
申請時電子データ提出の経験から
（2） 

臨床開発部データサイエンスグループ 
及川伊知郎 



• 臨床薬理試験のCDISC申請にあたり 
本日のお話の前提 
全体的な印象 
困ったこと 
気づいたこと 
判断を迷ったこと 
まとめ 
企業の皆さんにお願いしたいこと 
PMDAにお願いしたいこと 
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再吸収の阻害 

回腸末端部 

胆汁酸 エロビキシバット 

内
腔 

IBAT 

腸管上皮 
細胞 

エロビキシバット 
エロビキシバットがIBATの胆汁酸の
再吸収を阻害することにより、大腸に
流入する胆汁酸の量が増加する。 

監修：川崎医科大学 総合医療センター 教授 眞部 紀明先生 

エロビキシバットは回腸末端部の上皮細胞に 
発現している胆汁酸トランスポーター(IBAT)を
阻害し、胆汁酸の再吸収を抑制することで、 
大腸管腔内に流入する胆汁酸の量を増加 
させる。 
胆汁酸は、大腸管腔内に水分を分泌させ、さ
らに消化管運動を促進させるため (Dual 
Action)、エロビキシバットの便秘治療効果が
発現する。 

 薬効薬理 エロビキシバットの作用機序 



社内体制 

• データマネジメント 
すべてのフェーズのSDTM及び関連文書の作成 

• 統計 
臨床薬理試験以外のADaM及び関連文書の作成 

• 臨床薬理 
臨床薬理試験のADaM及び関連文書の作成 

• 薬事 
申請業務（Gateway対応含む） 
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社内体制 

• 苦労した点 
各業務（特にGateway）の担当をどうするか。 
申請業務なので薬事？ 
電子データに関わる業務なのでデータサイエンス？ 

→最終的に当社では薬事に担当いただけることに
なったが、Gatewayに関わる負担がよくわからず、
それなりの議論を重ねた。 
→現時点でも担当部署については会社ごとさまざま
では？ 
→CDISCの対応は通常業務（臨床薬理ばかりでなく、
DM、統計も）とはだいぶ異なる仕事なので専門部
署を置くことが効率的では？と最近考えています。 
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申請時電子データ提出にかかる実務担当者の
ためのワークショップ －臨床薬理領域の電子

データについて－ 臨床薬理領域の電子データ
作成・提出時の留意点 2017/10/2@きゅりあん 
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全体的な印象 

• 臨床薬理試験に関する要件が十分でなく、提出範囲で
困った。 

• いずれの試験が対象となるのか？ 
実務的通知Q&Aの問10 用法・用量又は用量調節の設定

にあたり、臨床薬理試験（第I相試験等含む）の結果が主
要な根拠 

• CDISC以前と比べ、申請前に実施する事項が増え、業
務に必要な時間が伸びていることに対して、社内の理
解を得ること、調整することが難しかった。 
例えば、開鍵会後の対応（SDTM、ADaMの確認、修正な

ど）が増えた。 
• 結果が出てからの対応では申請業務が遅れることが想

定され、可能性がある試験は、はじめからCDISC対応
しておく必要がある。 
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申請時電子データ提出にかかる実務担当者の
ためのワークショップ －臨床薬理領域の電子

データについて－ 臨床薬理領域の電子データ
作成・提出時の留意点 2017/10/2@きゅりあん 

TFLｓ 



Analysis Results Metadata（ARM） 
• 何を記載するのか？ 

 当初は具体的な対応内容が不明。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（2014年6月20日）
https://www.pmda.go.jp/files/000159962.pdf及びその説明会では
触れていない？ 

 2014年11月の事前面談にて作成してほしいとの回答あり 
主要評価項目、重要な副次評価項目、安全性に関しての主要な解析 

 レガシーデータから変換する場合、ADaMを使用した解析プログ
ラムはない。 
 ARMを作成するために、ADaMを使用した解析プログラムを作成する必

要があるがそこまでしないとだめなのか？ 
 ARMを作成する場合はバリデーションのため，CSRの帳票とのQC作業を

実施が必要だがそこまでしないとだめなのか？ 
 今は技術的ガイド（2015 年4 月27 日）において「有効性、安全

性の主要な結果及び用法・用量の設定の根拠に関わる臨床試験
結果を得るための解析･･･（中略）･･･解析結果メタデータが含
まれることが望ましい。」と記載され、それなりに明確になっ
た。 
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記載例：PC,PP ドメインをつくるときは
RELREC を作成 

• PC – PK Concentrations： 
Reviewer’s guideより引用 
血漿中薬物濃度（PCSPEC=PLASMA）と

PK Parameters との関連はRELREC により
定義（RELID=PC_PP_X）。 
各レコードはPCGRPID とPPGRPID によっ
て関連づけられている。なお、PCGRPID 
の接尾語が”B”のレコードは、消失相と
して選択されたレコードである。 
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スクリーニング不適格被験者のCRF 

• 基本的通知Q&A 問６に提出すべき電子デー
タとして、同意取得前のスクリーニングにお
ける不適格例に関するデータは必要か。 

• →原則として、同意取得前のスクリーニング
における不適格例に関する電子データを承認
申請時に提出することは不要 

• スクリーニング不適格被験者のデータも今後
は提出しなければならないのか？ 

• PI試験のようにスクリーニング不適格症例が
非常に多い場合、対応は難しいという意見が
社内にあった。 
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スクリーニング不適格被験者のCRF 

• 「同意取得前の」という文言がついており、「同
意取得後の」スクリーニング不適格について非常
に気になるところであった。英文版においては、
Question 6: Will electronic data be necessary 
regarding screening failures who became ineligible?
と異なる表現。 

• 同意取得後についても「スクリーニングにおける
不適格例に関する電子データを承認申請時に提出
することは不要であるが・・・」という文に独自
に読み替え、弊社においては現在までにPI試験に
おいてはCRFを作成していない。 
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本日説明しなかったトピック 

• 日本語で収集した項目の取り扱い 
• 有効性の格納ドメインは？ 
• DVドメインへの対応 
• コーディングへの対応 
• SI単位の混乱 
• TSドメインへの対応 
• Gateway system 
• 海外実施臨床薬理試験レガシー変換対応 
• Pinnacle21でのValidation結果への対応 
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まとめ 

• 我々はだいぶ苦労しましたが、 
機構発出文書の正確な理解 
適切なCROとの協業 
早期の社内調整、体制整備 

• 以上を踏まえれば、大きな混乱なくCDISC
に対応できる 

かも？？ 
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企業へ望むこと 

• 協力できる点は、ためらわずに実施しま
しょう 

• たとえば、 
臨床薬理領域でRELRECは本当に必要なのか、
を議論してもいいかも。 

• 経験のないのであれば、早期に適切なCRO
に協力を仰ぐことが重要 
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PMDAに望むこと 

• スクリーニング不適格症例のCRFの作成はす
くなくとも臨床薬理試験では不要ですよ
ね・・・ 

• せっかくCDISCで、データもプログラムも提
出しているので、PMDAで対応可能な照会事
項は極力減らしていただきたい 

• SI単位については、PMDAに使用する標準の
単位を提示してほしい。 

• いずれにしても3極でハーモナイズしてほし
い。 
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• 本アイテムの申請に当たり、 
ご協力頂いたCRO様にはCDISC対応へのご助力
感謝いたします。 
 

• 以上です。 
 

• ご清聴ありがとうございました。 
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