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本文書の目的 

 
2016 年 10 月からの PMDA への承認申請時には電子データの提出が求められており，その際

に提出されるデータに関するデータガイドも提出物のひとつとして位置づけられている。

ADaM のデータガイドの参考として，PhUSE が提供している Analysis Data Reviewer’s Guide 
（以下，ADRG）がある。これは FDA へ提出することを前提としているが，PMDA への提出に

おいても参考にすることが推奨されている。このことから，PhUSE の ADRG Completion 
Guidelines をベースに PMDA への承認申請に耐えうる ADRG を作成するための解説書として

本文書を作成した。 
 

本文書は以下のような読者を想定している。 
 
 CDISC に関する一定の知識がある 
 PhUSE の ADRG 関連文書（Template，Completion Guidelines 及び Sample）に一通り目を通

したことがある 
 以下にあげる通知/ガイドなどを読んでいる 

 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（薬食審査発 0620 第 6 号） 
 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（薬食審査発 0427 第 1 号） 
 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（薬機次発第 0427001 号） 
 申請電子データに関する FAQ 

 
従って，本文書は「ADaM とは」や「ADRG とは」といった一般的な内容は含まれていない。

また，ADRG 以外の PMDA に電子データ提出する際に必要となるものや，ADaM データセッ

トの作成方法（変数の格納方法なども含む），Pinnacle 21 の使用方法やレポートといった内容

は本文書の範囲外であることを，あらかじめご承知おきいただきたい。 
 
本文書が，ADRG の作成者の一助となることを期待する。 
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本文書の構成 

 
本文書は，Analysis Data Reviewer's Guide Completion Guidelines（以下，ADRG CG）の「解説

書」と「別添資料」から成る。 
 
本文書の「解説書」は，ADRG CG の構成と同様，Overview 及び Instructions から成る。なお，

Finalization Instructions は対象外とした。 
 

Overview 及び Instructions の冒頭部では，ADRG CGの文章の日本語訳を掲載した。日本語は参

考であるので，原文の理解のための補助として活用いただきたい。 
 
Instructions のセクション 1 以降では，ADRG CG と同様のセクション構成に対し，本文書の

作成者が作成した【要約】【解説】【例示】【提案】を掲載した。 
【要約】では，ADRG CG の記載内容について，日本語による要約を掲載した。なお，ADRG 

CG に記載されている回答必須の質問文や，参考となる ADRG Template の英文はそのまま引用

した。 
【解説】では，ADRG CG を理解する上で助けになるよう，本文書の作成者が作成した解説

を掲載した。また，当局から発出されている通知/ガイドに該当する留意点なども，各セクシ

ョンに掲載した。 
【例示】では，本文書の作成者が作成した，提出する ADRG への記述の例を掲載した。なお，

本文書では掲載していないが，ADRG CG 及び ADRG example にも有用な事例が多数掲載され

ているのでそちらも参照していただきたい。 
【提案】では，提出する ADRG の記述方法など，本文書の作成者からの提案を掲載した。 
なお，本文書では，セクション 1 から 7 の解説にとどめ，セクション 8 は対象外とした。 
 
本文書の「別添資料」は，通知/ガイド及び申請電子データに関する FAQ に記載されている

「データガイド」関連の文章を抽出し，該当すると作成者が考える ADRG のセクションを，一

覧形式で掲載した。 
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略語/用語 

 
略語/用語 説明 

ADaM Analysis Data Model 
http://www.cdisc.org/adam 

ADRG CG Analysis Data Reviewer’s Guide Completion Guidelines 
http://www.phusewiki.org/wiki/index.php?title=Analysis_Data_Reviewer's_Guide 

CDISC Clinical Data Interchange Standards Consortium 
http://www.cdisc.org 

CRF Case Report Form：症例報告書 

define.xml Data Definition Document 
http://www.cdisc.org/define-xml 

eCTD Electronic Common Technical Document：電子化コモン・テクニカル・ドキュメ

ント 
FDA Food and Drug Administration：アメリカ食品医薬品局 

JPMA Japan Pharmaceutical Manufacturers Association：日本製薬工業協会 

PDF Portable Document Format  

PMDA Pharmaceuticals and Medical Devices Agency：独立行政法人 医薬品医療機器総合

機構 
PhUSE Pharmaceutical Users Software Exchange 

Pinnacle 21 
（ツール名） 

OpenCDISC の新しい名称であり，validator，define.xml generator などの機能を

有する。Community版，Enterprise 版などが存在する。 
http://www.pinnacle21.net/ 

SAP Statistical Analysis Plan：統計解析計画書 

SDRG Study Data Reviewer’s Guide 
http://www.phusewiki.org/wiki/index.php?title=Study_Data_Reviewer's_Guide 

SDTM Study Data Tabulation Model 
http://www.cdisc.org/sdtm 

通知/ガイド 基本的通知，実務的通知，技術的ガイドの総称として，本文書で使用 

統制用語 Controlled Terminology 
http://www.cdisc.org/terminology 

レガシーデータ CDISC 標準以外の形式のデータ 
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 

（平成 26 年 6 月 20 日 薬食審査発 0620 第 6 号） 
http://www.pmda.go.jp/files/000159962.pdf 

http://www.cdisc.org/adam
http://www.phusewiki.org/wiki/index.php?title=Analysis_Data_Reviewer's_Guide
http://www.cdisc.org/
http://www.cdisc.org/define-xml
http://www.pinnacle21.net/
http://www.phusewiki.org/wiki/index.php?title=Study_Data_Reviewer's_Guide
http://www.cdisc.org/sdtm
http://www.cdisc.org/terminology
http://www.pmda.go.jp/files/000159962.pdf
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略語/用語 説明 

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 
（平成 27 年 4 月 27 日 薬食審査発 0427 第 1 号） 

http://www.pmda.go.jp/files/000204726.pdf 
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 

（平成 27 年 4 月 27 日 薬機次発第 0427001 号） 
http://www.pmda.go.jp/files/000204728.pdf 

 

  

http://www.pmda.go.jp/files/000204726.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000204728.pdf
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Analysis Data Reviewer’s Guide 
Completion Guidelines (V1.1 2015-01-26) 
解説書 
 
本文書を使用する際は，以下の点にご留意ください。 
 Analysis Data Reviewer’s Guide Completion Guidelines の解説書は日本製薬工業

協会（以下，JPMA）が作成しました。解説書（以下，本文書）は，参照文書

として作成しました。 
 原文書は 2016 年 6 月 29 日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=Analysis_Data_Reviewer's_Guide 
 PhUSE には本文書の作成を連絡していますが，内容のレビューは行っていま

せん。 
 万一，PhUSE の原文書と JPMA が作成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 interpretation of Analysis Data Reviewer’s Guide Completion 

Guidelines is created by Japanese Pharmaceutical Manufacturers Association (JPMA). 
This Japanese interpretation (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=Analysis_Data_Reviewer's_Guide as 
of June 2016. 

 PhUSE recognizes this 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 interpretation 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. 

 
日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 データサイエンス部会 
タスクフォース 2 テーマ 2 
2016 年 6 月 29 日  

http://www.phusewiki.org/wiki/index.php?title=Analysis_Data_Reviewer's_Guide
http://www.phusewiki.org/wiki/index.php?title=Analysis_Data_Reviewer's_Guide
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Analysis Data Reviewer’s Guide Completion Guidelines 
Overview 

（作成者注：Overviewは日本語訳を掲載した。） 
 
Analysis Data Reviewer’s Guide Purpose  
Analysis Data Reviewer’s Guide は，当局への申請資料の一部として提出される解析データセットに

関する追加の補足情報を FDA 審査官に提供する。ADRG 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 ADaM データを説明することを目的とする。ADRG は，FDA 審査

官が ADaM に関する一元化された情報を得ることができるように，あえてほかの申請資料（例： 
治験実施計画書，総括報告書，define.xml など）の情報を再掲する。Reviewer Guide の提出は，解

析データセットと共に提出する完全かつ有益な define.xml の必要性を取り除くものではない。 

 

ADRG Overview 
ADRG は 7 つの主要なセクション（「序論」，「治験実施計画書の説明」，「複数の解析データセ

ットに関連する解析上考慮すべき点」，「解析データセット生成過程の留意点」，「解析データセ

ットの説明」，「データの適合性の要約」，「プログラムの提出」）と 1 つの付録を持つ。 

「序論」は，試験の概要と利用した標準の一覧を提供し，解析データセットのソースデータについ

て記述する。「治験実施計画書の説明」は，試験に対する簡単な説明，及び計画された治療あるい

はタイミング変数と治験デザインの関係を記述する。「複数の解析データセットに関連する解析上

考慮すべき点」は，原則全ての解析データセットに存在するコア変数の説明，SDTM と解析データ

セットに存在する類似した変数の比較，特別な取り扱いを必要とする被験者，window規則，補完

あるいは導出方法など，複数のデータセットに関連するトピックの概要を記述する。「解析データ

セット生成過程の留意点」は，データの従属関係，変数規則，もし提出する場合は分割データセッ

ト及び中間データセットについて記述する。「解析データセットの説明」は，define.xml に記載さ

れていない追加の詳細と共に，解析データセットの概要を記述する。「データの適合性の要約」は，

ADaM への適合性の評価方法と，その結果の要約を記述する。「プログラムの提出」は，申請に含

まれるプログラムの詳細を示す。オプションである Appendix は必要に応じて含まれる。 

ADRGは，SDTMが解析データセット作成の入力（データ）として使用されていること，及び解析

データセットが可能な限りADaM標準に準拠していることを前提としている。もし，スポンサーが，

SDTMに基づいていない，又はADaMモデルに準拠していない解析データセットを作成した場合は，

ADRGの適切なセクションを決定し，必要に応じて編集するのはスポンサーの責務である。

Completion Guidelinesは，レガシーデータのADRGの例を提示しない。 

 

ADRG Completion Guidelines Purpose 
本書の目的は，「Analysis Data Reviewer’s Guide Template」から ADRG 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。「ADRG 
Completion Guideline」に加えて，ADRG examples も参考になる。 
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Organization of This Document 
本書は 3 つのセクションを持つ：「ガイドラインの概要」，「ADRG Template Completion 
Instructions」，「ADRG Finalization Instructions」である。「ADRG Template Completion Instructions」
のセクション番号は ADRG Template と直接対応する。「ADRG Finalization Instructions」は ADRG 
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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Analysis Data Reviewer’s Guide Template Completion 
Instructions  
本セクションは ADRG Template の記入手引きである。セクション番号は ADRG Template と直接対

応する。 

注意事項：特定の ADRG 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「bullet」質問に対して完全な回答を提供すること。「bullet」質問を最終

的な文書（提出版の ADRG）から削除してはいけない。 

（作成者注：上記は日本語訳を掲載した。「bullet」質問とは ADRG Template 内で●で示された箇条

書きの質問である。以下の各セクションは，セクション 8 を除き「該当なし」でも提出版の ADRG
から削除しない） 
 

1. Introduction 
【解説】本セクションでは，試験の概要と利用した標準の一覧を記述し，解析データセットのソー

スデータについて記述する。 
 
1.1 Purpose 

【要約】必須の本セクションは，ADRG の目的を記述する。ADRG Template には，以下の標準テキ

ストが記述されている。 
 
This document provides context for the analysis datasets and terminology that benefit from additional 
explanation beyond the Data Definition document (define.xml).  In addition, this document provides a 
summary of ADaM conformance findings. 
 
1.2 Acronyms 

【要約】オプションの本セクションは，ADRG で使用した依頼者特有の，又は業界標準ではない略

語を記述する。業界標準の略語（例 MedDRA，LOINC，CDISC，SDTM，ADaM など）は記述不要

である。 
 
【例示】 
 本書では標準的な医薬用語及び CDISC 用語以外の略語は使用していない。 

 
1.3 Study Data Standards and Dictionary Inventory 

【要約】必須の本セクションは，使用した ADaM，SDTM，define などのバージョンを記述する。

SDTM のバージョンは SDRG の記述と同一にする。適合性チェックのバージョンはセクション 6 に

記述する。なお，SDTM で用いた統制用語や辞書のバージョン情報は，SDRG に記述されているた

め，本書で繰り返し記述することは不要である。また，公表されている標準的な質問票や，スコア

リング法などのバージョンは，その標準を用いた解析データセットに関係するセクションで言及す

る。 
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1.4 Source Data Used for Analysis Dataset Creation 
【要約】 
ポイント 1：必須の本セクションは，解析データセットのソースデータについて記述する。ADRG
は，SDTM が解析データセットのソースデータという想定で開発されたが，ソースデータが SDTM，

非 SDTM の臨床データベース，又はこれらの組み合わせになることも認識されている。本セクシ

ョンの目的は，解析データセット作成に使用されたソースデータの概要を記述することである。 
ソースデータが SDTM のみの場合は簡単な記述で問題ない。 
 
ポイント 2：SDTM 以外もソースデータとして使用している場合は，その概略を本セクションに示

し，詳細はほかのセクションに示した上で，セッション番号を本セクションに示すことも可能であ

る。 
 
ポイント 3：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。 
 Ongoing 又は follow-up 中の試験の場合のデータカットオフ ルール。 
 特別なデータの表示について（例：興味のある AE を特別に分類する）。 
 判定委員によるデータについて。SAP に記述があれば繰り返さなくてよい。セクション 5.2.x

に記述されていれば，それを参照する。 
 
【例示】 
ポイント 2 に対する例示 
 ADaM 作成のソースデータには，SDTM に加え，データ及び被験者の採否データを用いた。

症例検討会によって定めたデータの取り扱いを基に，データ及び被験者の採否データを作

成した。詳細はセクション x に示す。 
 

ポイント 3 に対する例示 
 本治験では，最終登録例の 24 週時点の来院（Visit x）までのデータを対象として，中間解

析を実施した。各被験者において，Visit x までのデータ（24 週以前中止例は全てのデータ）

のデータクリーニングを完了し，症例検討会にてデータの取り扱いを決定した。 
 本治験では，社内医学専門家が MedDRA の基本語を用いて，開鍵前に腎臓及び肝臓関連の

有害事象を特定した。特定した結果はフラグとして OAE.xls に格納され，SAS データセット

OAE.sas7bdat に変換したのちに ADAE に格納した（ADAE の詳細はセクション 5.2.x を参

照）。 
 本治験では，主要評価項目である総合イベントの主要な解析は，判定委員によるデータを

用いた（判定委員会については，治験実施計画書及び SAP を参照）。判定委員によるデー

タは，CRF データとは別に外部機関においてデータ入力され，SDTM に格納された。最終

的に，判定委員によるデータは ADEFF に格納した（ADEFF の詳細はセクション 5.2.x を参

照）。 
 
【提案】 
 データサイエンス部門だけでは記述できない項目もあり，他部門のサポートが必要である。

例えば，ADRG に必要な情報を，症例検討会議事録などから引用できるように，開発チー

ムで協力する事が望ましい。 
 提出データセットに日本語データが含まれる場合は，簡単にその旨を記述する。詳細は後

のセクションに記述する。 
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2. Protocol Description 
【解説】本セクションでは，試験に対する簡単な説明，及び計画された治療あるいはタイミング変

数と治験デザインの関係を記述する。 
 
2.1 Protocol Number and Title 

【要約】必須の本セクションは，申請に含まれる治験実施計画書番号，タイトル，バージョンを示

す。データの解釈又は解析に大きく影響する治験実施計画書の修正があった場合は，変更を記述す

る。治験実施計画書の変更がデータ解析に大きく影響しなければ，記述する必要はない。 
 
【例示】 

治験実施計画書番号 ABC1234 
タイトル XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
最終バージョン 3 
解析に大きく影響する

治験実施計画の変更 
被験者の組入れ後に治験実施計画書のバージョン 2 が発行された。 
解析に大きく影響する変更は以下の通り。 
1. xxxxxxxxxxxxxxxx 
2. xxxxxxxxxxxxxxxx 
3. xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
【提案】治験実施計画書のバージョンは最終バージョンを記述する。本セクションで解析に大き

く影響する治験実施計画書の修正の説明が必要な場合は，治験実施計画書と同じ文章を記述する

ことが望ましい。 
 
2.2 Protocol Design in Relation to ADaM Concepts 

【要約】必須の本セクションは，標準的な ADaM 変数と治験デザインが，どのように関連付けられ

ているかを記述する。例えば，ADSL やほかの解析データセットに定義されている，計画された治

療割り付け（TRTxxP，TRTSEQP），解析フェーズ（APHASE），ピリオド（APERIOD）などの変

数から，ADaM 内のあるオブザベーションが治験実施計画書における時期や治療とどのように関係

しているかを理解することができる。また，これらの変数の定義は，ADaM で使用される重要な解

析方針と治験デザインが，どのように関係しているかを理解する助けにもなる。これらは，テキス

トや図を使って解説するのが良い。 
 

3. Analysis Considerations Related to Multiple Analysis Datasets 
【解説】本セクションでは，原則全ての解析データセットに存在するコア変数の説明，SDTM と

ADaM に存在する類似した変数の比較，特別な取り扱いを必要とする被験者，window規則，補完

あるいは導出方法など，複数のデータセットに関連するトピックの概要を記述する。 
 
3.1 Comparison of SDTM and ADaM Content 

【要約】 
ポイント 1：スクリーニング脱落例のデータを ADaM に含む場合，個々のデータセットに関して適

切なセクション（5.2.x）を参照する。スクリーニング脱落例のデータを ADaM に含まず SDTM に
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含む場合，これらのデータが ADaM に含まれない理由を簡単に説明する。スクリーニング脱落例

のデータが SDTM にも含まれない場合は，その旨を記述する。実際の ADRG 作成時は，以下の質

問文に回答する形で記述する。 
 
 Are data for screen failures, including data for run-in screening (for example, SDTM values of 

ARMCD=’SCRNFAIL’, or ‘NOTASSGN’) included in ADaM datasets? 
 
 
ポイント 2：継続中の試験から得られたデータの場合，データカットオフ及び SDTM から ADaM
におけるレコード選択に影響し得る問題点を記述する。また，詳細な情報は必要に応じてセクショ

ン 4.1 を参照する。実際の ADRG 作成時は，以下の質問文に回答する形で記述する。 
 
 Are data taken from an ongoing study? 
 
 
ポイント 3：その他，SDTM と ADaM の導出変数の定義が異なる場合（ベースライン，経過日数，

解析対象集団フラグなど）は，必要に応じて適切なセクション（5.2.x）に詳細を記述し，そのセク

ション番号を本セクションに記述する。 
 
【例示】ポイント 1 に対する例示 
 スクリーニング脱落例は解析に使用しなかった。よって，スクリーニング脱落例のデータ

は解析データセットに含まなかった。 
 SDTM に含まれる全ての被験者は ADaM データセットに使用された。なお，スクリーニン

グ脱落例のデータは，SDTM に含まなかった。 
 

【提案】SDTM でデータカットオフした場合は，SDRG にその詳細を記述する。ADaM でデータ

カットオフを実施した場合は，本セクションでその内容を記述する。例えば，データカットオフ

は，被験者ごとの Visit の日付，又は特定の日付（20YY 年 MM 月 DD 日など）を使用したのか

など，データカットオフのルールを記述する。また，継続及び最終データの提出データ差分に関

する説明を記述することが望ましい。 
 
3.2 Core Variables 

【要約】コア変数とは，原則全ての ADaM データセットに共通する変数である。「コア」変数には，

多くの解析において使用される重要な変数（年齢グループ，性別，人種，治療群など）又は重要な

参照変数（STUDYID など）を指定する。コア変数が定義されたら，コア変数名とその簡単な説明

を表形式で記述する。なお，USUBJID と STUDYID は，ADaM において必須のコア変数なので，こ

れら 2 変数については必ず記述する。 
 
3.3 Treatment Variables 

【要約】 
ポイント 1：必須の本セクションは，SDTM と ADaM の治療変数の比較に関する情報と，解析にお

ける計画された治療変数と実際の治療変数の使用法を記述する。 
 
ポイント 2：ARM と TRTxxP が同等の場合は，その旨を記述する。異なる場合，その関係をテキス

ト，又は表形式で記述する。実際の ADRG 作成時は，以下の質問文に回答する形で記述する。 
 
 Are the values of ARM equivalent in meaning to values of TRTxxP? 
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ポイント 3：TRTxxA が使用され，かつ ACTARM と TRTxxA が同等の場合は，その旨を記述する。

異なる場合，その関係をテキスト，又は表形式で記述する。TRTxxA が使用されなかったら，その

旨を記述する。実際の ADRG 作成時は，以下の質問文に回答する形で記述する。 
 
 If TRTxxA is used, then are the values of ACTARM equivalent in meaning to values of TRTxxA? 
 If TRTxxA was not used, then state this here. 
 
 
ポイント 4：計画された治療変数と，実際の治療変数の内容が同じ場合は，その旨を記述する。両

変数を解析に使用した場合，上位のレベルの解析の種類別（例：安全性解析全般，有効性解析全般）

に，計画された治療変数，及び実際の治療変数の使用方針を記述する。実際の ADRG 作成時は，

以下の質問文に回答する形で記述する。 
 
 Are both planned and actual treatment variables used in analyses? 
 
 
【例示】 
ポイント 4 に対する例示 
 有効性解析は計画された治療変数（TRT01P）を使用した。一方，安全性解析は実際の治療

変数（TRT01A）を使用した。 
 
3.4 Subject Issues that Require Special Analysis Rules 

【要約】必須の本セクションは，以下の事例など，解析に影響する個々の被験者の状況を記述する。

特に問題が無ければ，その旨を記述する。 
 
 割り付けと完全に異なった治療を受けた被験者が存在した場合，逸脱の数と内容について記述

する。 
 間違った治療，又は用量を少なくとも一回受けた被験者が存在した場合，どのようにその被験

者を特定したか，及び解析への影響について記述する。 
 層別無作為化が正しく実施されなかった被験者が存在した場合，解析への影響について記述す

る。 
 （セクション 3.1 に記述されているスクリーニング脱落以外の理由で）被験者が解析データセ

ットから除外されたか，及び除外理由を記述する。 
 被験者が転院した場合，どのように解析で取り扱ったかを記述する。 
 異なる施設で複数回割り付けられた被験者が存在する場合，どのように解析で取り扱ったかを

記述する。なお，当該被験者に関するすべてのレコードは，同じ USUBJID を使用すべきであ

ることに留意する。 
 解析の中で SAP の定義と異なる扱いの治験実施計画書逸脱例が存在した場合，詳細を記述す

る。 
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【例示】 
 2 例を除き，無作為化された被験者の TRT01P と TRT01A は同一であった。被験者番号

107148 及び 107400 は，実薬群に割り付けられたが，実際にはプラセボを投与された。  

USUBJID SUBJID TRT01P 
(Planned) 

TRT01A 
(Actual) 

9999-001_004600015 107148 XX9999 Placebo 
9999-001_004600016 107400 XX9999 Placebo 

 
3.5 Use of Visit Windowing, Unscheduled Visits, and Record Selection 

【要約】 
ポイント 1：必須の本セクションでは，SDTM に存在する Visit レコードが解析でどのように使用さ

れているか，その概要を記述する。 
 
ポイント 2：Visit window が，いずれの解析データセットでも適応されていない場合は，その旨を

本セクションで記述する。1 つ以上の解析データセットで使用されている場合，全ての解析データ

セットに同じ規則が適応されたかを回答する。全て同じ規則である場合は，どのように解析に使用

したレコードを決定したかを記述する。異なる規則がある場合は，個々の解析データセットに応じ

て，セクション 5.2.x を参照するよう記述する。実際の ADRG 作成時は，以下の質問文に回答する

形で記述する。 
 
 Was windowing used in one or more analysis datasets? 
 
 
ポイント 3：規定外の Visit を用いた解析がない場合は，その旨を本セクションで記述する。ある場

合は，その旨を記述した上で必要に応じて詳細はセクション 5.2.x を参照するよう記述する。実際

の ADRG 作成時は，以下の質問文に回答する形で記述する。 
 
 Were unscheduled visits used in any analyses? 
 
 
ポイント 4：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。 
 （フォローアップ期やスクリーニング期など）解析に一度も使用されなかったレコードが解析

データセットに含まれているかについて記述する。 
 
【例示】ポイント 3 に対する例示 
 臨床検査の解析について，Visit 毎の要約統計量の集計では Unscheduled visit の値は使用しな

かった。一方，解析ピリオド毎の最悪値の解析では，被験者ごとに最悪値を特定する際に，

Unscheduled visit の値も対象とした。 
 
3.6 Imputation/Derivation Methods 

【要約】 
ポイント 1：必須の本セクションでは，レコードレベルの補完あるいは導出，及び関連する ADaM
変数の使用について記述する。 
 
ポイント 2：日付を補完した場合，複数の解析データセットで共通に用いたルールを SAP に記述し，

本セクションで参照する。又は本セクションにそのルールを記述する。共通のルールがどの解析デ
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ータセットで用いられたかについても記述する。日付補完のルールが，個々のデータセットで共通

でない場合は，それらの補完方法がどのデータセットに用いられているかの更なる情報を，セクシ

ョン 5 の適切な場所に記述する。実際の ADRG 作成時は，以下の質問文に回答する形で記述する。 
 
 If date imputation was performed, were there rules that were used in multiple analysis datasets? 
 
 
ポイント 3：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。 
 1 つ以上の解析データセットで DTYPE を用いた場合は，統制用語と関連する定義を本セクシ

ョンに記述する。場合によっては，適宜 SAP を参照する。 
 1 つ以上の解析データセットで BASETYPE を用いた場合は，統制用語と関連する定義を本セ

クションに記述する。場合によっては，適宜 SAP を参照する。 
 
 
【例示】ポイント 3 に対する例示 
 本治験では，有効性評価項目において LOCF 値を用いた解析を実施した。ADEFF には有効

性評価項目毎に DTYPE=”LOCF”のレコードを追加した。 
 

4. Analysis Data Creation and Processing Issues 
【解説】本セクションでは，データの従属関係，変数規則，もし提出する場合は分割データセット

及び中間に作成されたデータセットについて記述する。 
 
4.1 Split Datasets 

【要約】条件付き必須の本セクションは，サイズの制約の理由で，依頼者が承認申請時に解析デー

タセットを分割した時に使用する。申請用に提出するために解析データセットを分割した時は必須

だが，それ以外はオプションとなる。 
解析データセットの分割方法を記述する（例：パラメーターごとに分割）。また，審査官に対し，

解析を実施する際に解析データセットを再構築する必要がある旨を通知する。 
 
【例示】 
 サイズの制約の理由で分割したデータセットはない。 

 
【解説】「技術的ガイド 3.4 申請電子データのファイルサイズ」によると，日本での申請時にお

いて，「データセットが 5 ギガバイト以上の場合は，事前に PMDA に相談すること」としてい

る。 
 

4.2 Data Dependencies 
【要約】必須の本セクションは，解析データセット間の従属関係を記述する。 

ADSL を除いて解析データセット間に従属関係が存在する場合，フローチャートで表示する事が望

ましい。解析データセットの従属関係が非常に少ない場合は，依頼者は，フローチャートの代替と

して，データセットの従属関係を説明するための表を作成してもよい。 
ADSL を除いて解析データセット間に従属関係が存在しない場合，その旨を簡単に記述する。 
なお，中間に作成されたデータセットを含む従属関係は，本セクションで記述すべきであり，さら

にセクション 4.3 では，必要に応じて，中間に作成されたデータセットについて記述する。 
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【提案】「技術的ガイド 4.1.1.3 ADaM データセット」には，「解析計画書に記載された全ての解

析について ADaM データセットを提出する必要はない」と記載されており，中間に作成された

データセットは提出しない場合も考えられる。その場合でも，本セクションでは中間に作成され

たデータセットと提出した解析データセットに従属関係があるならば，チャートなどで従属関係

を記述する。 
 

4.3 Intermediate Datasets 

【要約】オプションの本セクションは，中間に作成された解析データセットの存在と，そこから作

成された解析データセットについて記述する。複雑な導出を行う場合，あるいはレポーティングの

目的及び内部レビューのために大きな（親）データセットから小さい（子）データセットが作成さ

れた場合に，中間に作成されたデータセットが存在することがある。 
また，中間に作成されたデータセットの命名規則について記述する。 
 
4.4 Variable Conventions 

【要約】オプションの本セクションは，依頼者が用いた重要な変数規約のうち，define.xml では表現

しきれない部分について記述する。 
ADaM 標準は，標準変数からの取捨選択が非常に柔軟であり，標準変数に加えて変数追加も可能な

場合がある。特定のデータセット内の個々の変数は，通常，適切に define.xml で定義される。しか

し，ある特定の標準変数又は追加変数を使用した理由を ADRG で概説しておくことが有用な場合

もあるだろう。とりわけ，一連の規約が複数のデータセットに適用される場合はそうかもしれない。

ここに記述するのは，CDISC ADaM 文書で規定されたルールに則って拡張したものにすべきである。

例えば，ANLzzFL やほかの一般的に使用されるフラグ変数，又は AVISIT：AVISITN，PARAM：

PARAMCD などのような特定の変数を依頼者が使用しているならば，本セクションに記述可能であ

る。どのように特定の変数一式が解析をサポートしているかを記述することも有用だろう。 
 
【例示】 
 ADEF 及び ADLB には申請資料の作成において用いた単位と SI 単位の値を格納している。

SI 単位については PARAMCD の接頭語として SI を付与した。例えば，申請資料の作成にお

いて用いた単位の値 PARAMCD=“HGB”に対して，SI 単位の値は PARAMCD=“SIHGB”とし

ている。 
 ADLB 及び ADPC には血液，血漿及び尿を試料としたデータが含まれる。このうち，尿を

試料とした結果については PARAMCD の接頭語として U を付与した。例えば，

LBTESTCD=“GLUC”に対して，PARAMCD=“UGLUC”としている。 
 ANLzzFL について，要約統計量の解析には ANL01FL，最悪値の解析には ANL02FL を用い

た。 
 
【提案】データセット間で変数規約が共通の場合は本セクションで記述する。なお，データセッ

ト間で異なる取り決めは，セクション 5 で記述する。 
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5. Analysis Dataset Descriptions 
【解説】本セクションでは，define.xml に記述されていない追加の詳細と共に，解析データセットの

概要を記述する。 
 
5.1 Overview 

【要約】 
ポイント 1：必須の本セクションは，解析データセットの説明を記述する。 
 
ポイント 2：解析データセットが，治験実施計画書及び SAP で述べた全ての目的について提出され

ない場合，詳細を記述する 。実際の ADRG 作成時は，以下の質問文に回答する形で記述する。 
 
 Do the analysis datasets support all protocol and SAP specified objectives? 
 
 
ポイント 3：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。 
 特定の解析データセットで用いるフラグ変数の詳細（共通で使用されない，又は解釈を補助す

るための追加情報が必要な変数の取り扱い）を記述する。 
 主要な安全性，有効性，又はその他の特に重要なデータの格納場所を記述する。 
 判定委員によるデータの格納場所，及び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。 
 複数データセットにまたがって用いた時期変数を算出するアルゴリズムを記述する（例：

ADY）。これらは define.xml の定義と一致させるべきである。 
 申請の解析に利用されていないが，補助的に含めた解析データセットを記述する。 
 
【例示】 
ポイント 2 に対する例示 
 主要な集計解析について ADaM データセットを提出した。セクション 5.2 で提出した ADaM

データセットを一覧し，セクション 7 で対応する解析図表とプログラムについて説明した。 
 
【提案】提出した英数字データセットではなく日本語データセットを用いて解析した場合，その

旨を記述する。 
 
5.2 Analysis Datasets 

【要約】必須の本セクションは，解析データセットの一覧を記述する。 
ADSL を最初に記述し，申請電子データに含まれる全ての解析データセットを，データセットごと

にアルファベット順に一覧する。分割した解析データセットがある場合は，分割したデータセット

ごとに改行を入れる。試験の状況においての補足説明を必要とする解析データセットについては，

一覧表の Dataset-Dataset Label からセクション 5.2.x へのハイパーリンクを付ける。 
一覧表には ADaM Class，各解析データセット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。必要ならば efficacy，safety，被験者背景と PK/PD のカテゴリーを含める。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。 
解析データセットが主解析のために使用されている場合は明示する。 
オプションとして，解析データセットの構造を define.xml に準じて記述する。 

 



19 
 

【提案】解析データセットの一覧表に「Japanese」を追加のカテゴリーとして定義して，日本語デ

ータセットを含む解析データセットであることを明示すると，理解の助けとなるかもしれない。 
 
5.2.1 ADSL - Subject Level Analysis Dataset 

【要約】必須の本セクションは，被験者レベル解析データセットについて，define.xml，又は ADaM  
Implementation Guide とその補助資料（ADaM Time to Event (ADTTE) Structure など）に記述されて

いない説明を記述する。 
 
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。 
 ADSL のカバーしている範囲を記述する。 
 ADSL と SDTM.DM ドメインの被験者数（オブザベーション数）が異なる場合はその詳細を記

述する。 
 変数名を用いて，ADSL で定義した解析対象集団を記述する。 
 被験者特性や内訳に関係する被験者レベルの情報が含まれる解析データセットが，ADSL 以外

にも存在する場合はその詳細を記述する。 
 主要又は副次評価の目的で使用する共変量の変数名を記述する。 
 主要又は副次評価の目的で使用する共変量が ADSL に含まれない場合は，その格納場所を記述

する。 
 
5.2.x Dataset - Dataset Label 

【要約】必須の本セクションは，セクション 5.2 に一覧したデータセットの中から，ADSL 以外に追

加すべきと判断したものに補足情報を付与する。最低限，試験の主目的に対応するデータを含むデ

ータセットについて記述する。セクション 5.2 に一覧したデータセット名とのハイパーリンクを付

ける。 
define.xml 及び ADaM Implementation Guide などに記述されていない説明を記述する。また，主要な

有効性測定項目を含んだデータセットについては，主要評価項目の解析に用いた変数を特定するこ

とが望ましい。非 BDS 構造の場合はとくに重要である。BDS 構造で作成されている場合には，主

要評価項目に関連する変数（AVAL，AVALC，CHG など）及びフラグ変数と時期変数を特定する

ことが望ましい。 
複数のデータセットに共通する情報はセクション 3 に記述し，重複して記述しない。データセット

1 つにつき 1 つのセクション番号を連番で付ける。 
その治験の，少なくとも主要目的に関連した関心のあるパラメーターあるいは変数を特定し記述す

る。治験の主目的に関する変数の導出について，SAP や define.xml に記述されている場合には本セ

クションに記述する必要はない。説明には表を含めても差し支えない。 
 
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。 
 その解析データセットの目的とカバーしている範囲。 
 その解析データセットには，ほかの解析データセットにも含まれているレコードが多く存在す

るか。例えば，ほかの解析データセットと親子関係になっているようなものか。該当する場合，

その他の解析データセットを特定する。 
 データを複数に分割したため，内容や目的が類似した複数の解析データセットがある場合には

記述する。例えば，time to event 型の様々な感度解析のために解析データセットをそれぞれに

分けた場合や，BASETYPE 変数を用いずに，異なるベースラインごとに異なる解析データセ

ットを作成した場合。 
 その解析データセットには，SDTM のソースドメインと同じ被験者数が格納されているか。異

なる場合，理由を記述する。スクリーニング脱落が原因ならば，セクション 3.1 に記述する。 
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 その解析データセットには，SDTM にも存在するものの導出方法の異なる導出変数が存在する

か。該当する場合，変数を箇条書きにする，あるいは define ファイルからは簡単に理解できな

い導出方法の違いを記述する。 
 その解析データセットに複数の治療変数が有る場合，どの変数がどの解析に用いられたかを記

述する。 
 その解析データセットに BASETYPE 変数は使われたか。該当する場合，なぜ BASETYPE 変数

が必要か簡潔に記述する。 
 その解析データセットに DTYPE 変数は使われたか。該当する場合，なぜ DTYPE 変数が必要

か簡潔に記述する。 
 その解析データセットを作成するために Lookup table などの参照用テーブルは使われたか。該

当する場合，提出資料に含まれているか及び格納場所を記述する。 
 解析対象集団の採否フラグ以外に，解析上重要となる特定のフラグ変数はあるか。該当する場

合は記述する。 
 明らかに間違っているデータを訂正するために作成した全ての導出変数について記述する。 
 もしその解析データセットで使われた特別な解析 window ルールがあれば記述する。 
 
【例示】 
 明らかに間違っているデータを訂正した場合：被験者アウトカムを用いた QoLの評価（1 か

ら 5 段階評価）において，6 と記入した被験者がいたが，脱落のため修正されなかった。事

前に SAP に定めた取り扱いルールに従い，最悪値に変換した後 AVAL に格納し，解析に用

いた。 
 
【提案】 
 ほかのセクションとの使い分けに関して，セクション 3 から セクション 5.1 は複数のデータ

セットに共通する情報を記述し，セクション 5.2.x は個別のデータセット固有の情報を記述

する。 
 日本語項目を含むデータセットも提出する場合，セクション 1 では日本語項目を含むデータ

セットも提出していることを記述し，セクション 5.2.x に各データセットの詳細を記述する。

日本語項目を含むデータセットが複数あり，英語との置き換えルールが共通の場合にはセ

クション 5.1 で記述する。 
 治験の主目的に関する変数の導出について，SAP や define.xml に記述されている場合には本

セクションに記述する必要はないと解説されているが，ADRG にて補足説明が有用と考え

る場合には記述する。 
 スクリーニング脱落や run-in failure が理由で被験者数が SDTM のソースドメインと解析デー

タセットで異なる場合セクション 3.1 でその旨言及するが，セクション 5.2.xでも簡単に言

及する。特定の解析データセットのみにそれらの被験者が含まれている場合には，その旨

を記述する。 
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6. Data Conformance Summary 
【要約】本セクションでは，解析データセットのバリデーションチェックと，適合性の評価に用い

られた入力情報について記述する。 
 
6.1 Conformance Inputs 

【要約】 
ポイント 1：必須の本セクションは，ADaM への適合性がどのように高められたかを記述する。機

械的なチェック以外にも，マニュアルチェックなどにより適合性を評価し，審査官に伝えるべきと

判断した場合には記述する。 
 
ポイント 2：解析データセットを，CDISC ADaM Validation Checks で適合性を評価した際に用いた

ソフトウェアとそのバージョンを記述する。実際の ADRG 作成時は，以下の質問文に回答する形

で記述する。 
 
 Were the analysis datasets evaluated for conformance with CDISC ADaM Validation Checks? 
 
 
ポイント 3：ADaM データセットと define.xml を関連づけて評価をしているかどうかを回答する。

実際の ADRG 作成時は，以下の質問文に回答する形で記述する。 
 
 Were the ADaM datasets evaluated in relation to define.xml? 
 
 
ポイント 4：define.xml を適合性評価したかどうかを回答する。実際の ADRG 作成時は，以下の質

問文に回答する形で記述する。 
 
 Was define.xml evaluated? 
 
 
【例示】 
ポイント 2 に対する例示 
 提出した ADaM は Pinnacle 21 Enterprise 3.0 による適合性評価に加え，社内で作成している

チェック一覧を用いたマニュアルチェックを，ADaM データセット作成者以外の QC 担当者

が実施した。Pinnacle 21 での適合性評価には，ADaM 1.0 (PMDA)の configuration を用いた。 
 
ポイント 3 に対する例示 
 Pinnacle 21 Enterprise 3.0 を用いて ADaM データセットから define.xml 作成用の Excel シート

を作成した。ADaM データセット構造定義書に規定された情報を，社内のマクロを用いて機

械的に Excel シートに入力し，Pinnacle 21 Enterprise 3.0 を用いて define.xml を作成した。 
 

ポイント 4 に対する例示 
 Pinnacle 21 Community 2.1.0 を用いて define.xml の適合性を確認した。 

 
【提案】Pinnacle 21 を用いて ADaM の適合性を評価した際には，ソフトウェアとそのバージョン

に加え，用いた configuration も合わせて記述する。 
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6.2 Issues Summary 
【要約】必須の本セクションは，標準の遵守状況に関する所見をまとめる。 
 ADaM 適合性レポートの結果を表形式（例：Pinnacle 21 のレポートの「Issue Summary」のタ

ブに出力されている結果）でまとめる。ADRG CG に例示されている表を使用してもよいし，

列を追加することも可能である。 
 提出したデータに対する所見のみを記述する。 
 専門家以外にも分かりやすい簡潔な記述をする。 
 行わなかったバリデーションチェックや，存在しないデータセットに対するバリデーションチ

ェックについての所見は記述しない。 
 ADRG CG に例示されている表を使用するとき，エラーの重大性を評価していない場合には

「severity」の列は空欄のままとする。 
 機械的な評価以外で挙がった問題点についても，本セクションに含める。 
 
【解説】 
 「実務的通知 2.（4）.イ 申請者による事前の適合性確認方法」に，「CDISC 標準に準拠した

データに関する適合性については，公開されているルール及び PMDA におけるバリデーシ

ョンの実施環境などの情報を参考に，事前に申請者が確認すること。」とあり，依頼者に

よる適合性評価が求められている。 
 「技術的ガイド 3.6.1 CDISC 準拠データに対するバリデーション」に，「PMDA は CDISC 準

拠データに対しては，OpenCDISC Enterprise を用いバリデーションを行う。」と記述されて

いる（作成者注：OpenCDISC Enterprise は現時点で Pinnacle 21 Enterprise と名称を変えてい

る）。また，「申請電子データに関する FAQ Q4 - 3」に，「PMDA では，SDTM データセ

ット及び ADaM データセット，並びにデータセットの定義書，統制用語及び外部辞書を対

象として，CDISC 準拠データに対するバリデーションを実施します。日本語を含むデータ

セットが併せて提出される場合には，日本語を含むデータセットはバリデーションの対象

とはせず，対応する英数字のデータセットのみをバリデーションの対象とします。」と記

述されている。 
 「技術的ガイド 3.6.1 CDISC準拠データに対するバリデーション」に，「バリデーションに用

いるルールについては，標準への適合性と承認審査におけるデータ利用の容易さ，PMDAが

事前に把握すべき臨床試験データの質，及びPMDAにおける臨床試験データの将来的な利用

を考慮して，各ルールの特徴を踏まえて個々に重大性を設定している。」とあり，重大性

のレベルは「Reject」，「Error」，「Warning」の 3 段階で設定されている（作成者

注：http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/p-drugs/0028.html の「バ

リデーションルール一覧」にて公開されている。2016 年 6 月 29 日時点）。Pinnacle 21 の

configurationを「ADaM 1.0 (PMDA)」に設定することで，本バリデーションルールに合わせ

た適合性評価，結果出力が可能である。 
 

7. Submission of Programs 
（作成者注：ADRG CGの記述はFDAへの申請を想定して記述されたものである。本セクションに

は申請に含まれるプログラムの詳細を示す。ADRG CGには，ADRGとしてどの様に記述するべき

かに留まらず，プログラム提出に当たっての考え方及びプログラム自体の記述方法についても言及

されている。一方で，通知/ガイドでもプログラム提出に関連した事項があり，本書の解説では通

知/ガイドを優先した。なお，本セクションには細かい項立てがないため，内容毎に要約とその解

説及び例示を記述した。） 

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/p-drugs/0028.html
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【要約】全般的事項： 
提出資料にプログラムを含む場合，本セクションは必須となる。提出資料を準備する前に当局とプ

ログラムの提出について協議することは依頼者にとって有用である。依頼者は審査官がどのように

プログラムを利用するか，どのような提出資料の組み方が最適なレビューの支援となるかを可能な

限り明確に理解すべきである。 
 
【解説】「実務的事項 3.（1）.イ. プログラムの提出について」において，「臨床試験に関連するデ

ータセットに加え，データセットの作成及び解析の過程を把握するため，ADaM データセット作

成用プログラム及び解析用プログラムを提出すること」とされているため，日本での申請におい

て本セクションは必須である。 
 
 

【要約】提出対象について： 
一般に，解析データセットを作成したプログラム，有効性の主要評価・副次評価解析，重要な安全

性評価のプログラムが含まれる。一方で，同様な評価を繰り返すもの（例：因果関係ありの有害事

象の要約）や，試験結果の統計的な結論に影響を及ぼさないようなもの（例：一覧表）は含まれな

い。本セクションは，どのプログラムを含めるかの根拠を示す際にも利用できる。analysis results 
metadata や annotated table mockups が提出資料に含まれるならば，その旨を本セクションに記述す

ることで作表プログラムを提出資料に含めなくても良い（作成者注：annotated table mockups とは，

解析図表の見本（mockup）に図表作成にあたっての概説を加えたもの）。 
 
【解説】「基本的通知 3.(3) 解析用プログラムの提出」では，プログラムについて「具体的な提出

内容は提出前に個別に PMDA に確認すること」とされており，個別試験における提出対象プロ

グラムの特定は「申請電子データ提出確認相談」で確認することが望ましい。また，「実務的通

知 3.(1).イ. プログラムの提出について」では，「マクロプログラムの提供が困難な場合や，デー

タセットやプログラムの作成を外部機関に委託しておりプログラム自体の提供が困難な場合等に

は，解析アルゴリズムの分かる仕様書等を提供することで差し支えない」とされている。更に，

「実務的通知 3.(2).ウ. プログラム等の提出」では，試験・解析の内容に応じて，提出すべきプロ

グラム並びに代替提出物について示されている。加えて「申請電子データに関する FAQ Q4-16」
では，「解析用プログラムの提出が困難」な場合には，「解析の仕様書は「programs」フォルダへ

格納してください。また，その旨をデータガイドで説明してください」としている。 
 
【例示】 
 本治験では以下に示す ADaM データセット作成用プログラム及び解析用プログラムを提出

した。 
 本治験は共同開発で実施され，xxx 社において ADaM 及び解析図表の作成が実施された。こ

の為，本治験ではプログラムを提出していない。ADaM データセットについては define.xml
のデータセット定義へ導出に必要な情報を，解析図表については analysis results metadata へ

解析結果を再現可能なコードを記述した。 
 本治験では以下に示す ADaM データセット作成用プログラム及び解析用プログラムを提出

した。解析用プログラムは，統計量を算出しデータセットとして保存するまでを行っている。

保存されたデータセットと解析図表との対応は annotated table mockups に示した。 
 本治験では ADaM データセットを作成していない。提出したデータセットは，解析ソフト

ウェア独自の形式であり，プログラムの代わりに解析プログラム仕様書を提出した。 
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【要約】プログラムの実行可能性について： 
プログラムを実行可能にする必要があるか否かは，審査官と協議すべきである。 
 
【解説】「実務的通知 3.（1）イ.プログラムの提出について」では，「各プログラムの主な利用目

的を踏まえ，必ずしも PMDA においてそのまま実行することが可能な形式及び内容として提出

する必要はない。（中略）プログラムを作成及び実行した環境（使用したオペレーションシステ

ム，ソフトウェア及びそのバージョン）に関する情報をデータガイドにおいて併せて提供するこ

と」とされている。また，「技術的ガイド 4.1.6.2 プログラムのファイル形式」では，提出したプ

ログラムのファイル名及び拡張子についても，記述を求めている。（記述例：ADRG 
CDISCPilot01 Page 12） 

 
【例示】 
 プログラムの作成及び実行は，以下の環境を用いた。また，提出したプログラムは全てテ

キストファイルであり，拡張子は sas とした。 
OS：Windows7，解析ソフトウェア：SAS 9.4 TS Level 1 M3 

 プログラムの作成及び実行は，以下の環境を用いた。また，プログラムは PDF で提出し，

ファイル名は*_sas.pdf とした。 
 
 

【要約】マクロについて： 
マクロを含むプログラムについて：マクロの提出が困難な場合は，代替手段を取ってもよい。代替

手段の例を 2 つ挙げる。 
1）マクロを含まないバリデーション用プログラムを提出する 
2）マクロが生成するソースコードを提出する。SAS プログラムの場合，MFILE 又は MPRINT オプ

ションを用いることでソースコードを表示できる。 
 
【解説】「実務的事項 3.（1）.イ. プログラムの提出について」において，「マクロを利用したプロ

グラムを使用している場合，マクロプログラムも併せて提出することが望ましいが，マクロプロ

グラムの提供が困難な場合や，（中略），解析アルゴリズムの分かる仕様書等を提供することで差

し支えない」としている。また，ADRG CDISCPilot01 Page 12 では，マクロの概要や個々のプロ

グラムがどのマクロを使用しているかを例示している。 
 
【例示】 
 提出した全てのプログラムが複数のマクロを使用している。提出したマクロの一覧を以下に

示す。マクロの概要は，マクロのヘッダーに記述されている。また，個々のプログラムが使

用したマクロは，プログラムのヘッダーに記述されている。なお，プログラム中で作成した

マクロについては記述していない。 
 全てのマクロは secure オプションを用いた stored compiled macro で作成されており，実行可

能なファイルとして sasmacr.sas7bcat を提出した。sasmacr.sas7bcat に含まれるマクロとその

概要を以下に示す。マクロ内部の動作は確認できないため，統計解析に関わるマクロについ

ては，Appendix に仕様を示した。 
 
 

【要約】プログラムの入出力について： 
提出されたプログラムは，そのプログラムの入出力を明らかにした文書を用意し，審査官に対して

そのプログラムの実行結果との関係を明示すべきである。プログラムのヘッダー部分に，そのプロ

グラムの入出力を明示することを推奨する。ロジック上重要な箇所にコメントを記述することを強
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く推奨する。そのプログラムを提出対象として選択した理由を記述しておくことは有益である。そ

のコードを生成するのに特別な方法（例：先に挙げた代替手段）を用いた場合，提出されたコード

とその出力結果の関連性を記述すべきである。 
 
【解説】提出されたプログラムのみから，プログラムの入出力や実行条件，順序を把握すること

は困難であり，それらを把握するためのガイドが求められている。 
 
【例示】 
 ADaM 作成プログラムと入力 SDTM，出力 ADaM 及びプログラム中で使用したマクロを以

下に示す。また，解析図表は全て ADaM から作成された。解析図表作成プログラムについ

て，同様に示す。1 つの ADaM データセットあるいは解析図表を作成するために，複数のプ

ログラムが必要であり，データセット及び図表の作成フローは一覧に示した順に従う。 
 ADaM データセットは SDTM，及びデータの採否を纏めた採否データから作成した。ADaM

データセット作成プログラムは ADaM の名称と同一であり，入力に用いたデータセットは

プログラムのヘッダーに記述されている。解析図表は全て ADaM から作成されており，

Analysis results metadata に入力 ADaM 及び解析図表作成プログラムへのリンクが作成されて

いる。個々の ADaM 及び解析図表作成プログラムは独立しており，単一のプログラムのみ

で，データセットの作成及び解析の過程を把握可能である。 
 解析図表は全て ADaM に基づいて作成された。ADaM 作成プログラム，解析図表作成プロ

グラム共に，モジュール化されたマクロの組み合わせで作成されており，個々のプログラム

はマクロの実行文のみで構成されている。ADaM 作成プログラムは ADaM データセット名，

解析図表作成プログラムは図表番号と同名である。マクロの一覧とその概要を以下に示す。 
 総括報告書掲載図表は非 CDISC 形式データセットを元に作成された。一方，提出した

ADaM は非 CDISC 形式データセットを元に申請時にレガシーコンバートを行って作成した

ものである。提出した解析図表作成プログラムはトレーサビリティー確保のため，ADaM を

元に総括報告書掲載図表の解析結果を再現することを目的として作成した。ただし，総括報

告書作成時とは使用した SAS のバージョンが異なり（総括報告書作成時 SAS8，申請時

SAS9.4），試験結果の解釈に影響はないものの，一部のモデル解析においては完全な再現は

成されていない。解析結果に差異のある図表について，以下に示す。 
 
【提案】解析プログラムのあり方については，PhUSE が作成・公開している Guidance on Good 

Programming Practice において詳細に記述されているので，参考とされたい。 
http://www.phusewiki.org/wiki/index.php?title=Good_Programming_Practice_Guidance 

 

http://www.phusewiki.org/wiki/index.php?title=Good_Programming_Practice_Guidance
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別添資料：通知/ガイド及び申請電子データ

に関する FAQ と ADRG のマッピング 
 

本文書を作成するに当たって，当局から発出されている通知/ガイド及び申請電子データに

関する FAQ を精査した。そのうち ADRG に記述すべき事項を抽出し，それらを ADRG のどの

セクションに記述するかをマッピングしたものを，別添資料として公開する。 
マッピングにあたっては，ADRG へ記述すべき事項を対象とし，ADaM データセットあるい

は提出資料についての要件などは除いた。このため，本文書で引用している通知/ガイド及び

申請電子データに関する FAQ であっても，別添資料に含まれないものが存在する点に留意さ

れたい。 
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