 結果として該当するデータが収集されなかったために，作成が計画されていたが提出されな

かったドメインはあるか？ 

 提出されたデータは収集されたデータのサブセットであるか？ 
 

以下の内容は追加に含むことができるが，これらに限定しない。 

 試験の履歴，又は提出されたデータに関するタイミングの記載（例 中間データのカットオフ，

治験実施計画書改訂によるデータの違い 等） 

 主要な安全性，有効性，又はその他の特に重要なデータの場所 

 被験者レベルデータセット中の死亡に関する情報のマッピングの説明。複数データセットに

またがった死亡の発生（頻度）の違いを説明する。 

 判定委員によるデータの場所と，治験実施施設で集められたデータと判定委員によるデータ

を区別するための方法を記述する。 

 試験の中で注目すべき重要な被験者を記述する。 

 Reference start date の説明，及び study day 算出の説明，被験者間の定義の違いも含む。これ

らは define.xml の定義と一致すべきである。 

 延長試験を記述している場合，提出資料中の他の試験からコピーされたデータ，又は他の試

験に格納されているデータの場所について説明する。 
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3.2. Annotated CRFs 
This optional section describes the sponsor-specific annotated CRF conventions.  Content 
may include but is not limited to the following: 

Organization of bookmarks if different from what is specified in the SDTM Metadata 
Submission Guidelines v1.0, section 4.2 (by time points and CRF topics). 
Explanation of content organization when blankcrf.pdf includes multiple sources (e.g. 
primary CRF, secondary forms for PRO, format of central laboratory data, etc.). 
Description of the representation for amended or updated CRF (e.g. does blankcrf.pdf 
include all versions of amended CRFs or only the last version?). 
Description of notable annotation conventions. 
Explanation of data that were not submitted. 

3.3. SDTM Subject Domains 
This required section provides an overview of the subject-related SDTM domains.  Provide 
hyperlinks to domains that merit additional explanation within the context of the study. 

List all subject-related datasets included in the submission alphabetically by domain 
code.   
o Include a separate row for each split dataset and describe the method for splitting in 

the domain-specific section.   
o Include a row for each Findings About (FA or FA--) dataset. 
o Do not include a row for RELREC, as related records are indicated in a column and 

described in the associated domain-specific section. 
o Do not list SUPP-- datasets.  The presence of a SUPP-- dataset is indicated in a 

column. 
o Do not list Trial Design datasets.  Do include SE and SV. 
o Provide a hyperlink from the Dataset – Dataset Label cell to the domain description 

below for any domain that requires additional explanation within the context of the 
study.  Do not provide a hyperlink or domain description section for standard 
datasets that do not have supplemental qualifiers and do not need additional 
explanation. 

Specify the functional category or categories for each domain.   
o Include categories of Efficacy, Safety, and Other.  
o Additional categories may be defined at the discretion of the sponsor. 
Indicate if a Supplemental Qualifiers dataset is submitted for the domain. 
o Include a Supplemental Qualifiers inventory table in the domain-specific section. 
If relationships between the domain and other domains have been described in RELREC, 
specify the related domains.   
o Explain a domain’s key relationships to other domains in the domain-specific 

section.  Provide the explanation of the relationship within the context of a one of 
the related domains.  Do not create a separate section for RELREC. 

Specify the SDTM Observation Class. 



3.2  Annotated CRFs 
オプションの本セクションは，依頼者特有の annotated CRF の取り決めについて記載する。内容

には以下に挙げられているものが含まれるが，これらに限定しない。 

 もし，SDTM Metadata Submission Guidelines v1.0，セクション 4.2 で述べていること（時点，

記載項目ごと）と異なる場合はブックマークの構成。 

 blankcrf.pdf が複数のソースを含む場合（例 主要な CRF，PRO のための二次的フォーム，中

央検査施設の様式等），その内容構成の説明。 

 修正，又は更新された CRF に関する説明の記述（例 blankcrf.pdf には全ての改訂した CRF が
含まれるのか？最終版のみであるか？） 

 留意すべき注釈の取り決め(Annotation Convention) 

 提出されなかったデータの説明 
 

3.3  SDTM 被験者ドメイン 
必須の本セクションは，Subject-related SDTM ドメインの概要を記載する。当該試験の状況にお

いて，追加の補足説明を必要とするドメインにハイパーリンクをつける。 

 提出された全ての Subject-related データセットを，ドメインコードごとにアルファベット順に

リストにする。 

◦ 分割したデータセットごとに個別の行を含め，その分割方法を各ドメイン固有のセクショ

ンに示す。 

◦ Findings About データセット（例 FA 又は FA--）ごとに個別の行を含める。 

◦ RELREC を示すための行は含めない。関連のある行の該当する列に示し，関連したドメイ

ン固有のセクションに記述する。  

◦ SUPP-- データセットを示す行は含めない。SUPP-- データセットが存在する場合は，該当

する列に示す。 

◦ Trial Design データセットはリストしない。SE と SV は含めなければならない。 

◦ 試験の状況において追加の補足説明を必要とするドメインについてはいずれも，

Dataset-Dataset Label セルから下記の domain description セクションへのハイパーリンクを

付ける。Supplemental qualifier を持たない，及び追加の補足説明を必要としない標準のデ

ータセットについてはハイパーリンク及び domain description を提供しない。 

 各ドメインに対する機能別のカテゴリー，又は複数のカテゴリーを明記する。 

◦ Efficacy，Safety，Other のカテゴリーを含む。 

◦ 依頼者の判断により追加のカテゴリーを定義してもよい。 

 Supplemental Qualifiers データセットがドメインに対して提供される場合，それを示す。 

◦ ドメイン固有のセクションに Supplemental Qualifiers の一覧表を示す。 

 ドメインと他のドメインの間の関係が RELREC に示されている場合，その関連するドメイン

を明記する。 

◦ ドメイン固有のセクションに，他のドメインとの主要な関係を説明する。関係のあるドメ

インのうち，１つのドメインの情報の中での関係性を説明する。RELREC に関して独立

したセクションを作ってはいけない。 

 SDTM Observation Class を明記する。 
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Example: 
 

Dataset – Dataset 
Label Ef

fi
ca

cy
 

Sa
fe

ty
 

O
th

er
  

SU
P

P
--

 Related 
Using 

RELREC 
Observation 
Class 

 AE - Adverse Events  X  X CM, DS Events 

CE - Clinical Events X     Events 

CM - Concomitant 
Medications X X  X AE, FA Interventions 

CO - Comments   X   Special Purpose 

 DM - Demographics  X X  Special Purpose 

 DS - Disposition  X  AE Events 

EX - Exposure   X X  Interventions 

FA - Findings About X X   CM, MH Findings 

X LB - Laboratory Test 
Results X    Findings 

LB1 - Hematology  X    Findings 

LB2 - Chemistry  X    Findings 

LB3 - Biomarkers X     Findings 

MH - Medical History    X FA Events 

  . . .        

SE - Subject Elements   X   Special Purpose 

SV - Subject Visits   X   Special Purpose 

  . . .        

 
End of Example 

3.3.x Dataset – Dataset Label 
Provide explanation beyond that which is documented in define.xml or the SDTM 
Implementation Guide and its supplements.  This section is required for datasets for which 
hyperlinks have been provided in the Section 3.3 table.  Provide a section number for each 
dataset requiring additional explanation (e.g. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, etc.). This section describes 
the subject-related SDTM domains that benefit from additional description. Note: to easily 
add another dataset, copy and paste an existing dataset heading and text prompt. The 
headings in this section are NOT automatically numbered, so be sure to verify and 
correct the numbering for the dataset descriptions.  Be aware that if the optional 



 
Example： 
 

 
 

Dataset – Dataset 
Label  Ef

fic
ac

y 

Sa
fe

ty
 

O
th

er
 

SU
PP

-- 

 
Related 

Using 
RELREC 

 
 

Observation 
Class 

AE - Adverse Events  X  X CM, DS Events 

CE - Clinical Events X     Events 

CM - Concomitant 
Medications X X 

 
X AE, FA Interventions 

CO - Comments   X   Special Purpose 

DM - Demographics   X X  Special Purpose 

DS - Disposition   X  AE Events 

EX - Exposure   X X  Interventions 

FA - Findings About X X   CM, MH Findings 

LB - Laboratory Test 
Results X X 

   
Findings 

LB1 - Hematology  X    Findings 

LB2 - Chemistry  X    Findings 

LB3 - Biomarkers X     Findings 

MH - Medical History    X FA Events 

. . .       

SE - Subject Elements   X   Special Purpose 

SV - Subject Visits   X   Special Purpose 

. . .        

 

 
End of Example 

 
 

3.3.x Dataset – Dataset Label 
define.xml，SDTM Implementation Guide 及びその補助資料に記載されていない説明を記載する。

本セクションは，セクション 3.3 の一覧表でハイパーリンクが設定されているデータセットに対

して必須である。追加の補足説明を必要とするデータセットごとにセクション番号を付ける（例 
3.3.1，3.3.2，3.3.3，等）。本セクションは，追加で記述することによってメリットを得られる

subject-related SDTM ドメインを記述する。注意事項：新たなデータセットセクションを簡単に追

加するには，既存のデータセットの見出しとテキストプロンプトをコピーして貼り付けると良い。

本セクションの見出しは自動的にセクション番号が付与されないので，必ず各データセットに付

与されたセクション番号が正しく修正されていることを確認すること。上記のオプションのセク
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Section 2.2 above is left out, the SDTM Subject Domains section is renumbered to 3.2, and 
the dataset description headings should reflect that. 

Content should include the following, where applicable: 

Description of custom domains or organization of content (e.g. Findings About [FA]) for 
which the content is very specific to the study.  All custom domains must have a 
description. 
A table of all Supplemental Qualifiers for a given domain. 
Descriptions of relationships to other domains that are documented in RELREC. 
Description of criteria used to split datasets and the content of the split datasets. 
Descriptions of derivations that may benefit from additional detail beyond that included 
in define.xml. 

Content may also include, but is not limited to the following: 

Description of notable, sponsor-defined uses of category and sub-category. 
Description of notable sponsor extensions to CDISC Controlled Terminology. 
Descriptions of notable mapping of legacy sponsor terminology to CDISC Controlled 
Terminology. 
General validation issues resulting from data collection (e.g., missing start date for prior 
medications due to start date not being collected).  
Description of the representation of disposition information in the Disposition (DS) 
domain especially for submissions where the study is ongoing. 
Description of the representation of collected treatment administration data in the 
Exposure (EX) domain (e.g., describe what data were collected and what data were 
derived).   
If all protocol-specified medications (e.g. “companion” or “background” medications) 
are not in then Exposure (EX) domain, document the domain(s) that contain these 
medications and how to identify them. 
 

Example: 

3.3.1   AE – Adverse Events 

A relationship has been defined in RELREC between the disposition event and the primary 
adverse event leading to discontinuation.  The observations are related by AEGRPID and 
DSGRPID.  A relationship has also been defined between the adverse events and 
concomitant medications used to treat the AE.  The observations are related by AEGRPID 
and CMGRPID.  The MedDRA coding hierarchy is located in SUPPAE. 



ション 3.2 が省略された場合，SDTM 被験者ドメインのセクション番号は 3.2 となり，各データセ

ットを説明するセクション番号はこれを反映すべきであることに注意する。 
 
該当する場合，以下の内容を含むべきである。 

 カスタムドメイン又は，試験に対して内容が非常に特有なデータセットに関して内容の構成

を記述（例：Finding About [FA]）。全てのカスタムドメインは説明されなければならない。 

 該当するドメインに対する全ての Supplemental Qualifiers の一覧表 

 RELREC に記述された他のドメインとの関係性の記述 

 データセットを分割するために用いた基準と，分割したデータセットの内容の記述 

 Define.xml に含まれているが，より詳細な内容を補足することによりメリットがあるかもし

れない導出に関する記述 
 
内容には以下に挙げられているものが含まれるが，この限りではない。 

 留意すべき，依頼者定義のカテゴリーとサブカテゴリーの用途の記述 

 留意すべき，CDISC Controlled Terminology に対して依頼者が拡張した用語の記述 

 留意すべき，依頼者が用いたレガシー用語の CDISC Controlled Terminology へのマッピングの

記述 

 データ収集に由来する全般的なバリデーションの問題点（例 開始日が収集されなかったため

に起きた前治療薬の開始日の欠測） 

 特に，試験が実施中の場合，Disposition [DS] ドメインの中の治験終了状況（disposition）の

表現に関する記述 

 Exposure [EX] ドメイン中の収集された投薬データの表現に関する記述（例 どのデータが収

集されたデータで，どのデータが導出されたデータであるかを説明する） 

 もし，治験実施計画書に規定された薬剤治療 [例 "併用治療薬（companion medications）"又は

"基礎治療薬（background medications）" ]が Exposure [EX] ドメインにない場合，これらの薬

剤が含まれるドメイン名とその特定方法を記述する。 
 

Example： 

3.3.1  AE – Adverse Events 

終了状況と中止に至った主要な有害事象の関係は RELREC に定義されている。オブザベーショ

ンは AEGRPID と DSGRPID で関連付けられる。有害事象とその有害事象の治療に使われた併用

薬の関係も定義されている。オブザベーションは AEGRPID と CMGRPID で関連付けられる。

MedDRA コーディングの階層は SUPPAE に格納されている。 
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QNAM Description 

AELLT MedDRA Lowest Level Term 

AELLTCD MedDRA Lowest Level Term Code 

AEPTCD MedDRA Preferred Term Code 

AEHLT MedDRA High Level Term 

AEHLTCD MedDRA High Level Term Code 

AEHLGT MedDRA High Level Group Term 

AEHGLTCD MedDRA High Level Group Term Code 

 

End of Example 

4. Data Conformance Summary 
4.1. Conformance Inputs 
This required section describes the validation checks and inputs used to evaluate 
conformance.   

Answers to the following questions must be provided: 

Was OpenCDISC used to evaluate conformance? 

o If yes, specify the versions of OpenCDISC and the OpenCDISC validation rules 
(for example, OpenCDISC 1.3, SDTM 3.1.2 Amendment 1). 

o If software other than OpenCDISC was used to assess compliance, describe 
under “Provide any additional compliance evaluation information.” 

Were sponsor-defined validation rules used to evaluate conformance? 

Were the SDTM datasets evaluated in relation to define.xml? 

Was define.xml evaluated? 

Provide any additional compliance evaluation information. 

4.2. Issues Summary 
This required section summarizes findings from OpenCDISC validation rules and/or 
corresponding  sponsor-defined validation rules. 

Insert findings from an SDTM conformance report (e.g., the OpenCDISC report’s Issues 
Summary tab or similar) into the table provided. 



  
QNAM Description 

AELLT MedDRA Lowest Level Term 

AELLTCD MedDRA Lowest Level Term Code 

AEPTCD MedDRA Preferred Term Code 

AEHLT MedDRA High Level Term 

AEHLTCD MedDRA High Level Term Code 

AEHLGT MedDRA High Level Group Term 

AEHGLTCD MedDRA High Level Group Term Code 

 
 
End of Example 

 
 

4  データの適合性の要約 
4.1  適合性確認に関して用いたもの 
必須とされる本セクションは，適合性を評価するために用いられたバリデーションチェックとバ

リデーションの情報を記述する。 
 
以下の質問に対して回答されるべきである： 

 適合性を評価するために OpenCDISC は使用されたか？ 

◦ "はい"の場合，OpenCDISC のバージョンと OpenCDISC のバリデーションルールを明記す

る。（例 OpenCDISC 1.3，SDTM 3.1.2 Amendment 1）。 

◦ OpenCDISC 以外のソフトウェアが適合性を評価するために用いられた場合，以下の"全て

の追加の適合性評価情報を提供すること"に記述する。 
 

 適合性を評価するために依頼者定義のバリデーションルールが使用されたか？ 

 SDTM データセットは define.xml に関連づけて評価されたか？ 

 define.xml は評価されたか？ 

 全ての追加の適合性評価情報を提供すること 
 

4.2  問題点の要約 
必須とされる本セクションは，OpenCDISC のバリデーションルール及び/又は対応する依頼者定

義のバリデーションルールからの所見を要約する。 

 SDTM 適合性レポート（例 OpenCDISC レポートの Issues Summary タブ 又は同等のもの）

から得られた所見を一覧表へ挿入する。 

 
 

10/14 



Study Data Reviewer’s Guide Completion Guidelines Version 1.2 
 

  Page 11 of 13 

Annotate issues with a brief, non-technical explanation of the findings. 
Do not include skipped validation checks or validation checks for which datasets do not 
exist.  
If you are using an SDTM conformance checker other than OpenCDISC, report only the 
diagnostic messages for validation rules that overlap with the OpenCDISC rules.  
If your conformance diagnostics do not include severity, leave that column blank. 

 

Example: 
 

Dataset Diagnostic Message Severity Count Explanation 

LB Missing Units on Value Error 22 Not an error: Lab results 
for pH and Specific 
Gravity have no units 

 

End of Example 

4.3. Additional Conformance Details 
This optional section documents summary findings from validation rules other than the 
ones reported by OpenCDISC, which in the sponsor’s opinion merit explanation.  Fill in the 
table in this section as you would the one in section 4.2.  Leave columns blank where not 
applicable. 

This section is not intended to contain the full OpenCDISC Details report.  Sponsors are 
discouraged from submitting the full report, but if the sponsor considers it necessary, the 
full report may be submitted as SDRG Appendix II.  

Appendix I: Inclusion/Exclusion Criteria 
This optional Appendix provides the complete set of inclusion/exclusion criteria when they 
cannot be fully documented in the Trial Inclusion/Exclusion Criteria (TI) dataset. For 
example, if inclusion/exclusion criteria are too long to be fully described in the TI dataset, 
include the full text in Appendix I. This section is not necessary if a hyperlink is supplied (in 
section 2.3.x) to the full inclusion/exclusion criteria contained in an annotated CRF. If 
criteria are provided in this Appendix I, there is no need to include a separate document in 
the submission as described in the SDTM Metadata Submission Guideline v1.0, Section 5.1.3. 
We recommend that you provide a link from define.xml to the SDRG. 

Appendix II: Conformance Issues Details  
A detailed record-level description of conformance issues (e.g., the OpenCDISC report 
Details tab or similar) may be included in this optional Appendix.  Sponsors are strongly 



 所見について簡潔で非専門的な説明で問題点に注釈を付ける。 

 スキップされたバリデーションチェック，又は存在しないデータセットに対するバリデーシ

ョンチェックを含めないこと。 

 OpenCDISC 以外の SDTM 適合性確認ツールを使用している場合，OpenCDISC のルールと

重複するバリデーションルールの Diagnostic Message のみを報告すること。 

 適合性診断に重大性（Severity）が含まれていない場合，その列を空欄のままにすること。 

 
Example： 

 
 

Dataset 
 

Diagnostic Message 
 

Severity 
 

Count 
 

Explanation 

LB Missing Units on Value Error 22 Not an error: Lab results 
for pH and Specific 
Gravity have no units 

 
End of Example 

 
 
4.3  追加の適合性の詳細 
オプションの本セクションは，OpenCDISC で報告される所見以外のバリデーションルールから

の所見の要約であり，依頼者の見解において説明するメリットのあるものについて記載する。セ

クション 4.2 と同様に本セクションの一覧表に記入すること。該当しない列は空欄のままとする

こと。 
 
本セクションは，「全ての OpenCDISC Details レポート」を含むことを意図していない。依頼者

は「全ての詳細レポート」を申請資料に極力含めない方がよいが，依頼者がそのレポートを必要

と考えた場合は，SDRG の「付録 II」 として提出してもよい。 
 

付録 I: 選択/除外基準 
選択/除外基準が Trial Inclusion/Exclusion Criteria（TI）データセットに完全に記載できない場合に，

オプションの本付録により完全な選択/除外基準のセットが提供される。例えば，もし選択/除外基

準が長く，TI データセットに全て記載できない場合，「付録 I」 に全ての文章を含むこと。本セ

クションは annotated CRF に全ての選択/除外基準を含んでおり，そこへのハイパーリンクが提供

されている（セクション 2.3.x 内）場合は不要である。選択/除外基準がこの「付録 I」 で提供さ

れる場合，SDTM Metadata Submission Guideline v1.0，セクション 5.1.3 に記述されているような別

の提出資料を含む必要はない。define.xml から SDRG へのリンクを提供することを推奨する。 
 

付録 II: 適合性に関する問題の詳細 
適合性に関する所見の詳細なレコード単位の記述（例 OpenCDISC レポートの Details  タブ，

又は同等のもの）は，オプションの本付録に含むことができる。FDA 審査官にとって有用性が限

られるため，依頼者は本付録を極力含めない方がよい。全ての重要な所見はセクション 4.2 ，又

は 4.3 で説明されるべきである。 
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discouraged from including this appendix due to its limited utility for FDA Reviewers.  All 
significant findings should be described in Sections 4.2 or 4.3. 

Study Data Reviewer’s Guide Finalization Instructions 
This section describes how to create the document for submission after completing the 
SDRG Template.   

1. Create hyperlinks from dataset names in section 3.3 to descriptions in 3.3.x 
Select the text in the first column of Table 3.3 that needs a hyperlink. Right click the 
selected text and choose “Hyperlink” from the menu.  In the left panel of the Hyperlink 
window, make sure that “Place in this document” is selected.  Then, in the list of document 
places select the dataset name’s header under SDTM Subject Domains (e.g. AE – Adverse 
Events) and click OK.  Ctrl+click the hyperlink to test it. 

2. Remove unused sections from the document 
Before converting the document to PDF format, remove any optional sections that were not 
used. Highlight the section heading, text prompt and any trailing blank lines then press the 
Delete key.  Required sections should be left in, even if they are blank. 

3. Update the Table of Contents, document header and version date  
After all edits have been completed, update the table of contents at the top if the document. 
Right click on any line in the table and select “Update Field.”  In the dialog window, 
select “update entire table,” then click OK.   

Do not edit the document header or footer.  The study number in the header references 
the study number on the title page.  When you edit the study number on the title page, the 
study number in the header is updated automatically. To update the version date on the title 
page and the PDF creation date in the document footer, save and close the document, then 
re-open it.  All necessary fields will be updated. 

4. Convert the document to PDF format 
These instructions are for Microsoft Word 2003 or newer, using either the Adobe Acrobat 
plug-in or the MS Office PDF creation feature. 

4.1 Using the Adobe Acrobat plug-in for Microsoft Office: 
Click the Acrobat tab in the Word menu at the top of the screen. Select “Create PDF.” If a 
dialog window pops up asking you to save and continue, click Yes. In the second dialog 
window, navigate to the directory in which you want to save the PDF, name the file 
“study-data-reviewers-guide.pdf”, and click Save. 

4.2 Conversion without Adobe Acrobat plug-in: 
Click the Office button at the top left of your screen. Select “Save As,” then “PDF or XPS”. 
Navigate to the directory in which you want to save the PDF, name the file “study-data-
reviewers-guide.pdf”, and click Save. 



 

Study Data Reviewer’s Guide Finalization Instructions 
本セクションは，SDRG テンプレート完成後の「申請のためのドキュメント」の作成方法を説

明している。 
 

1. セクション 3.3 のデータセット名から 3.3.x の記述へのハイパーリンクを作成 
ハイパーリンクを必要とする表 3.3 の最初のカラムのテキストを選択する。選択したテキストを

右クリックし，メニューから"ハイパーリンク"を選択する。ハイパーリンクウィンドウの左パネ

ルの中で"このドキュメント内"が選択されたことを確認する。その後，ドキュメントのリストの

中で SDTM Subject Domains（例 AE - Adverse Events）の下のデータセット名のヘッダーを選択

し，”OK” をクリックする。リンクをテストするために，ハイパーリンクを Ctrl キー を押しなが

らクリックする。 
 

2. 文書から未使用のセクションの削除 
ドキュメントを PDF フォーマットに変換する前に，使用していないオプションのセクションを

削除する。セクションのヘッダー，テキストプロンプト及び末尾の空白行をハイライトし，Delete 
キーを押す。必要なセクションは空欄であっても残す。 
 

3. 目次，文書のヘッダー及びバージョン日付の更新 
全てのエディットが完成した後，ドキュメントの目次を更新する。テーブルの全ての行を選択，

右クリックし，"フィールド更新"を選択する。ダイアログウィンドウの中で，"目次を全て更新す

る"を選択し，”OK” をクリックする。 

ドキュメントのヘッダー，又はフッターは変更しない。ヘッダーの試験番号はタイトルページの

試験番号を参照しており，タイトルページの試験番号を変更すると，ヘッダーの試験番号も自動

的に更新される。タイトルページのバージョン日付とドキュメントのフッターの PDF作成日付は，

ドキュメントを保存して閉じ，再度ドキュメントを開くと自動的に更新される。全ての必要なフ

ィールドは更新される。 
 

4. 文書を PDF フォーマットへ変換 
これらのインストラクションは Microsoft Word 2003 以上で，Adobe Acrobat プラグイン，又は

MS Office PDF 作成機能を用いた場合に対するものである。 
 

4.1 Microsoft Office の Adobe Acrobat プラグインを使用する場合: 
画面上の Word メニューから Acrobat タブをクリックし，"Create PDF/PDF を作成"を選択する。

もしダイアログウィンドウが表示され，保存後も続けることを尋ねられたら，”はい”をクリック

する。2 つ目のダイアログウィンドウで，PDF を保存するディレクトリーへ移動し，

"study-data-reviewers-guide.pdf"とファイルに名前を付け，”保存”をクリックする。 

4.2 Adobe Acrobat プラグイン以外で変換する場合: 
スクリーンの左上の Office ボタンをクリック（Word2013 ではファイルメニューを選択）する。

"名前を付けて保存"の後，"PDF 又は XPS"を選択する。PDF を保存するディレクトリーへ移動し，

そのファイルに"study-data-reviewers-guide.pdf"と名前を付け，”保存”をクリックする。 
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4.3 Formatting and verifying the PDF 
Open the PDF. Go to the File menu and select “Properties.”  Navigate to the Initial View 
tab.  In the drop-down menu for Navigation tab, select “Bookmarks Panel and Page.”  In 
the drop-down menus for both Page Layout and Magnification, select “Default.”  Click OK. 

Still in the “Document Properties” window, navigate to the Description tab and delete the 
information in the Title, Author, Subject and Keywords boxes.  Click OK and then save the 
file.  While there, verify at the bottom of the dialog window that the PDF version is 1.7 or 
lower. 

If the version is too high, go to the Document menu and select “Reduce File Size.”  In the 
drop-down list select “Acrobat 8.0 and later.”  Click OK, then navigate to the directory in 
which you want to save the PDF, name the file “study-data-reviewers-guide.pdf”, and 
click Save. 

Go to File, and select “Properties.”  Verify at the bottom of the dialog window that the PDF 
version is 1.7 or lower. 

5. Create a hyperlink to full inclusion/exclusion text in blankcrf.pdf 
If you need to link to the full inclusion/exclusion criteria in blankcrf.pdf: open both the 
study-data-reviewers-guide.pdf and the blankcrf.pdf in separate windows.  In the top 
menu of study-data-reviewers-guide.pdf, click Tools, then Advanced Editing, and finally 
the Link Tool.  Draw a box around the text that you want you turn into a hyperlink in 
section 2.3.x.  Under Link Action, make sure “Go to a page view” is selected, then click 
Next.  While the next dialog box is still open, navigate to the page in blankcrf.pdf that you 
would like to hyperlink to.  While still in the blankcrf.pdf window, click Set Link. 

 



4.3 PDF の書式設定及び確認 
PDF を開く。ファイルメニューで"プロパティ"を選択し，”Initial View tab/開き方”へ移動す

る。”Navigation tab/表示”に対するドロップダウンメニューにおいて，"Bookmarks Panel and Page/
しおりパネルとページ"を選択する。ページレイアウトと倍率のドロップダウンメニューにおいて，

"Default/デフォルト"を選択し，”OK” をクリックする。 

"Document Properties/プロパティ"ウィンドウで，Description/概要タブに移動し，Title/タイトル，

Author/作成者，Subject/サブタイトル，Keyword/キーワードの情報を削除する。“OK”をクリッ

クし，ファイルをセーブする。そのまま，ダイアログウィンドウの下で PDF バージョンが 1.7，
又は以下であることを確認する。 

バージョンが 1.7 より高い場合，“Document/ファイル”メニューへ移動し，名前をつけて保存を

選択後，"Reduce File Size/サイズが縮小された PDF"を選択する。ドロップダウンメニューにおい

て，"Acrobat 8.0 and Later/Acrobat 8.0 およびそれ以降"を選択する。”OK” をクリックし，PDF を
保存するディレクトリーへ移動し，"study-data-reviewers-guide.pdf"とファイルに名前を付け，”保
存”をクリックする。 

ファイルへ移動し，"プロパティ"を選択する。PDF のバージョンが 1.7 以下 であることをダイ

アログウィンドウの下で確認する。 
 

5  blankcrf.pdf の完全な選択/除外基準へのハイパーリンクの作成 
もし，blankcrf.pdf の完全な選択/除外基準へリンクする必要があるなら，別々のウィンドウで

study-data-reviewers-guide.pdf と blankcrf.pdf の両方を開く。study-data-reviewers-guide.pdf のトッ

プメニューで”Tool/編集”，次に”Advanced Editing/テキストと画像を編集”，最後に”Link Tool/リン

クを追加または編集” をクリックする。section 2.3.x のハイパーリンクに変更したいテキストの周

りに box を描く。Link Action/リンクを作成で，"Go to a page view/ページビューに移動"が選択さ

れたことを確認し，その後”Next/次へ” をクリックする。次のダイアログボックスを開いている間

に，ハイパーリンクを張りたい blankcrf.pdf のページへ移動する。blankcrf.pdf ウィンドウにおい

て，”Set Link/リンクを設定” をクリックする。 
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