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Disclaimer 

本プレゼンテーションは，発表者としての見解であ
り，必ずしもノバルティス ファーマとしての意見で
はありません。 
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申請電子データ提出の経験 
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2016 2017 2018 2019 2020 

2016/10～ 
申請電子データ提出 
の受け入れ開始 

経過措置期間  
(3.5年) 

2回目の申請電
子データ提出 

N回目の申請電子
データ提出 

1回目の申請電
子データ提出 

2020/04～ 
申請電子データ提出の 
完全義務化 

新たな発見！ 

この問題は 
悩ましい... 



申請電子データ提出を成功させるために 
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• なぜ部門間で協働する必要があるので 
  しょうか？ 
 

• なぜ社内の標準プロセスを構築する必要が 
  あるのでしょうか？ 
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eData submission task force team 
発足の背景 

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 8 

従来のプロセスで
無理せず 

申請したい 
申請電子データ 
提出の経験を 

積みたい 

準備は申請時期が
定まってからで 

間に合うでしょ？ 
申請に間に合わせ
るには，早い段階
からの検討が必要 

申請コアメンバーの 
申請電子データ提出に 

関する最低限の理解は必須 

電子データ準備に
自分は関係ない 

どの部門が 
リードするの？ 

•申請電子データ提出に関連する部門で考え
方の違いを解消するために議論 

•適切な部門で申請電子データ提出をリード/
サポート 



Task force teamの構成 

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 9 

CP : 臨床薬理 
RA : 薬事 
SP : 解析プログラミング 
Stat : 統計解析 

RA CP 

Stat 
Stat SP 

• 申請電子データ提出の関連が強い部門で構成 
• 各部門から代表者を選出 
• 2013年より活動開始（本格的始動は2015年から） 



Task force teamの活動内容 

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 10 

日付 内容 通年 
2013年 eData submission task force 発足 • 定期ミーティング

の開催 
• ニュースレターの

発行（2016～） 
• 各プロジェクトの

サポート 

2015年 1回目の社内説明会開催 
→ 基本的考え方と実務的通知の解説を
中心に，申請電子データ提出の基礎を
説明 

2016年 1回目のPMDA申請電子データ提出 
社内ガイダンス v1.0 リリース 
→ 通知やFAQを参照 

2017年 2回目のPMDA申請電子データ提出 
2回目の社内説明会開催 
→ 実際の申請電子データ提出経験につ
いての振り返り，将来の提出に向けて
検討中のプロジェクトの事例紹介 
社内ガイダンス v1.1リリース 
→ 実際の経験やPMDAからのupdateを
追加 

規
制
要
件 

の
周
知 

社
内
標
準
プ
ロ
セ
ス
の
構
築 



申請電子データ提出における 
社内ガイダンス作成の背景 
• 標準タイムラインの設定 

– 部門間/プロジェクト間の理解を統一 
– PMDAの要件や社内標準申請プロセスのタイムラインを考慮 

• 責任範囲を部門間で明確化 
– 個別の手順に対応するWho? When? What? How?を定義 
– 海外担当者との関わり方を明示 
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手順 担当者 備考 

1 「申請電子データ提出確認相談資料記載要
領」（以下，別紙様式8）を作成するため
に必要な情報を収集する 

AAA 
BBB 

別紙様式8で求められている申請データパッケージ
の各試験の情報はXXX等から情報を得る 

2 確認相談でPMDAに問い合わせる相談事項
を検討する。海外担当者と協議の上，FDA
へ問い合わせた事項は必要に応じてPMDA
への相談事項に含める 

AAA 
BBB 
CCC 

相談事項の具体的な事例はYYYを参照すること。
海外担当者に別紙様式8の要件を説明するために，
翻訳版を利用することも可能 
また，相談事項が確認相談で議論すべき内容か判
断に迷う場合は，事前面談を利用し，その是非を
確認する事も可能である 

業務手順の例示（申請電子データ提出確認相談の準備手順） 



申請電子データ提出における 
社内ガイダンス作成の背景 
• 申請電子データ提出を行う担当者間の理解の差を解消 

– 注意すべき点の明確化 
 通知，FAQ及び経験から留意点を集約 
 チェックリストを用いてベーシックな確認を実施 
 全ての成果物はフォルダ内に格納されている？ 
 Reject rule違反はない？Error ruleは全て報告されている？ 
 etc... 

– 例示の添付 
 申請電子データ確認相談の相談内容 
 別紙様式8の記載例 
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社内ガイダンスの紹介 

• PMDAにおける申請電子データ提出のプロセスガイダンス 
• 目次 
 

1. 根拠となる法規制及び参照文書 
2. 目的 
3. 申請電子データ提出プロセスの概略 

1. 申請データパッケージ案/申請電子データ提出内容の検討（第II相試験終了時から
第III相LPLV 15ヶ月前） 

2. 申請電子データ提出確認相談の実施（第II相試験終了時～申請1~3ヶ月前） 
3. 申請電子データの作成（第III相LPLV6ヶ月前） 
4. 申請電子データの最終確認（申請1～3ヶ月前） 
5. 申請電子データの提出（申請1～5週間前） 

4. 定義及び略語 
Appendix（チェックリスト，例示） 
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LPLV: Last Patient Last Visit 



社内ガイダンスの紹介 
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Planning 

Execution 

Check 

Submission 

第II相試験終了 
時から第III相 
LPLV15ヶ月前 

申請データ 
パッケージ案/ 
申請電子データ 

提出内容案の検討 

第III相LPLV 
6ヶ月前 

申請 
1～3ヶ月前 

申請 
1～5週間前 

申請電子データの 
作成 

申請電子データの 
最終確認 

申請電子データの 
提出 

対面助言 
（医薬品第II相試 
験終了後相談等） 

審査予定事前面談 

申
請

電
子

デ
ー

タ
提

出
確

認
相

談
 



社内ガイダンスのupdate  
～PMDAの通知，FAQ等に伴う変更～ 
 
• 臨床薬理試験の申請電子データ提出 

– 試験の種類や結果により，有効性や安全性データについては
ADaMの提出が求められないケースがあり，提出の要否を議論
しPMDAに相談することが望ましい 

• 申請電子データ提出確認相談の完了時期 
– 審査予定事前面談までに別紙様式8の最終化が難しい場合，事前
にPMDAに報告の上，審査予定事前面談後に確認相談を実施し，
別紙様式8の最終版を提出する 

• 別紙様式8の運用 
– 別紙様式8は，常に最新のフォーマットを参照し，updateする

際は，修正箇所が分かるように作業を実施することに留意する 
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社内ガイダンスのupdate  
～実際の経験からの変更～ 
• 提出する申請電子データの議論 

– 対面助言において申請データパッケージおよび提出する申請電
子データの議論を行う事が望ましいが，その後の事後相談にお
いて，議論を継続する事も想定される 

– 事後相談において申請電子データ提出の議論を予定する場合，
当該対面助言において，実施可能性がある全ての臨床試験およ
び臨床薬理試験をPMDAと共有しておく必要がある事に留意す
ること 

• 申請電子データ提出確認相談の完了時期 
– 審査予定事前面談において提出する資料（別紙様式8）の最終化

を考慮し，遅くとも申請の2ヵ月前の時点で全ての確認相談を完
了している事が望ましい 
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社内ガイダンスのupdate  
～将来的な変更～ 
• 臨床薬理試験の申請電子データ提出 

– 対面助言にて，臨床薬理試験の提出範囲について相談 
– FAQ5.6の「申請電子データの提出の要否を検討する際の薬物動

態に及ぼす影響の有無の判断については、薬物動態パラメータ
の平均の比が0.8-1.25の範囲内にあること（薬物動態パラメー
タが対数正規分布することを仮定）を目安にできる場合がある
と考えていますが、この範囲内に含まれない場合でも、提出不
要な場合もあると考えています。」より，この目安は平均比の
点推定値と考えていたが，実際は90%CIであった 

 → FAQ改定 
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Data Standards Groupとの協働 
～概要～  

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 19 

 
 

日本の 
実務担当者 

 
 
 

1. PMDAの要件をInput 

2. 一貫したデータ作成プロセス 
3. 成果物 

 
 
 

Data 
Standards 

Group 
 
 
 
 
 
 

• End-To-End プロセスの構築 
• テンプレート&ツールの開発 
• 効果的なプロジェクトへのサポート 

FDA/PMDAの要件を満たす 



Data Standards Groupとの協働 
1. PMDAの要件をInput 
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Global Standards: 
 
 
 
 

テンプレー
ト 

End-To-End 
プロセス ツール 

テンプレートの修正: 
 
• SDRG / ADRG 
  - SI単位変換テーブル 
  - 文字コード・セット 
• 別紙様式8の英訳 
• 解析結果メタデータ

用テンプレートの導
入 

プロセスへの反映: 
 
• レガシーデータ変換 
• 臨床薬理領域 
• PMDA Validationに

伴うPinnacle 21
チェック強化 

• 確認相談実施体制の
整備（準備情報共
有） 

社内ツールの更新: 
 
• SI単位に対応するメ

タデータ更新 
• SDRG / 別紙様式8整

合性確認ツール 



Data Standards Groupとの協働 
2. FDA/PMDAの要件を満たす一貫したデータ作成プロ
セス 
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Production of a Standardized Data Package for 

Submission in the Form of Electronic Case Report 
Tabulations and Supporting Documents 

提出する成果
物の定義 

データフロー 

Annotated 
CRFの作成手順 SDTMの概要 

ADaMの概要 Define.XMLの
概要 

成果物を薬
事に渡す際
の留意点 

各種ツール
の紹介 

申請電子データ提出に係るGlobalレベルのガイダンス 



Data Standards Groupとの協働 
3. FDA/PMDAの要件を満たす成果物 
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SDTM /ADaM / 
Define-XML 

Metadata 
driven 

Template 
programs  

Annotated CRF 

Standard CRF 

Annotation tool 

Data Reviewer’s 
Guide 

Template and 
examples 

Training 
material and 

check list 

Other 

Analysis Results 
Metadata 

Study Data 
Standardization 

Plan 



Data Standards Groupの 
効果的なプロジェクトへのサポート 

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 23 

• トレーニングの実施 
• 申請電子データ提出に係る成果物のレビュー 
• 申請電子データ提出に係る社内サイトの作成 

– テンプレート，教育資料及びチェックリストを保管 
– 社内End-To-Endプロセスを提示 
– 社内のQ&A Forumを設置 
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まとめ 

なぜ部門間で協働する必要があるのでしょうか？ 

• 申請電子データ提出に関連する部門で考え方の違いを解消するため議論する
必要がある 

• 適切な部門で申請電子データ提出をリード/サポートする必要がある 

なぜ社内の標準プロセスを構築する必要があるのでしょうか？ 

• 申請電子データ提出のタイムラインに対する部門間/プロジェクト間の理解を
統一する 

• 個別の手順に対応する責任範囲を部門間で明確化する 
• 申請電子データ提出を実施する担当者間の理解の差を埋める 
• FDA/PMDAの要件の違いを踏まえた一貫したプロセス構築により，スムーズ

な申請を行う 
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情報共有 

 
 Japanese Electronic Study Data Submission in CDISC 

Formats, PhUSE annual conference 2016 
 Awareness from Electronic Data Submission to PMDA 

and FDA, PharmaSUG 2017 
 Awareness from Electronic Data Submission     

- Lessons & Learnt from hands-on experiences -, ナ
ニワデータサイエンス研究会June 26, 2017 

 Hand on experiences of e-study data submission, 
CDISC Japan Interchange 2017 

 申請電子データプロセスの効率化～メタデータ・社内ツー
ルを中心に～ Metadata Driven Approach for 
eSubmission, SASユーザー総会 2017 
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