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治験相談における申請時電子データ提出範囲の議論 
に関する経験と考察 



Disclaimer 

• 本発表内容は演者の個人的見解であり、所属する組織の意
見や立場を代表するものではないこと、ご留意ください。 
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Outline 

• Background 
– 治験相談における申請電子データ提出に関する 
議論と位置付け 
 

• 治験相談における経験と考察 
– 申請電子データ提出に係る取組み 
– 治験相談に向けた事前準備 
– 治験相談における申請電子データ提出範囲の経験 
と考察 

 
• まとめ 
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Background 
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申請電子データ提出に係る相談とその流れ 

2018.5.10, PMDA「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」 4 



治験相談における申請電子データ提出範囲の議論と位置付け 

2018.5.10, PMDA「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」 5 



治験相談における申請電子データ提出範囲の議論と位置付け 

2018.5.10, PMDA「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」 6 



治験相談の実施に関する留意点 

• 治験相談実施のタイミングについて 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 申請電子データの提出範囲は自明でないことも多く、基本的には、
いずれかの治験相談での確認は必要と考える。 
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2018.5.10, PMDA 
「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」 

【基本的通知 Q&A 5】 
 円滑な承認審査のためには、今後、PMDA に新たに設けられる予定の「申請電子データ提出計画相談（仮称）」
を活用し、承認申請前の段階で必要となる電子データに関し、PMDA と十分に相談しておくことが重要である。 
【実務的通知 4.】 
 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。 



※治験相談について 
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（事前面談） 本相談 （事後相談） 
対面助言を円滑
に進めるため、事
前に相談項目の
整理等を行うもの。 

対面助言において双方が事
後の相談で対応可能と合意
したものについて、追加的に
相談に応じるもの。 
データの評価等は行わない。 

無料 後期第II相開始前相談（約374万円） 

第II相終了後相談、申請前相談（約742
万円） 
追加相談（約289万円） 
（※すべてオーファン以外） 

記録あり（約10万円） 

記録なし（無料） 

＜治験相談＞ 

（事前面談） 本相談 （事後相談） 
2ヶ月前 

日程調整依頼 
5週間前 
資料提出 

治験相談等（新医薬品）：https://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/consultations/0007.html 
医薬品の対面助言事後相談：https://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/consultations/0037.html?print 

• 治験相談の区分 



治験相談における経験と考察 
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申請電子データ提出に向けての社内体制構築に関する取組み 

• 「PMDAの次世代審査・相談体制に関する説明会（2013.9.10）」後、薬事及び統計
部門が中心となり、部門横断型のCDISC対応タスクフォースを結成 
– 申請電子データ提出対応についての、開発部門全体への啓蒙活動 

• CDISC対応（レガシーデータ変換を含む）には相応の費用、時間が必要となる 

– プロセス・役割分担（SOP等）の整備 
– 各試験・申請に関する標準タイムラインへの反映 

• CDISC対応特有の内容を盛り込んだ形に改定（例：CRFデータの固定からSDTM・ADaM
データ最終化、関連文書作成、治験相談等に関するプロセス・期間） 

• CTD作成チームへのCDISC専門家のアサイン 
– 上記タスクフォースの議論を受けて各プロジェクトチームの実務をサポート 

• 社外活動への積極的な参画 
– 申請電子データ利用体制構築に向けたSWG、CDISC技術チーム 
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考察：申請電子データ提出やCDISCへの対応には、データ作
成部門のみならず、関連部門の理解・協力が必要となるた
め、社内体制の構築には相当な労力を費やした。 



治験相談に向けた事前準備に関する注意事項 

• 入手が困難な過去試験データ 
– 海外支社で実施された試験、共同開発やM&A前に他社で実施された試験等 

• 保存場所が不明の場合、データや関連資料の入手までに、時間を要する場合が
ある。 

• 導入元と委託CROの成果物に対する契約の関係で、プログラム等の利用・共有
に制限がかかる場合がある。 

 
• CDISC対応状況の整理 

– SDTM、ADaM、Define.xmlなどのVersion Up の必要性 
– 関連文書（SDRGやADRG等）の有無 
– レガシーデータ変換の必要性 
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考察：治験相談における相談資料の作成や議論に必要とな
るため、提出対象の可能性がある資料（試験）における電
子データの入手、CDISC対応状況の確認はお早めに！ 



治験相談における議論 
事例①：化合物Xにおける治験相談 

• 海外の第III相試験でQT/QTcに関連するデータを収集（参考資料） 
– しかし、いわゆるICH-E14の「QT/QTc評価試験」ではないため、電子データ
提出範囲に該当する試験であるか確認した。 

   ⇒提出対象 
 
 

• 食事の影響試験（参考資料）において、薬物動態のパラメータの幾何平
均の比の90%CIの上限が1.25をわずかに超えていたが、当該試験が提出
対象となるか確認した。 

   ⇒提出対象 
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QT/QTcへの影響を説明する試験結果として提出が必要 

0.8～1.25の範囲外のため、薬物動態への影響の可能性があることから、 
申請電子データパッケージに当該試験を含める必要があるとして提出が必要 

考察：臨床薬理試験等の提出範囲については、各化合物で
状況が異なる部分もあり、通知類・FAQ等の内容を参考に、
治験相談で必ず議論・合意しておくことが望ましい。 



治験相談における議論 
事例①：化合物Xにおける治験相談 
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治験相談における議論 
事例①：化合物Xにおける治験相談 

• 臨床データパッケージにおける評価/参考資料の特定 
⇒申請電子データ提出の要否に影響を与えることから、薬事部門が中心
となり、品目横断的なポリシーを議論する等、これまで以上に社内で活
発な議論がなされることとなった。 
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考察：臨床データパッケージは科学的判断に基づいて決
定されるが、結果的に申請電子データの提出の範囲に影
響する、つまり、申請電子データ作成部門のリソースや、
強いては申請のタイムラインにも影響することにも留意
する必要がある。 



 
• 申請電子データ提出範囲の合意のために、治験相談は必要？ 

⇒データ作成部門としては、通常、必要であると考える。 
– 提出範囲は自明でないことも多く、CDISC未対応試験のCDISC対応には時
間を要し、申請スケジュールにも影響する懸念があることから、適切な
時期にいずれかの治験相談で合意しておくことが望ましい。 

 
• （治験相談の）事後相談として相談できないか？ 

⇒当該品目では事後相談で議論できなかった。 
 
 
 

臨床データパッケージを合意済みの場合 

治験相談実施の必要性 
事例②：化合物Yにおける治験相談 
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考察：申請電子データ提出範囲は、自明でない場合、なんらかの治験相
談により合意しておくことが望ましい。 
一方で、追加相談等、新たな治験相談の実施は、時間や費用が必要にな
ることに留意し、都度社内及びPMDAに確認しながら対応を進めること
が求められる。 



ADaM関連成果物の提出範囲に関する考察 

• ADaM関連成果物の提出範囲の限定について 
– 企業側の負荷の観点から、単純に提出範囲を絞れば良いというわけではない。 
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各試験のパターン ADaMを絞るメリット ADaMを絞るデメリット 
実施中・実施予定の試験 ・提出不要の解析データセット、プログラ

ム類等について、作成負荷を軽減でき
る。 

・Gateway提出時の一部作業の負荷軽
減やデータ容量を節約できる。 

・通常、すべての成果物を作成するプロセス
であればそのまま提出が可能であるが、電
子データ作成時にDefine.xmlとADRGの
作成範囲等を絞る必要がある（解析のため
に、データセットはすべて作成されることが
想定される）。コストやタイムラインのトレード
オフを考慮して、状況に応じて検討する必
要がある。 

過去試験でレガシーデータ
変換が必要な試験 

・レガシーデータ変換の実施時にすべて
の成果物について作成範囲を絞ること
ができ、コスト・スケジュールの面でも企
業の負荷を軽減できる。 

・Gateway提出時の一部作業の負荷軽
減やデータ容量を節約できる。 

・特になし。 

過去試験でレガシーデータ
変換が不要な試験 

・本来提出不要の解析データセット、プロ
グラム類等を提出しなくて良い。 

・GW提出時の一部作業の軽減やデータ
容量を節約できる。 

・Define.xmlとADRGの作成範囲等を絞っ
た上で作り直す必要がある。特に
Define.xmlの作り直しは負荷が大きい。 



まとめ 

• 申請電子データ提出やCDISCの対応には、データ作成部門のみならず、関
連部門の理解・協力が必要となるため、弊社では、啓蒙活動や社内体制
の構築には相当の労力を費やした。 
 

• 治験相談における提出範囲の議論において、提出対象となる可能性があ
る資料（試験）の電子データの入手に時間を要する場合や、CDISC対応状
況が申請スケジュールに影響する可能性があるため、事前に確認してお
くことが望ましい。 
 

• リソース確保等の観点から、データ作成部門としては、申請電子データ
提出範囲合意のための治験相談は、通常、必要であると考える。 
 

• 科学的判断に基づいて決定される臨床データパッケージは、申請電子
データの提出範囲と深く関係するため、データ作成部門のリソースや申
請スケジュールへの影響を考えると、可能な限り開発戦略の早期段階に
部門間で十分議論しておく必要がある。 
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