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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日はこのような発表の機会を頂き、誠にありがとうございます。私、大日本住友製薬株式会社データサイエンス部の大橋規之と申します。申請時電子データ提出に関する業務の中では、主にSDTMの分野を担当しております。どうぞよろしくお願い致します。



Disclaimer 
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本発表は、発表者の見解に基づくものであり、 
当社の公式見解を示すものではありません。 

本発表は、過去の経験をもとに作成しており、 
品目特有の事情を含んでいる可能性がございます。 

あくまで一つの事例として、ご参考にして頂ければと思います。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、本発表についてですが、内容はあくまで私個人の見解に基づくものであり、当社の公式見解を示すものではございませんので、ご承知おきください。また、本発表には、過去の電子データ提出に関する実際の経験に基づいて資料を作成しておりますので、品目特有の事情を含んでいる可能性がございます。当局とのやり取り等、場合によっては、対応が異なる場合もあると思います。あくまで、「当社の、その品目の場合はこうだった」という、一つの事例として受け止めて頂きたく存じます。それでは、さっそく発表に移らせて頂きます。



Agenda 
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背景 
• 申請時電子データ提出に関する取り組み 
• 社内標準の整備とCROへの業務委託 

申請時電子データ提出を経験して 
• 当社の対応と得られた知見 
• 申請準備中に見つかった課題 

今後に向けて 
• 申請時電子データ提出を成功させるために 
• まとめ 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらが本日のAgendaです。まず背景情報としまして申請時電子データ提出に関する取り組み社内標準の整備とCROへの業務委託について紹介させて頂いたのちに、申請時電子データ提出を経験して当社の対応と、新たに得られた知見また、申請準備中に見つかった課題について共有させて頂きます。最後に、今後に向けてとしまして、申請時電子データ提出を成功させるために当社が取り組んでいる内容についてご紹介させて頂きます。それでは、まずは背景から説明させて頂きます。



背景 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（一呼吸）



申請時電子データ提出に関する取り組み 
背景 
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これまでの取り組み状況 
• 1品目でゲートウェイ経由での申請時電子データ提出を経験 
• 複数品目で申請時電子データ提出に関するPMDA相談を実施 

社内の役割分担 

DM・STAT・CP・RA の 
担当者が中心となり実施 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
当社はこれまで、1品目でゲートウェイ経由での申請時電子データ提出を経験しております。また、現在複数品目で、申請時電子データ提出にむけての対応を行っており、PMDA相談等を実施しております。こちらの組織図は、当社の社内体制図のうち、電子データの準備やGateway提出等で大きな役割を示す担当者を抜粋したものです。当社では、SDTMはDMが担当し、ADaMやTFLsの作成については、生物統計担当者が行っております。臨床薬理領域データについては、臨床薬理担当が、またGateway管理については、薬事が担当しております。提出データの準備および実際の提出にあたっては、これらのメンバーを中心に、開発”部門”一丸となって対応を行っております。本日ご参加の皆様も、おそらく、DM, 生物統計, 臨床薬理, あるいは薬事のご担当の方が多いのではないかと推測いたしますが、申請時電子データ提出を経験し、Function間のスムーズな連携が成功には不可欠であることを実感しております。



社内標準の整備 
• US子会社と共通の社内標準を用いて日米の申請に利用できる

CDISC成果物を準備 

 

 

CROへの業務委託 
• CROのリソースをフル活用し CDISC成果物を作成 

– 但し、意思決定を伴う内容が多いため、社内リソースは必要 
– CRO成果物の受け入れ確認等に、自社開発ツールを活用 

社内標準の整備とCROへの業務委託 
背景 
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自社開発ツールの一例 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続いて、社内標準の整備状況についてですが、当社はアメリカに子会社があり、FDA申請については基本的にそちらで対応しておりますが、当社とアメリカ子会社とで、日米のいずれの申請にも対応できる共通の社内標準を用いて、SDTMやADaMを作成しております。もちろん、各当局の要件がありますので、同じデータをそのまま加工無しで提出することはできませんが、最低限の手当てで済むような社内標準にしております。また、当社はCROのリソースをフル活用し、業務を行っております。申請時電子データ提出に関する業務については、意思決定を伴う内容が多く、社内リソースも必要ではございますが、CRO成果物の受け入れ確認等に、自社開発ツール（コンペアツール等）を活用することで、社内リソースの負荷軽減等を図っております。



申請時電子データ提出を経験して 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
では、ここからは、当社が実際に申請時電子データ提出の際に行ったこと、またその中で得たこと、新たに見つけた課題等についてご紹介させて頂きます。



申請時電子データ提出に関する大まかな流れ 
申請時電子データ提出を経験して 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらは、皆様既によくご存じの申請時電子データ提出に関する大まかな流れを示した図になります。本日はこちらの流れにそって説明させて頂きます。



当社の対応と得られた知見（１） 
申請時電子データ提出を経験して 
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治験相談（対面助言） 

電子データの提出範囲について 
• 相談資料は、通知やFAQの記載を引用し論理的に述べる 

– 電子データ提出対象試験 
• データ提出しない理由が「参考資料のため」では不十分 

– 電子データ提出対象データ 
• 提出する電子データ（ADaM, SASプログラム等）の説明が 
「全てのデータセット、SASプログラムを提出」では不十分 

– 統合解析や母集団PK解析 
• 予定している統合解析や母集団PK解析についても、電子データ
提出範囲を相談する 

治験相談（対面助言） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、治験相談では、電子データ提出を見据えて「臨床データパッケージをどうするか」について相談し、さらに「電子データを提出する試験はどれか」、さらには「電子データを提出する試験のなかで提出する電子データはどれか」について述べる必要があります。本年5月10日に行われた「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」にて、PMDAから「電子データ提出しない理由が「参考資料のため」では不十分である」と発表がありました。当社も対面助言で電子データ提出範囲について相談を進める中で、電子データ提出を行わない理由について、これまでの通知やFAQ記載を引用しながら、�「この通知にこう書いてあるから、この試験は提出範囲外としました」といったように、論理的に述べる必要があると感じました。また、特にADaMや解析用SASプログラムについてですが、電子データを提出する試験のなかで提出する電子データについても、具体的な内容を述べる必要があると感じております。具体的には、「総括報告書で使用した有効性、安全性を含む全てのデータセットとプログラムを提出する」といったように述べる必要があります。さらに、5/10の説明会では、PMDAより、「電子データの提出範囲の相談は、臨床データパッケージが議論となる治験相談時　（後期第二相試験終了後相談や、申請前相談等）に、併せて相談することを勧める。」「申請電子データ提出確認相談では取り扱えない。」「既にパッケージの対面助言が終わっている場合は原則追加相談で対応する。場合によっては事後相談でも可能かもしれないが相談してほしい。」といった内容の発表がありました。この発表内容に従い、パッケージの相談時には、予定している統合解析や母集団PK解析についても述べ、電子データの提出範囲を相談しておくことが重要であると感じております。



当社の対応と得られた知見（２） 
申請時電子データ提出を経験して 
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申請電子データ提出確認相談 

別紙8様式※の作成について 
• 相談する内容は「2. 相談事項」に漏れなく記述する必要がある 

– 説明を記載したPinnacle 21 バリデーションレポートを添付する
だけでは不十分 

申請電子データ提出確認相談 

※ 平成24年３月２日付け薬機発第0302070号機構理事長通知「独立行政法人医薬品医療
機器総合機構が行う対面助言、証明確認調査等の実施要綱等について」の別紙8様式 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、申請電子データ提出確認相談についてです。申請電子データ提出確認相談では、主にP21のバリデーションエラーに対する説明を行いますが、注意事項としては、別紙8様式の「2.相談事項」の章に、相談内容を漏れなく記載しておく必要があるということです。どういうことかと申しますと、当社では、P21バリデーションレポートを別紙8様式の添付としており、その中にエラーに対する説明を記載しておりましたが、一部のエラーについて別紙8様式の「2. 相談事項」欄で触れておらず、PMDAから問い合わせを受けることとなりました。電子データ提出確認相談にて相談したい内容については、別紙8様式の「2. 相談事項」欄に必ず記載することが必要です。



当社の対応と得られた知見（２） 
申請時電子データ提出を経験して 
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申請電子データ提出確認相談 
Pinnacle 21 バリデーション結果の説明について 
• Pinnacle 21 バリデーションレポートの内容は細かく確認し 
漏れなく説明する 
– 同じSource, Rule IDであっても、異なるメッセージのErrorが 
発生するケースもある 
【事例紹介】 
• 当社 P21E-3.1.2: Variable is in wrong order within Dataset ‘SE’ 
• PMDA P21E-3.0.5: Variable is in wrong order within Dataset ‘SV’ 
• (参考) P21C-2.1.3: Variable is in wrong order within Dataset ‘SV’ 

申請電子データ提出確認相談 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
また、P21バリデーションレポートの内容は細かく確認し漏れなく説明する必要があります。これは当社で実際に発生したケースなのですが、当社ではUS子会社と同一のP21Eを使用していることから、P21EのバージョンがPMDAのものとは異なります。そのため、当社では、当社P21Eと、PMDAと互換性のあるP21Cの両方でチェックを行っております。これらの結果の一致性について、当社では安易にエラーの発生ドメインであるSource、P21のRule ID、エラー件数であるFoundでのみ突き合わせ確認しておりました。その結果、こちらの事例紹介にあります、変数の並び順が間違っているというエラー、これはSDTM IG通りに作成しても検出されるエラーですが、こちらについて、当社のP21EとP21Cで異なるメッセージのエラーが上がっていたにもかかわらず、Source（この場合は”Define“）, Rule ID, Foundがすべて同一であったため、見逃してしまうといった事態が起こりました。P21の結果の差分については、Source, Rule ID, Foundだけではなく、エラーメッセージの内容についても一致しているかどうかを確認する必要があります。



当社の対応と得られた知見（３） 
申請時電子データ提出を経験して 
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申請電子データ提出確認相談 

電子データの提出方法について 
• 症例採否情報は、「misc」フォルダにSASデータセット形式
（*.sas7bdat）で格納し提出した 

• 臨床薬理試験で、ADaM（ADPP）に各被験者の薬物動態パラ
メータ値が格納されている場合、別途、WinNonlinの生データ
（*.phxproj） は提出しないことで合意した 

申請後の追加データ提出時の対応について 
• 追加データ提出の際、CDISC準拠状況に変更がなく、別紙8様式
の内容に変更が無い場合、申請電子データ提出確認相談は不要
であることを確認した 

申請電子データ提出確認相談 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さらに、当社は電子データ提出確認相談にて、電子データの提出方法についても確認相談を行いました。当社では、症例採否情報はSDTMに含めず、外部データとして準備し解析時に取り込むようにしております。昨年の本ワークショップでの発表内容を参考に、症例採否情報は、「misc」フォルダに、SASデータセット形式で格納し、提出いたしました。また、臨床薬理試験で、各被験者の薬物動態パラメータがADaMのADPPドメインに格納されている場合に、WinNonlinの生データの提出が必要かPMDAと相談し、今回は提出不要ということで合意できました。さらに、申請後に追加データ提出を予定しておりましたので、その際の対応についてもPMDAに確認し、追加データ提出の際、CDISC準拠状況に変更がなく、別紙8様式の内容に変更が無い場合、申請電子データ提出確認相談は不要であることを確認しました。



当社の対応と得られた知見（４） 
申請時電子データ提出を経験して 
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申請電子データ提出 

TSVファイル取り込み時のエラーについて 
• 「Description」に「*」を使用したTSVファイルを選択して「提
出内容取込」ボタン押下するとエラーとなった 
– 「Description」に「*」は使用しない 
– 「*」を含まないTSVファイルを取込み後、画面上で「*」を入力 

申請電子データ提出 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続いて、申請電子データ提出についてです。申請電子データ提出確認相談を終え、事前面談にて最終化した別紙8様式を提出しましたら、いよいよGatewayからの電子データ提出になります。データ提出にあたり、まずGatewayに提出する試験データの内容を保存する必要があるのですが、あらかじめ準備したTSVファイルが読み込めないというエラーに遭遇いたしましたので共有させて頂きます。とあるファイルの「Description」に「*」を使用したTSVファイルをGatewayへ取り込もうとしたところ、エラーが発生いたしました。（具体的には、「○○の解析仕様書Phoenix Projects (*.phxproj)のText Output」と記載していた）ヘルプデスクへ問い合わせたところ、暫定的な処置として、「Description」には「*」は使用しない、どうしても使用する場合はTSVファイル登録後に画面上でテキスト修正するよう、回答を得ました。



当社の対応と得られた知見（５） 
申請時電子データ提出を経験して 
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申請電子データ提出 

「試験データ提出内容」画面上での編集 
• 目的ファイルを探すのが困難 

– CDISC成果物に詳しい担当者が作業する 
• 画面上での操作、TSVファイル編集、etc… 

 
ある1試験のデータの内訳 

申請電子データ提出 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
しかしながら、Gatewayの試験データ提出内容保存画面内で特定のファイルを探すのは、CDISC成果物に慣れ親しんだ担当者でないと、非常に困難です。試験データ提出内容画面は、フォルダやファイルがアルファベット順に並び、また階層構造はインデントで表示され、親フォルダのパス等は表示されておりません。また、フォルダ毎に展開や閉じるといった操作も行えない作りとなっているので、今画面に表示されているのが、「どの試験のファイルなのか」や、「analysisフォルダ内のファイルなのか」「Tabulationフォルダ内のファイルなのか」等がCDISC成果物に慣れ親しんだ担当者でないとすぐに認識しづらい作りとなっております。さらに、Ctrl+Fキーなどでページ内の検索をかけようとしても、試験ファイル部分は検索対象となっておらず、目的ファイルにたどり着くにはスクロールを上下に動かして探すほかないのですが、CDISC成果物に慣れ親しんだ担当者でないと、スクロールを上下どちらに動かせばよいのかも判断がつかないといった状況が起こり得ます。こちらのパイチャートは、とある1つの臨床薬理試験において提出したファイルの作成担当を示したものですが、圧倒的にSTAT担当のファイルが多いです。Gatewayへの試験データ提出内容の保存は、CDISC成果物に慣れ親しんだ、STATあるいはDMが担当するのがよいと思われます。



当社の対応と得られた知見（６） 
申請時電子データ提出を経験して 
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申請電子データ提出 

予期せぬエラー発生によるファイル転送の中断について 
• システムトラブルにより予定日中に提出が出来ないこともあり得る 

申請電子データ提出 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Gatewayへの試験データ提出内容の保存が完了すると、次はの提出になります。この提出画面でも、こちらの画面ショットのような、予期せぬエラーが発生し、ファイル転送が中断されてしまうといった事象が起こりました。本エラーは、ヘルプデスクに問い合わせたところ、翌日には解消されたのですが、システムを利用する以上はシステムトラブルの可能性を常に考慮し、システムトラブルにより予定日中に提出が出来ないこともあり得るということを念頭に置いて作業を行わなければならないと改めて感じました。



当社の対応と得られた知見（７） 
申請時電子データ提出を経験して 
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申請電子データ受領 

試験データのバリデーション 
• 試験数やデータ量が少ない場合でも、バリデーション期間が短く
はならなかった 
– どんな場合でも「バリデーション完了まで通常5日間」と 
認識し、余裕をもって作業する 

申請電子データ受領 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さらに、試験データのバリデーションについて、PMDAは「通常5日間」と連絡されていますが、これは試験数やデータ量が少ない場合でも短くはなりませんでした。どんな場合でも「通常5日間」と認識し、皮算用はしないことが大事だと思いました。



当社の対応と得られた知見（８） 
申請時電子データ提出を経験して 
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その他 

全体タイムライン 
• 申請時電子データ提出準備には当初の想定以上の時間がかかる 

– 社内の標準タイムラインの抜本的な見直しを検討中 

• 統合解析や母集団PK解析 
– 電子データ提出を見据えた早期の解析計画の立案と治験相談の 
実施が必要 

全体を通して 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これまでの経験を通して、申請時電子データ提出準備には、当初の想定以上の時間がかかることが分かりました。当社では、現在社内の標準タイムラインの抜本的な見直しを実施中でございます。また、統合解析や母集団PK解析を行うかについても早期に社内で検討を始め、必要であればPMDAと相談を開始することをお勧めします。これらのデータについても電子データ提出の対象となり得るため、これまでと同様の時期に検討を開始しているのでは、申請までに準備が間に合わないといった状況も発生しかねません。早期になかなか検討が難しい内容でもありますが、まずは状況をプロジェクトチーム内でシェアし、進め方を探る必要があると思います。



申請準備中に見つかった課題 
申請時電子データ提出を経験して 
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新たな課題 

レガシーデータコンバージョン（LDC）※ 

• LDCに必要な期間や費用の妥当性について、社内での説明が必要 
• 内容を正確に把握するためには、時間をかけた調査が必要 

– 状況が試験毎にバラバラ 
• どこまでの品質のものを作成すればよいのかが分からない 

– 整えすぎて、結果の再現が出来なくなると困る… 
– 品質 vs コスト・期間 

何が妥当かの判断に困る 

新たな課題 

※ 既に終了した試験データを、申請のために整備・変換すること 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さらに、申請に向けた準備を進める中で、新たな課題も見つかっております。特に大きな課題がLDCについてです。申請準備を進める中で、LDCに必要な期間や費用の妥当性について、社内で説明する機会も多いですが、その内容、変換が必要な度合いが試験毎にバラバラで、内容を正確に把握するためには、時間をかけた調査が必要です。また、どこまでLDCを行うべきかの線引きも難しく、整えすぎてCSRの結果の再現が出来なくなっては元も子もないので、当局の要件を満たしつつ、コストおよび期間を最小・最速で実施できるような水準というのを図りかねております。（時間があれば具体例を述べる）これらの内容について、現在社内で対策を検討中でございますが、未だこれが最適といったものが見つけられておりません。もし、よい案をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非教えて頂けますと幸いです。



今後に向けて 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今後に向けてということで、当社の取り組みについて発表致します。



申請時電子データ提出を成功させるために 
今後に向けて 
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明らかになった課題に対する対応 
• 申請時電子データ提出経験を踏まえ、社内手順を整備中 

– QMS活動を通じたブラッシュアップを予定 
– 海外子会社と共有し、迅速な日本申請を目指す 

DRAFT 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
現在、当社では申請時電子データ提出経験を踏まえ、以下のような内容の社内手順を整備しております。今後は、蓄積されたナレッジを元に、QMS活動を通じて手順をブラッシュアップしていく予定です。作成した社内手順は、海外子会社とも共有し、日本申請をスピーディーに行えるように体制を整える予定でございます。



申請時電子データ提出を成功させるために 
今後に向けて 

20 

CROとの連携 
• SDTM/ADaM作成のためのキックオフミーティングを開催 

– 最初にSponsor側が求める要件の詳細を具体的に伝える 
• 複数試験を横断的に監督する役割を設ける 
• CRO側との定期ミーティングや、合同のLessons Learnedを実施 

Function間の連携 
• 強固なFunction間の連携は、申請時電子データ提出成功に不可欠 

– Sponsor内／CRO内ではFunction間連携は行われているが、
Sponsor-CRO間のやりとりは、Function毎の縦割り 

– CRO含めた全体でのCross-functionalな連携が重要 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さらに、電子データ提出の成功のためには、Function間連携やCROとの連携において、コミュニケーションの重要性の再認識と、より一層の良好な関係の構築が必要です。当社では、例えば、SDTM/ADaM作成のためのキックオフミーティングを開催し、最初にSponsor側が求める要件の詳細を具体的に伝える複数試験を横断的に監督する役割を設けるCRO側との定期ミーティングや、合同のLessons Learnedを実施などを行っております。また、現在はSponsor-CRO間のやり取りは各Function毎の縦割りですが、今後は、Sponsor-CRO含めた全体でのCross-functionalな連携が重要になってくると考えております。



まとめ 
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電子データ提出を見据えて全体をスケジューリング 
• 電子データ提出を念頭に置いた治験相談（対面助言）の実施 

– パッケージの相談時には予定している統合解析や母集団PK解析
について述べ、提出範囲を相談するのがよい 

• 修正は必ず発生することを前提でスケジュールを組む 

承認申請業務のパラダイムシフト 
• 今までの時間感覚からの脱却 

– 申請日がタイムリミットではない！！ 
• 別紙8様式固定、新医薬品承認審査予定事前面談の実施、 
データ提出、窓口提出への切り替えなど・・・ 

 

とにかく早めに着手！ 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に、申請時電子データ提出を成功させるためには、「何事もとにかく早めに着手」することが何より大切であると実感しております。まずは電子データ提出を念頭に置いて全体をスケジューリングし、治験相談を実施する必要があります。パッケージと電子データ提出範囲が決まりましたら、申請に向けて準備をすすめることになりますが、「申請日がタイムリミット」という意識も変えなければなりません。別紙8様式を固定するためには、電子データが固定されている必要がありますし、また予期せぬトラブル等により窓口提出に切り替えることを考慮すると、2勤務日前にはすべて終えられるよう計画する必要があります。今までの時間感覚で申請準備を進めていると、作業開始段階で既に「急がないと間に合わない！」という状況に陥ることもあり得ます。また、いくら試験の終了時にCDISC成果物を完璧に仕上げていたとしても、Reviewer’s Guide等の軽微修正は必ず発生することを前提でスケジュールを組むべきであると考えております。再度になりますが、「何事もとにかく早めに着手する」ことが申請時電子データ提出を成功させるキーファクターであると感じております。私からの発表は以上になります。当社の経験が、皆様の今後の申請時電子データ提出の際のご参考になれば幸いです。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ご清聴ありがとうございました。
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