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1 はじめに 

2016 年 10 月 1 日、日本でも承認申請時電子データ提出が開始となった。多くの製薬企

業で既に電子データ提出、あるいは申請電子データ提出確認相談を実施していると推測す

る。2017 年 2 月 28 日開催の「申請時電子データ提出にかかる経験及び留意事項に関する

説明会」では、2017 年 2 月 27 日時点で 8 品目の申請における電子データ提出、及び 65 件

の申請電子データ提出確認相談申込みがすでになされていると PMDA から発表があった。 

PMDA、FDA ともに承認申請時の電子データの形式は原則  Clinical Data Interchange 

Standards Consortium 標準（以下「CDISC 標準」と記す）に準拠した形式で提出すること

とされている。また、その標準にて定められていない箇所においても、それぞれの規制当

局で要求事項が存在する。 

PMDA 開催のシンポジウムにおける PMDA からの経験共有や、あるいは関連団体主催の

各種ワークショップにおける製薬業界からの経験共有が行われ、すでに発出済みの通知以

外にも PMDA 側には多くの要望が存在することが明らかにされている。 

一方で、FDA においては臨床試験の電子データ提出の経験はすでに多く蓄積されており、

その要求事項のいくつかは申請側にも実施しやすい形に変化しつつある。  

上記のとおり、PMDA、FDA 両極から同じ形式での申請電子データ提出が要求されては

いるが、プロセスや要求事項において異なる点が存在し、その違いについては事前に確認

ることが申請する側にとって大変重要である 

本チームでは、2016 年 12 月発出の医薬品評価委員会成果物「FDA/PMDA Validation Rules

の差分分析 -SDTM の Check Configuration 比較-」にて両極におけるバリデーションルール

の違いについて比較検討を行った。本文書では前回に引き続き両極の違いについて、特に

要求事項に関する違いに焦点を当て、比較検討を行った。 

なお、本文書中における考察及び各社の経験談の多くは本チームに寄せられた製薬企業

における経験に基づいたものとなり、PMDA 及び製薬協の公式見解ではない。また、本文

書で紹介した事例についても、各社の状況に合わせた対応の検討が必要である旨合わせて

ご理解いただきたい。 

 

 

2 PMDA、FDA 間における SDTM の要求事項の違い 

本章では、PMDA と FDA の SDTM の要求事項の違いを記載し、要求事項が異なる各項

目について、考察を記載する。また、各社の対応などについての経験談がある場合は経験

談についてもあわせて紹介する。 

2.1 要求事項について 

PMDA と FDA の要求事項の違いを比較するために、以下を参考とした。 

[PMDA] 

・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  

・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 

・申請電子データに関する FAQ 

・申請電子データ提出に際して利用可能な規格一覧 

[FDA] 

・Guidance for Industry: Providing Regulatory Submissions in Electronic Format –  

Submissions Under Section 745A(a) of the FD&C Act. 
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・Study Data Technical Conformance Guide V3.2.1 

・Technical Rejection Criteria for Study Data 

・FDA Data Standards Catalog 

 

2.2  要求事項の違い、その考察と事例紹介 

2.2.1  申請時電子データ提出 起点日 

PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

CDISC 標準での電子データ提出が必須

となる起点日：承認申請日（承認申請日

が 2020 年 4 月 1 日よりも後である場合、

電子データでの提出が必須） 

CDISC 標準での電子データ提出が必須

となる起点日：試験開始日（試験開始日

が 2016 年 12 月 17 日以降である場合、

電子データでの提出が必須。なお、ここ

でいう試験開始日とは、該当試験にて登

録された被験者の同意取得日の中で最

も早い日である。※5） 

※TS ドメインの SSTDTC が 2016 年 12

月 17 日以前の試験でも、TS ドメインを

作成し、eCTD の適切なフォルダに格納

する必要がある 

考察： 

PMDA と FDA において、電子データ申請の起点日が上記の通り異なる為、両極への

申請を予定している品目については特に注意が必要である。 

上記要件より電子データ申請が必要とされる試験に関しては、申請電子データ提出

時の作業軽減の為にも、CDISCに準拠した SDTMを計画的に作成する事が求められ

る。SDTM への変換プロセスは、CDISC 非準拠の試験におけるレガシーデータ変換、

あるいは試験実施中にその都度変換を行っていく Ongoing プロセスが考えられ、そ

れぞれの違いについては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

（以下「DS 部会」という） 平成 26 年度タスクフォース 2 サブチーム 3 より公表

された「SDTM 作成標準プロセス」を参照されたい。 

（http://www.jpma.or.jp/information/evaluation/symposium/pdf/20141219/20141219_4.pdf） 

すでに Ongoing プロセスを導入されている企業であればそのプロセスに沿うことが

最も効率的と考えられる。一方でレガシーデータの試験の申請を予定している場合

は申請スケジュールに基づいた変換スケジュールの計画が重要となる。  

一般的にレガシーデータの変換には多くのリソースと時間が必要になる為、申請デ

ータパッケージを早い段階で特定し、データ提出が必要とされる試験を治験相談で

PMDA と協議し、効率的に変換作業を進めていくことが推奨される。あるいは、解

析が未実施の試験であれば、従来の社内標準から Ongoing プロセスにスイッチし、

SDTM および ADaM を使用して解析することを検討することが望ましい。いずれに

しても、企業ごとの背景、及び申請スケジュールに基づき早期の検討が必要である。 

各社の経験談: 

なし 

 

http://www.jpma.or.jp/information/evaluation/symposium/pdf/20141219/20141219_4.pdf
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2.2.2  日本語データ 

PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

「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※1」に従って

日本語データセットを作成し、データガ

イドに日本語データセットの内容を記

載する必要がある。その範囲について事

前に PMDA に相談することが望ましい 

上記とは別に、PMDA バリデーションル

ールに文字コードの要件が存在するた

め注意が必要（ルール ID： SD1029 

[Variables value must not include 

non-ASCII or non-printable characters 

(outside of 32-126 ASCII code range), 

limited to variables which values may be 

converted into new variable name or label 

(--TEST, --TESTCD, --PARM, --PARMCD, 

QLABEL, QNAM).]） 

使用言語に関する要件は記載なし ※

ただし、文字コードの要件規定は存在す

る（FDA Business Rule ID : FDAB041 

[Variables value must not include 

non-ASCII or non-printable characters 

(outside of 32-126 ASCII code range), 

limited to variables which values may be 

converted into new variable name or label 

(--TEST, --TESTCD, --PARM, --PARMCD, 

QLABEL, QNAM).]） 

考察： 

PMDA へ申請の際、申請電子データに日本語が含まれる場合は、申請データパッケ

ージが決定した時点で申請電子データ確認提出相談にて相談する必要がある。 

データガイドの記載に関しては、DS 部会平成 26 年度タスクフォース 2 サブチーム

3 より公表された「Study Data Reviewer’s Guide Completion Guidelines」もあわせて参

考にされたい。 

(http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/study_data.html) 

なお、CDISC 標準における電子データ提出が本格的に日本でも導入されたこと踏ま

え、CDISC 標準利用のメリットを最大限に享受するためにも、本チームからは CRF

から英語でデータを取得することを推奨する。日本語で CRF からデータを収集し、

そのデータを英語に翻訳することも一つの方法ではあるが、英語に変換する際に一

定の情報が損なわれる恐れが懸念される。また、翻訳や英語へのマッピング等、追

加のプロセス・コストも多く発生する。スピードが求められる医薬品開発を考慮す

るうえで、英語での CRF データ収集は今後避けて通れないと考える。 

各社の経験談： 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/study_data.html
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2.2.3  申請電子データ提出確認相談(PMDA) / pre-IND meeting(FDA) 

PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

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。※7
 

We recommend that as early as the 

pre-IND meeting, sponsors should use 

the established regulatory process to 

discuss with the review division the key 

data necessary to support a submission, 

the data elements that should be 

included in each dataset, and the 

organization of the data within the 

datasets.※3
 

考察： 

PMDA、FDA ではそれぞれ申請電子データ提出のみに特化した相談の機会が設けら

れている。PMDA においては申請電子データ提出にかかる内容は「申請電子データ

提出確認相談」で、また申請電子データ提出対象試験は新医薬品承認審査予定事前

面談にて相談する、など相談内容に応じて各種相談をそれぞれ予定する必要がある。 

一方 FDA においては、相談内容によって相談の区分を分けることを厳しく求めてい

ない。 

PMDA においては更に「（バリデーション確認の結果、）技術的ガイドに示す PMDA 

が重大と考えるエラーが認められるが修正が不可能な場合には、その内容及び理由

について申請前に「申請電子データ提出確認相談」等を利用して事前に PMDA に相

談し、加えてデータガイドにおいて説明すること。また、その他のエラーについて

は、データガイドにおいてその内容を説明すること。※1」と要求されている。すな

わち、 

提出予定試験のバリデーション実施 

→バリデーション結果に基づいた「申請電子データ提出確認相談」実施 

→（提出予定試験のすべてのバリデーション結果の確認終了後に）「審査予定事前

面談の実施」 

といった順番でのスケジューリングが求められており、対面助言の申し込み期間等

含め、日程の調整等をあらかじめ念頭に置く必要がある。よって原則として、「審査

予定事前面談」の際に、説明が必要となる「エラー」（PMDA Validation rule 上の 

Severity が”Error”に該当）が全て別紙 8 に記載されている必要がある。なお「審査

予定事前面談」までにバリデーションが完了していない場合には、「審査予定事前面

談」の際に PMDA に個別に対応を相談することが必要である。提出予定試験数、あ

るいはバリデーション実施のタイミング等から、ある程度の「申請電子データ提出

確認相談」の実施回数やタイミングについて見積もることが可能となる。 

「申請電子データ提出確認相談」はあくまで申請前のみの対応である。中間データ

で申請し、最終データも申請後に提出予定である場合、申請後は審査中の面談とい

う形で電子データ相談を実施することが求められる。その際は、記録なしとなる。  

各社の経験談： 

なし 
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2.2.4 別紙 8 (PMDA) / Study data standardization plan (FDA) 

PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

別紙 8 申請電子データ提出確認相談資

料記載要領： 

申請電子データ提出確認相談に合わせ

て事前資料として作成する。各試験の

SDTM 提出予定ドメイン、定義ファイル、

適合性に関する情報などが求められる。

一部の内容についてはデータガイドか

らの転記が必要。 

Study data standardization plan： 

各試験の CDISC version の詳細は求めら

れるが、ドメインの詳細などは不要。（下

記経験談の項参照） 

考察： 

PMDA 提出用の“別紙 8”では提出予定ドメインの詳細も求められている。提出予

定の標準ドメインはチェックボックスで示し、カスタムドメインについて必要に応

じて文章での説明が必要となる。データセットの適合性に関しても、PMDA に対し

ては別紙 8 で事前に説明する必要があるが、FDA に対してはデータガイドに記載す

るのみでよい。 

PMDA に対し複数回の申請電子データ提出確認相談を実施した際、別紙 8 は「2. 相

談事項」欄を除く箇所について前回提出した内容に追記する形で作成し（リビング

ドキュメント）、PMDA に提出した直近の版からの修正内容がわかるように（マーカ

ー版や変更履歴を残した版、等）提出することが求められている。※6
 

なお、PMDA は申請時データ提出の際に「データがもれなく提出されているか」の

確認を、審査予定面談で提出された確定版の別紙 8 に基づいて実施する。よって別

紙 8 と TSV ファイルや実際に提出する試験データと不整合が無いように十分に確認

する事が重要である。 

各社の経験談： 

Study data standardization plan (FDA) については、IND の際に提出するリビングドキ

ュメントとしての扱いとなる。IND の際はドメインの詳細について不要であるが、

申請直前にはドメインの説明を記載し、その内容をもとに申請前相談を実施した。  

 

2.2.5  申請電子データ提出に際して利用可能な規格一覧 (PMDA)/Data 

standard catalogue(FDA) - Define.xml、他 

PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

Define.xml バージョン 1.0 と 2.0 につい

て現時点で受け入れ可能※2
 

Define.xml バージョン 2.0 を推奨、 1.0

の受け入れは 2018 年 3 月 15 日に終了予

定 

考察： 

新規試験では Define.xml バージョン 2.0 で作成することが推奨される。バージョン

1.0 の Define.xml を既に作成している試験では受け入れ可能期間内の申請であれば、

バージョン 1.0 のままで問題はない。 

Define.xml バージョン 1.0と 2.0では構造的に異なるためバージョンアップは容易で

はない。なお、PMDA のバージョンサポート終了の起点は日本での申請日となる。
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すでにデータ作成が始まっている試験などは申請時期により影響を受けるため

PMDA がバージョン 1.0 のサポートを終了する時期について今後注目したい。 

 

FDA においては Define.xml に限らず以前利用可能であったバージョンの利用につい

て“Negotiable“としている。PMDA においては、申請時期によっては、古いバージ

ョンが利用可能でなくなることも予想されるため、データカタログの動向について

注目する必要がある。 

各社の経験談： 

なし 

 

2.2.6  Data Traceability 

PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

別紙 8 申請電子データ提出確認相談資料

記載要領に記載 

Legacy Data Conversion Plan と Report に

関してデータガイドに記載 

考察： 

PMDA, FDA 共に、CDISC 非準拠データを CDISC 準拠データに変換する際の手順や

適合性の準拠状況を説明する必要がある。PMDA では別紙 8 に記載することが求め

られている。FDA では Legacy Data Conversion Plan/Report に記載し、データガイド

に含めることを推奨している。 

各社の経験談： 

なし 

 

2.2.7  Reviewer's guide （データガイド） 

2.2.7.1 バリデーションルールからの違反についての説明 

PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

データガイドでは、PMDA バリデーショ

ンルールからの違反に対する説明、及び

対応方法の記載が必要※1
 

データガイドでは、FDA バリデーション

ルールからの違反について説明、及び対

応方法の記載が必要 

考察： 

申請先のバリデーションルールに合わせたそれぞれの Data Conformance Summary 

について、その両方をあらかじめ作成することが望ましい。PMDA バリデーション

ルールでは Severity=”Reject”のルールが存在するため、日本以外の規制当局に先に

申請し、その後日本にも申請する可能性がある場合には、 SDTM 作成段階

で”Reject”に該当するルールからの違反が存在しないことの確認が推奨される。 

 

そもそも両極のバリデーションルールは重複するものが多い。「PMDA および FDA

双方のバリデーション実施結果をデータガイドに併記」を考慮した際、バリデーシ

ョンソフトウェアの種類（例 Pinnacle 21 Enterprise Edition）によっては両ルールの

結果を一度に表示・比較できるため、Data Conformance Summary に両ルールの結果

併記がしやすい。このような機能がないソフトウェアを利用する場合は両ルールの

結果をどのように管理するか、またデータガイドにどのように記載するか等、バリ
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デーション結果の運用について検討が必要である。 

なお、データガイドに記載するエラーのレベルについては、「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※1」を参照されたいが、文書中に「（ウ）違

反した場合でも必ずしもその説明を求めないルール → 臨床試験データの質の観

点から、違反の理由について別途説明を求める場合がある」といった例外対応に関

する記述がある。このことから Severity=”Warning”のエラーについてもデータガイド

に説明を記載すべきかどうか企業ごとに判断が分かれるところではあるが、いずれ

にしても求められた際に説明が提示できるような準備は必要である。 

各社の経験談： 

Data Conformance Summary の構成について、世界同時申請を考慮して PMDA および

FDA 双方のバリデーション実施結果をデータガイドに併記する企業もある。このよ

うにすることで一つの品目おける電子データ申請時の成果物を申請先ごとに分ける

必要がなくなり成果物管理面でのメリットが見込まれる。  

 

2.2.7.2 データガイドで使用する言語 

PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

データガイドは日本語でも差し支えな

い ※
1
 

データガイド上の使用言語に関する要

件について記載なし 

考察： 

海外での申請、あるいは他社にデータを提供する可能性がある場合は英語で作成す

る必要があるが、そのような可能性が無い場合には PMDA提出のみを考慮し日本語

で作成することで問題ない。直近の申請だけでなく将来的な利用も視野に入れて言

語を選択することが重要である。 

なお、本タスクチームからは英語でのデータガイド作成を提案する。「2.2.2 日本語

データ」と同様、スピードが求められる医薬品開発を考慮するうえで、データ以外

の提出物についても同じ言語にて対応することが望まれる。  

各社の経験談： 

なし 

 

2.2.8  Submission/Gateway 

PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

1 つのファイルサイズが 5 ギガバイト以

上の場合は、事前に PMDA に相談するこ

と※1
 

1 つのファイルサイズが 5 ギガバイト以

上の場合は、データガイドに Split の方法

について記載すること 

考察： 

PMDA、FDA 両当局への申請を考えている場合、5 ギガバイト(GB)を超えた際のデ

ータセットの取り扱いに留意する必要がある。また、5GB を超えた場合の対応を社

内標準プロセスとしてあらかじめ構築しておくことが望ましい。 

各社の経験談： 

なし 
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2.2.9  電子データ提出対象となる資料の種類と提出形式 

PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

電子データの提出対象となる第Ⅰ相試

験、臨床薬理試験等の成績及び 

臨床薬理領域の解析に関する資料のう

ち、基本的通知２．（２）イに掲 

げる資料に関する電子データについて

は、原則として、CDISC 標準に準 

拠した形式でデータを提出すること。※7 

 

統合解析（ISS/ISE）に関する電子データ

の提出について：複数の臨床試験の統合

解析が実施されている場合には、その解

析データセットの提出を求めることが

ある※7
 

以下のとおり、標準化された試験データ

の提出が求められるとの記載がある、 

Electronic submissions of standardized 

study data will be required for the following 

submission types: 

∙ Certain investigational new drug 

applications (INDs) 

∙ New drug applications (NDAs) 

∙ Abbreviated new drug applications 

(ANDAs) 

∙ Certain biologics license applications 

(BLAs) 

 

This requirement also includes all 

subsequent submissions, including 

amendments, supplements, and reports to 

one of the submission types identified 

above. Study data in submissions that are 

not submitted electronically will not be 

filed, unless exempt from the electronic 

submission requirements or unless FDA has 

granted a waiver. 

Sponsors and applicants must submit study 

data electronically using the format 

described in this guidance for both clinical 

and nonclinical studies. 

考察： 

PMDA からは一部の第Ⅰ相試験、臨床薬理試験、及び ISS/ISE についての電子デー

タ提出が要求されている。一方 FDA では特定の相の試験、ISS/ISE に特化した記載

がないが、2.2.1 項「申請時電子データ提出 起点日」以降の上記要求事項に該当す

る品目の申請パッケージは提出対象であると読み取れる。いずれにしても可能な限

り早い段階で提出が必要な試験と ISS/ISE の提出要否について事前面談

(PMDA)/Pre-IND Meeting(FDA)などで確認することが重要である。 

また、多くの状況においてデータ提出の準備は広めに行うことが必要と考えられる。

申請パッケージの違いなどから、PMDA への提出対象となっているデータが FDA に

必ずしも提出が必要というわけではない。両極への申請という観点からは、早期の

申請パッケージ及び提出データの範囲についての決定が必要であり、そのためには

早期の規制当局への相談が必須となってくる。しかし早期に試験毎の結果がすべて

出ているわけではないため、データ提出の準備はやむを得ず広めに行うことが必要
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と考えられる。 

各社の経験談： 

なし 

 

2.2.10 Data 

2.2.10.1 Special-Purpose Domains 

Domain Topic PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

DM ARM/ARMCD 記載なし Screen failures の ARMはブラ

ンクとする  

考察： 

ARM 及び ARMCD について、FDA Study Data Conformance guide と Study Data 

Tabulation Model Implementation Guide  (以下 SDTM IG) 間でデータの格納方法につ

いて以下の通り差異が生じている。 

ただし、FDA の規定通りに DM ドメインを作成した場合でも PMDA の SDTM バリ

デーションルールで例外処理されるため問題ない (Rule ID : SD0002)。 

 

SDTM IG 3.2 より抜粋： 

Code of actual Arm. When an Arm is not planned (not in Trial Arms), ACTARMCD 

will be UNPLAN. Randomized subjects who were not treated will be given a value of  

NOTTRT. Values should be “SCRNFAIL” for screen failures and “NOTASSGN” for  

subjects not assigned to treatment. Restricted to values in Trial Arms in all other cases  

 

FDA Study Data Conformance Guide (version 3.2)： 

Although this convention is inconsistent with the SDTMIG, FDA recommends its use so 

that “Screen Failure” is not specified as a treatment arm.  

各社の経験談： 

なし 

 

2.2.10.2 Findings 

Domain Topic PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

All SI 単位 Findings クラスのドメ

インに格納される検査

項目に係る全ての変数

及びパラメータについ

て、SI 単位が設定され

ているものについては

SI 単位での格納を求め

る。※6
 

臨床検査の結果について、米

国で一般的に使用されてい

る単位にかわって SI 単位を

受け入れるかどうかについ

て検討が行われているが詳

細についてガイダンスには

記載なし 

考察： 

PMDA 申請の際は、Finding クラスに格納されるすべての検査項目において、SI 単位

が設定されているものは、PMDA と相談の上 SI 単位に変換した値を SDTM に格納
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する。製薬企業各社において標準単位として定めている単位が必ずしも SI単位でな

いため、社内標準単位が SI 単位と異なる場合は状況を勘案して PMDA へのデータ

確認相談が必要となる。 

 

各社の経験談： 

 単位の接頭語は、原則として格納される数値が 0.1 から 1000 に含ま

れるように留意する、とのことであった 

 換算係数を一意に充てることが難しい単位もあるので、その場合は個

別に臨床検査機関に相談を行っている 

 

2.2.10.3 Interventions 

Domain Topic PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

CM Coding 

(WHO-DD) 

WHO-DD の decode, 

ATC code, ATC の情報

を SDTM に格納する

こと※7
 

WHO-DD については data 

standard catalog に記載があ

り、2018 年 3 月 15 日が Date 

Requirement Begins となって

いる。 

考察： 

FDA では現時点において WHO-DD を利用した薬剤コード情報を SDTM CM ドメイ

ンに格納する事は求められてはいないが、PMDA では格納を強く推奨している。

FDA で今後薬剤コードとしての WHO-DD 利用が必須の要求事項となる可能性を視

野に入れ、可能な限りWHO-DDを利用した薬剤コード情報をCMドメインに格納す

ることが望ましい。なお、薬剤に対して複数の ATC コードが発生する場合には 

Supplemental Qualifier special-purpose dataset (SUPPCM)を用いて情報を格納する。 

各社の経験談：コーディングには社内辞書を用いているが、PMDA 及び FDA への

CDISC 形式による電子データ提出のため、社内辞書から WHO-DD へのマッピング

テーブルを構築し、SDTM CM ドメインに WHO-DD 情報を含める仕組みを構築し

た。ただし、カスタムドメインとして社内コードを含む併用薬のドメインを作成し、

総括報告書用の解析に使用している。 

 

2.2.10.4 Trial Design Datasets 

Domain PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

TS UNII、NDF-RT、DUNS、SNOMED CT

を用いるパラメータは、申請者が使用

可能なコードの値のみを格納するこ

とで差し支えありません※6
 

DUNS 以 外 の パ ラ メ ー タ は

Conformance guide 上で“should“とさ

れている 

考察： 

両極への申請を考慮し、UNII、NDF-RT、DUNS、SNOMED CT を利用するパラメー

ターについて格納する。ただしライセンスの問題等もある為各社可能な範囲で行う。 

各社の経験談： 

なし 
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2.2.10.5 Therapeutic Area Standards(TA) 

Therapeutic 

Area 

standard 

PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

全般 既に標準が公開されている疾患に

ついてはその標準を利用すること

ができるが、利用した標準につい

てデータセット定義書及びデータ

ガイドに記載すること※1
 

Study Data Technical Conformance 

guide※
3 に FDA がサポートしている

TA が記載されている 

考察： 

FDA においては、Study Data Technical Conformance guide にてサポートしている TA

が記載されている。 

なお、データの標準化という意味で、Therapeutic Area User Guide (以下 TAUG) に収

載されているドメイン、および統制用語体系(Controlled Terminology) の利用は製薬

企業側にとってもメリットが見込まれる。TAUG を通じて、規制当局や開発パート

ナー等、外部と共通の認識を持つのに有効であり、共通認識を持つことで効率化の

観点やデータ再利用の観点からも有益となると考える。 

各社の経験談： 

FDA において、まだサポートされていない TA で作成されたドラフトドメインにつ

いてはカスタムドメインとして使用しているケースがある。 

 

2.2.10.6 カスタムドメイン/ Custom Domain 

Custom 

Domain 
PMDA 要求事項 FDA 要求事項 

全般 カスタムドメインの説明は必要と

なった理由とともにデータガイド

に記載すること。カスタムドメイ

ンへのデータの格納を検討する場

合には事前に PMDA に相談するこ

とが望ましい※1
 

記載なし 

考察： 

カスタムドメインを作成する場合、PMDA に申請を予定している場合は前述の対応

が必要となる。これは重要な変数（例：解析時評価項目など）がカスタムドメイン

に含まれる場合に PMDA が事前に把握したいという意向からきている。事前の相談

が推奨されているが、前期の臨床試験等、申請の数年前に実施される試験に対して、

「申請電子データ提出確認相談」を実施する事が現実的でない場合も想定される。

カスタムドメインに格納されるデータの重要性に依存する所はあるが、例えば重要

な変数が含まれていないカスタムドメインについて、申請電子データ提出確認相談

時に提出が求められている「別紙 8：申請電子データ提出確認相談資料記載要領」

に電子データ提出を予定する各試験等の情報を入力するページに提出予定のドメイ

ンを記載する項目があり、そこに提出予定のカスタムドメインについて記載すると
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いう対応も考えられる。 

各社の経験談： 

なし 

 

3 FDA-PMDA バリデーションルール 差分 

PMDA の SDTM バリデーションルールの Severity には”Reject”が含まれており、解決す

るまで承認審査が開始されない。”Reject”に該当するルールを以下に示す。 

Rule ID Severity 

(FDA) 

Severity 

(PMDA) 

MESSAGE 

SD0002 Error Reject NULL value in variable marked as Required 

SD0056 Error Reject SDTM Required variable not found 

SD0062 Error Reject Incompatible data source 

SD0064 Error Reject Subject is not present in DM domain 

SD1020 Error Reject Missing DM dataset 

SD1073 Error Reject Variable prohibited for use in SDTM 

SD1074 Error Reject Variable which can be used only in SEND 

 

考察： 

基本的には、SDTM IG に従って SDTM データセットを作成すれば”Reject”は回避可能で

あるが、以下の経験談に記載した事例等で該当する場合がある。Reject に該当するデータ

の修正方法について判断に迷う場合には申請電子データ提出確認相談で確認する。  

 

各社の経験談： 

SD0002：申請電子データが試験の中間データの場合、Required のデータが収集されてい

ないことがあるため、適切なデータを格納する必要がある。  

 

SD0064：同意取得後、症例番号が割り振られる前に試験からドロップした場合、他のド

メインにはデータが含まれるが、DM ドメインにオブザベーションが発生しないケースが

該当する可能性がある。被験者識別番号で症例番号を代用し、DM ドメインにデータを含

む等の対策が考えられる。  

 

SD1020：延長試験で延長部分のみのデータセットを追加で申請する場合、DM ドメイン

が作成されない場合がある。DM ドメインの RFPENDTC が更新されるため、DM ドメイン

を更新し、該当試験の sdtm フォルダに含む対応が考えられる。 

 

4  おわりに  

本チームでは PMDA と FDA の電子データ申請の要求事項の違いについて比較し、その対

応案について考察した。「はじめに」でも述べた通り考察に記載した内容は本チームに寄せ

られた製薬企業における経験に基づいたものとなり、実際は各社それぞれの背景に即して、

よりフィットしたプロセスを実装することが重要である。 

PMDA は、ホームページ上で「「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
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て」に関する質疑応答集（Q&A）について」として電子データ申請の要求事項の更なる解

説を公開している。Q&A は PMDA 側での蓄積された経験をもとに、今後も定期的に追加変

更されるため、電子データ申請実務担当者は今後のアップデートに注目されたい。 

一方で、PMDA と FDA の電子データ申請の要求事項がハーモナイズされる様、今後も製薬

協タスクフォースの活動などにより啓発することが重要である。更に、申請電子データサブ

ワーキンググループなどを通じて継続的に PMDA と協議を行い、業界全体でハーモナイズ

に向けて働きかけていくことが重要と考える。 

最後に、本文書が申請電子データ作成業務の効率化、スピードおよび品質の向上の一助と

なることを強く期待し、本文書の結びとする。 

 

5 参考資料： 

※1 「承認申請時の電子データ提出等に関する技術的ガイドについて」の一部改正につ

いて（平成 28 年 8 月 24 日）薬機次発 0824001 号より 

※2 申請電子データ提出に関して利用可能な規格一覧（平成 27 年 7 月 30 日） 

※3 STUDY DATA TECHNICAL CONFORMANCE GUIDE(October 31, 2016)  

※4 FDA Data Standards Catalog v4.5.1 （August 31, 2016） 

※5 The study start date for clinical studies is the earliest date of informed consent among any 

subject that enrolled in the study. 

※6 申請電子データに関する FAQ 

※7 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 
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