
CDISC準拠データの作成を委託する
際の留意点 

 サノフィ株式会社 羽地 博 
 シミック株式会社 青沼 秀樹 



Disclaimer 

• 本資料の内容は、演者の個人的見解に基づく
ものであり、所属している組織の公式見解を示
すものではありません。 
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Agenda 

• はじめに 
• 依頼からSDTMデータ納品/固定までの全体像 

1) 依頼からSDTMデータ作成まで 
2) 依頼者からの提供資料 
3) SDTMデータ作成から納品まで 

• 今後の作成委託する際の留意点 
• まとめ 
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はじめに 

• 昨年の発表で依頼者とCROで協力すべきこととして 
「SDTM-ADaMの社内標準ルール」が紹介された 

• 実際の申請を行った試験の経験を基に、そこから判明
したCDISC準拠データの作成を委託する際の留意点
をご紹介します 
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引用： 
CDISC準拠データの作成における課題 
－ CRO の立場から－ 
日本CRO協会CDISCタスクフォース 
青沼 秀樹(シミック株式会社) 
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tike
n/symposium/pdf/20160901/20160901_05.pdf 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/symposium/pdf/20160901/20160901_05.pdf
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/symposium/pdf/20160901/20160901_05.pdf
http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/symposium/pdf/20160901/20160901_05.pdf


4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

この部分のSDTM作成をCROに委託* 

 
申請電子データ提出準備スケジュール 
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2015 

Oct 
承認申請 

2016 

Apr DBL 
Study B 

Apr DBL 
Study A 

Dec  
確認相談1 

PMDA相談 
Jul 
対面助言事後相談 
確認相談2 
Jul 
承認審査予
定事前面談 

Sep 
確認相談3 

ADaM準備 
(Phase 3 試験)  
 

SDTM/ADaM準備 
(Phase 1 試験) 

Sep 
電子データ提出 

Oct 
照会事項 

CSR準備 (Phase 3 試験)  
 

CTD準備 

*レガシーデータのマッピングではなくOn-going試験での経験 



依頼 
仕様書作成 

 
SDTMデータ
作成 

依頼者側 

依頼からSDTMデータ納品/固定までの全体像 
1) 依頼からSDTMデータ作成 
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Request For Proposal 
• SDTM Guideline 
• SDTM Metadata Definitions 

& Standards 
• SDTM Validation Guidelines 

受託者側 
責
任 

依頼者から提供される社内標準 



依頼からSDTMデータ納品/固定までの全体像 
2) 依頼者からの提供資料 
• 社内標準 SDTM Metadata Definitions & Standards 
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依頼者 



• 依頼者側から標準を提供した場合の受託者側からのコ
メント 
– CDISC標準で作り方の幅がある内容が受託者で迷
わずに済む 

–依頼者のポリシーを受託者が認識し易い 
 

–資料が英語でルールの記載量が多かった為 
担当者によって理解に差があった 

–標準ルール以外に適用させる例外が試験 
ごとにあり処理が複雑になる場合があった 

 

依頼からSDTMデータ納品/固定までの全体像 
2) 依頼者からの提供資料 
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受託者 



SDTMデータ
納品 受入れチェック 解析作業 

依頼者側 

依頼からSDTMデータ納品/固定までの全体像 
3) SDTMデータ作成から納品まで 
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受託者側 
責
任 



依頼からSDTMデータ納品/固定までの全体像 
3) SDTMデータ作成から納品まで 
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• 納品時のチェック（月次・固定時*） 
i. SASでダブルプログラミングによるチェック 
ii. Pinnacle21によるチェック（SDTM, Define.xml） 

iii. 仕様追加・変更時の成果物のチェック 
iv. 依頼者提供のバリデーションプログラムの実施* 

 
 
 

受託者 



依頼からSDTMデータ納品/固定までの全体像 
3) 受託者でのSDTMデータ作成から納品まで 
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• 月次納品時の問題点 
– 運用中でeCRFの一部が未クリーニング状態のため、想
定外のSDTMが作成されてしまう 

 データのクリーニングがある程度実施されていないと作業効率が下がる 
 SDTM作成する上で重要なデータを早期にクリーニングする 

 

– 作成ルールにおいて依頼者の社内標準、 
CDISC標準、既にSDTM作成済みの 
試験のどれに合わせるか細かい点が試験に 
より変わるため、運用途中での仕様変更が 
多く発生した 

どのルールを適応するかはなるべく初期段階で決定する 

 
 

受託者 



依頼からSDTMデータ納品/固定までの全体像 
3) 受託者でのSDTMデータ作成から納品まで 
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• 受入れチェックの目的 
–仕様書通りにマッピングされているか 
–想定外のデータに対する仕様書の調整 
–解析データセットが正しく作成できるか 

 
 

依頼者 



依頼からSDTMデータ納品/固定までの全体像 
3) 受託者でのSDTMデータ作成から納品まで 

受入れチェック実施  

チェック内容の共有化 

受入れチェック簡略化 
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• 受入れチェックの改善 
 

依頼者 



今後の作成委託する際の留意点 
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• 受託者側の組織体制や担当者の役割の把握 
• 初期段階から作業イメージを掴める資料の提供 

–外部データの取り込みに関する手順の確認 
– カットオフによるデータ固定に関する手順の確認 
 
 
 
 



今後の作成委託する際の留意点 
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• 受託者側の組織体制や担当者の役割の把握 
– SDTM作成の担当部署 (DM・解析)の確認 
–担当者のCDISC標準の知識レベルの確認 
–バリデーションの手順・方法の確認 

 
 
 



今後の作成委託する際の留意点 
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• 外部データの取り込みに関する手順の確認 
 



• カットオフによるデータ固定に関する手順の確認 
 

今後の作成委託する際の留意点 

17 

Planned Visit Unplanned Visit 
(SV, VS, LB, EG, PE, IS) 

Intervention & Event  
(CM,PR,AE,CE,DS) 

Missing date handling 

Cut-off data 

≤ Cut-off date 

≤ Week 24 



まとめ 

• 社内標準ルールの提供および作業者への教育
の実施 

• 受託者側の組織体制や担当者の役割の把握 
• 初期段階から作業イメージを掴める資料の提供 
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ご清聴ありがとうございました 
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