
臨床薬理関連データの電子データ申請 
までのフロー及び留意事項について 

日本CRO協会 
CDISCタスクフォース 

新城 博子 (エイツーヘルスケア株式会社) 
 



免責事項 
• 本発表の内容は、個人的意見に基づくものです。日本

CRO協会に加盟している全CROの公式見解を示すもので
はありません。 

• 業務委託内容の詳細は各CROとの相談にてご確認くださ
い。 

• 本スライドの内容は、今後変更される可能性があることを
ご了解ください。各自で、関連通知をお読みいただくことを
お勧めします。 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日の発表は個人的意見に基づくものです。全CROの公式見解を示すものではありませんので、内容の詳細について各CROとご相談していただきますようお願いします。また、本日のスライド内容は今後変更される可能性があることをご了承ください。最新の関連通知をお読みいただくようお願いします。



発表の流れ 

1. Gateway提出を見越して準備、考慮すべきこと 
(臨床薬理関連データに限らず予め知っておくべきことの紹介) 
 

2. 申請電子データの格納を想定した例 
a. 標準的な薬物動態解析の場合 
b. 母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む）の場合 
 
(申請電子データおよびプログラムファイルの具体的な格納例の紹介） 
 

3. CROとの協業について 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日の発表の流れをお示しします。最初、臨床薬理データに限らず、Gateway提出を見越してあらかじめ知っておくべきこと事項について、技術的がイド、電子データシステム操作マニュアルからピックアップしたものを紹介させていただきます。次にGatewayに格納する申請電子データについて、標準的なPK解析の場合と母集団解析の場合にわけて、業務フローとともにお示し致します。そして、最後にCROとの協業について簡単ですが、提案させていただきます。



１．Gateway提出を見越し準備、考慮すべきこと 

• フォルダ名のネーミングルール 
– 「m5」フォルダから数えて、ファイル名を含めたパス長が 

160 文字以下でかつ32 文字以下 
– アルファベット（a～z）、数字（0～9）、ローライン（_）、ハイ
フン（-）から構成 

• ファイル名のネーミングルール 
– データセットは 32 文字以下（拡張子含む） 
– データセット以外は64 文字以下（拡張子含む） 
– 使用文字はフォルダ名と同じ 
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「承認申請時の電子データ提出時等に関する技術的ガイド」より 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、初めに、計画段階で準備、考慮すべきこととして、フォルダ名のネーミングルールがあります。皆様もよくご存じだと思いますが、「m5」フォルダの下位フォルダに任意に名前が付けられるフォルダが存在しますが、そのネーミングルールです。ファイル名を含めたパスの長さは160文字以内とし、32文字以下の名前とします。使用文字はアルファベットの小文字、数字０から９、ﾛｰﾗｲﾝ、ハイフンから構成されます。ファイル名の長さは、データセットとデータセット以外で異なり、それぞれ32文字以下、64文字以下と決められており、いずれも拡張子を含みます。使用文字の構成はフォルダ名と同様です。



１．Gateway提出を見越し準備、考慮すべきこと（つづき） 
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「申請電子データシステム操作マニュアル Ver.1.5 」（2017年8月31日更新）より抜粋 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらは申請電子データシステム操作マニュアルからの抜粋になります。細かな話になりますが、拡張子に使用できる文字の種類として、さらに詳細に規定されています。拡張子がxpt、sas7bdat、また、define.xml以外のファイルの場合は、先ほど紹介した使用できる文字の種類に加え、半角アルファベットの大文字A～Zも使用可能と示されています。



１．Gateway提出を見越し準備、考慮すべきこと（つづき） 
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＜例＞ 

階層 長さ
パス長

160文字以内
フォルダ ファイル 長さの制限

m5 1 2 2 ✔

datasets 2 8 10 ✔

study_1234_abcd 3 15 25 ✔ 32文字以下

analysis 4 8 33 ✔

adam 5 4 37 ✔

datasets 6 8 45 ✔

analysis-data-reviewers-guide.pdf 33 78 ✔

define.xml 10 55 ✔

define2-0-0.xsl 15 60 ✔

adpc.xpt 8 53 ✔

adpp.xpt 8 53 ✔

：　　　　　　　　　　　　 ：　　 ：　　 ✔

programs 6 8 45 ✔

adpc.sas 11 56 ✔

adpp.sas 11 56 ✔

：　　　　　　　　　　　　 ：　　 ：　　 ✔

データセット：

32文字以下

データセット以外：
64文字以下

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
この表は、「m5」フォルダに、電子データを格納したサンプルですが、試験ID「study_1234_abcd」のCDISC標準のadamの電子データ部分格納した場合です。フォルダの階層、各フォルダ、ファイル名の長さ、パスの長さを示しています。パス長が160文字を超えないこと、フォルダ名およびデータセット名がが32文字以下であること、また、データセット以外のファイル名、ここではプログラムファイル名ですが、64文字以下を意識したネーミングの考慮が必要となります。



１．Gateway提出を見越し準備・考慮すべきこと（つづき） 
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「申請電子データシステム操作マニュアル Ver.1.5 」（2017年8月31日更新）より抜粋 

NG 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらも、申請電子操作マニュアルからのピックアップした資料ですが、1ファイルあたりのサイズの上限は350MBと決められています。さらに、ゲートウェイで提出できない拡張子が指定されています。CDISC基準外のファイル＝母集団解析の場合は、比較的、拡張子が任意に決められることもあるため、これらの拡張子が付与されないよう注意が必要です。その他に～～～～～～～～～にも気を付けた準備が必要となります。



１．Gateway提出を見越し準備・考慮すべきこと（つづき） 
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「申請電子データシステム操作マニュアル Ver.1.5 」（2017年8月31日更新）より抜粋 

上記の方法でシステムファイルが表示できるようにすると、
「Thumbs.db」等のファイルが見えるようになります。 

これがm5フォルダのどこかに含まれると         です NG 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さらに、こちらもシステム操作マニュアルからのピックアップです。システムファイル等がデフォルトで非表示設定がされている場合、そのファイルが「m5」フォルダには混ざった場合は、エラー表示されます。事前に確認し、残っている場合は削除する必要です。



２．申請電子データの格納を想定した例 

以下の順で紹介する。 
 
a. 標準的な薬物動態解析の場合 

 
b. 母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを

含む）の場合 
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2-a. 標準的な薬物動態解析の場合 
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想定例のPKデータに関して以下の流れで紹介する。 
 
I. PKデータ作成の流れ 
II. 「技術的ガイド」より申請電子データ及びプログラムファ

イルの確認 
III. 生成される電子データ及びプログラムファイルの確認 
IV. 「m5」フォルダへのセットについて 
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Ⅰ. ＰKデータ作成の流れ 

2-a. 標準的な薬物動態解析の場合 

WinNonlin
解析 

DM
部門 

解析
部門 



以下のファイルを提出することを想定。 

A) 申請電子データの具体的な提出内容 
① CDISC標準に準拠したデータ 
② CDISC標準に準拠しないデータ  
 

B) プログラム等の具体的な提出内容 
① プログラムファイル（解析アルゴリズム） 
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Ⅱ. 「技術的ガイド」より申請電子データ及びプログラムファイルを確認 

2-a. 標準的な薬物動態解析の場合 
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Ⅲ. 生成される電子データ及びプログラムファイルの確認 

2-a. 標準的な薬物動態解析の場合 

WinNonlin
解析 

CDISC標準準拠
データ：pc.xpt, 
pp.xpt,  

adpc.xpt, 
adpp.xpt 

CDISC標準に準拠しないデータおよびプログラムファイル：
study_abc.phxproj （Phenix Projects） 
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Ⅳ.  「cp」フォルダへのセットについて 

2-a. 標準的な薬物動態解析の場合 

階層 フォルダ ファイル

m5 1 ✔

datasets 2 ✔

study_abc 3 ✔

analysis 4 ✔

adam 5 ✔

datasets 6 ✔

analysis-data-reviewers-guide.pdf ✔

define.xml ✔

define2-0-0.xsl ✔

adpc.xpt ✔

adpp.xpt ✔

：　　　　　　　　　　　　 ✔

programs 6 ✔

adpc.sas ✔

adpp.sas ✔

：　　　　　　　　　　　　 ✔

cp 5 ✔

study_abc.phxproj ✔

：　　　　　　　　　　　　 ✔

tabulations 4 ✔

sdtm 5 ✔

study-data-reviewers-guide.pdf ✔

pc.xpt ✔

pp.xpt ✔

：　　　　　　　　　　　　 ✔



2-b. 母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む）の場合 
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弊社におけるPPK解析業務を想定し、以下の流れで
紹介する。 

 
I. PPK解析業務のフローの確認 
II. 「技術的ガイド」より申請する電子データ及びプログラム

ファイルを確認 
III. フローから生成される電子データ及びプログラムファイ

ルの確認 
IV. 「cp」フォルダへのセットについて 
V. TSVファイルのDescriptionの記載 
VI. FAQに関連して 

 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここでは弊社におけるPPK解析業務を想定しております。PPK解析業務のなかで派生する電子データ、プログラムファイルから格納するファイルをどうピックアップするかについて、提案例を紹介させていただきます。



• 構造モデルの検討、誤差モデル 
（個体間変動、個体内変動）の検討 

• モデル診断及び適格性評価を行い基本モデル
を選択 

• 基本モデルのPOSTHOCパラメータと患者背景因
子（共変量候補変数）との関連性を検討 

• データの種類（連続量データ、離散型データ）を 
考慮した検討 

• 適切な変数選択手法（ステップワイズ法
等）を用い共変量モデルを検討 

• モデル診断及び適格性評価を 
行い最終モデルを選択 

• 対象とする試験の概要と一覧、 
探索・検討する構造モデル、 
共変量候補変数、欠測値、外
れ値の取り扱い等を記述する 

• NONMEM解析用データセットの仕様
とし、複数試験からなるデータの追跡
可能性を考慮した記述とする。 

• DS仕様書に基づきダブルプログラミング
によるコンペア作業、抜き取りチェックによ
るQC 

• 基本モデル及び最終モデルのPPKパラ
メータ、モデル診断及び適格性評価を含
めた構築履歴、最終モデルの主要パラ
メータの感度分析、POSTHOCパラメータ
と有効性／安全性との 
関係の記述 
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Ⅰ. ＰＰＫ解析業務フローの確認 

2-b. 母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む）の場合 
※NONMEMによる解析、
ツールはPsNを想定 

※適格性評価は、以下の方法で実施 
• ブートストラップ(Bootstrap)： 
   モデルの安定性、頑健性及び推定値の精度を評価 

• 視覚的事後予測性能評価（VPC）： 
   モデルの予測性能をシミュレーションに基づき評価 



「技術的ガイド」で記載された以下のファイルを提出することを想定。 

A) 申請電子データの具体的な提出内容 
① 解析データセット 

（モデル構築に用いたデータセット） 

② データセット定義書 
（①の変数名及び変数の説明を含む） 

B) プログラム等の具体的な提出内容 
① プログラムファイル 

（基本モデル及び最終モデル構築の際に用いたプログラム） 

② 主要な結果が出力されたファイル 
（基本モデル及び最終モデル構築時の出力結果のファイル） 

③ シミュレーションに関するファイル 
（シミュレーションに用いたプログラムファイル＆プログラム手順書） 

 
 17 

Ⅱ. 「技術的ガイド」より申請する電子データ及びプログラムファイルを確認 

2-b. 母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む）の場合 



18 

Ⅲ. フローから生成される電子データ及びプログラムファイルの確認  

PPK解析用データセット（ppk_abc.xpt、 ppk_abc.csv） 

ＰＰＫ解析用データセット仕様書（ppk_abc_datasets_spec.pdf）  

基本モデルのプログラム（run1002.mod） 

PPK解析用データセット作成プログラム（ppk_abc.sas） 

基本モデルの出力ファイル 
（run1002.lst, catab1002.txt, cotab1002.txt, 
sdtab1002.txt, patab1002.txt ） 

最終モデルのプログラム
（run5101.mod） 

最終モデルの出力ファイル
（run5101.lst, catab5101.txt, 
cotab5101.txt, sdtab5101.txt, 
patab5101.txt ） 

2-b. 母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む）の場合 

モデルNo.1002
を基本モデルと

して選択 

モデルNo.5101
を最終モデルと

して選択 
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2-b. 母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む）の場合 
Ⅲ. フローから生成される電子データ及びプログラムファイルの確認（つづき） 

算出されたパラメー
タから予測される曝
露量と安全性また
は有効性との関連

を検討 

曝露量と安全性または有効性との関連の検討で使用し
たファイル 
（simu_program_procedure.pdf ,simu_data.sas,  
tab_simu_responder.sas, fig_simu_responder.sas, 
tab_simu_aegrp1.sas, fig_simu_agegrp1.sas） 
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Ⅳ.  「cp」フォルダへのセットについて 

2-b. 母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む）の場合 

ppk_simulate 6 ✔

simu_program_procedure.pdf ✔

simu_data.sas ✔

tab_simu_responder.sas ✔

fig_simu_responder.sas ✔

tab_simu_aegrp1.sas ✔

fig_simu_aegrp1.sas ✔

階層 フォルダ ファイル

m5 1 ✔

datasets 2 ✔

ppk_abc 3 ✔

analysis 4 ✔

cp 5 ✔

ppk_datasets 6 ✔

ppk_abc_datasets_spec.pdf ✔

ppk_abc.csv ✔

ppk_abc.xpt ✔

ppk_programs 6 ✔

ppk_adc.sas ✔

run1002.mod ✔

run5101.mod ✔

ppk_output 6 ✔

run1002.lst ✔

patab1002.txt ✔

sdtab1002.txt ✔

catab1002.txt ✔

cotab1002.txt ✔

run5101.lst ✔

patab1002.txt ✔

sdtab1002.txt ✔

catab1002.txt ✔

cotab1002.txt ✔

・曝露量と安全性または有効性との関連
の検討で使用したファイル 

・ＰＰＫ解析用データセット仕様書 
・PPK解析用データセット 

・PPK解析用データセット作成プログラム 
・基本モデルのプログラム 
・最終モデルのプログラム 

・基本モデルの出力ファイル 
・最終モデルの出力ファイル 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
先ほどのフローから派生する電子データおよびプログラムファイルを「cp」フォルダの下に４つのフォルダに分けて格納した例です。
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Ⅴ.  TSVファイルのDescriptionの記載 

2-b. 母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む）の場合 

ファイルパス Analysis Type Description

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_datasets\ppk_abc_datasets_spec.pdf POP PPK解析用データセット仕様書

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_datasets\ppk_abc.csv POP PPK解析用データセット（CSV形式）

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_datasets\ppk_abc.xpt POP PPK解析用データセット（SAS XPORT形式）

m5datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_programus\ppk_abc.sas POP PPK解析用データセット作成プログラム（テキスト形式）

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_programs\run1002.mod POP 基本モデルのNONMEMコントロールファイル（テキスト形式）

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_pograms\run5101.mod POP 最終モデルのNONMEMコントロールファイル（テキスト形式）

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_output\run1002.lst POP 基本モデルのNONMEMコントロールファイルのoutput（テキスト形式）

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_output\patab1002.txt POP 基本モデルによるPOSTHOCパラメーターの出力ファイル（テキスト形式）

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_output\sdtab1002.txt POP 基本モデルによる予測値の出力ファイル（テキスト形式）

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_output\catab1002.txt POP 基本モデルによる予測値及び共変量（離散値）の出力ファイル（テキスト形式）

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_output\cotab1002.txt POP 基本モデルによる予測値及び共変量（連続量）の出力ファイル（テキスト形式）

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_output\run5101,lst POP 最終モデルのNONMEMコントロールファイルのoutput（テキスト形式）

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_output\patab5101.txt POP 最終モデルによるモデルのPOSTHOCパラメーター（テキスト形式）

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_output\sdtab5101.txt POP 最終モデルによる予測値の出力ファイル（テキスト形式）

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_output\catab5101.txt POP 最終モデルによる予測値及び共変量（離散値）の出力ファイル（テキスト形式）

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_output\cotab5101.txt POP 最終モデルによる予測値及び共変量（連続量）の出力ファイル（テキスト形式）

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_simulate\simu_program_procedure.pdf POP シミュレーションのプログラム手順書

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_simulate\simu_data.sas POP シミュレーションデータの作成プログラム

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_simulate\tab_simu_responder.sas POP 曝露量と有効性の関連検討の表作成プログラム

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_simulate\fig_simu_responder.sas POP 曝露量と有効性の関連検討のグラフ作成プログラム

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_simulate\tab_simu_aegrp1.sas POP 曝露量と安全性の関連検討の表作成プログラム

m5\datasets\ppk_abc\analysis\cp\ppk_simulate\fig_simu_aegrp1.sas POP 曝露量と安全性の関連検討のグラフ作成プログラム
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Ⅵ.  FAQに関連して 

2-b. 母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む）の場合 

PPK解析では複数の試験を統合した解析用データ

セットを作成する場合もあるが、個々の試験のデー
タもすべての電子データの提出対象とするのか？ 
→個々の試験が提出対象かどうか基本的通知等に従う。 
（Q5-9 Q5-4 参照） 

Study_A 

Study_D 

Study_B 

Study_C 

PPK解析用データ
セット 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
母集団解析に関するFAQから抜粋
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Ⅵ.  FAQに関連して（つづき） 

2-b. 母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む）の場合 

Q5-4：母集団解析が提出対象となる場合、母集団解析用の
データセットの作成に用いた個々の臨床試験のSDTMデー
タセット、標準的な薬物動態解析の解析データセット、並びに
有効性及び安全性解析に関するデータセットも提出対象とな
るでしょうか。 
  
A：   母集団解析については、母集団解析用のデータセット
等、母集団解析に関する電子データのみが提出対象となり
ます。なお、母集団解析用のデータセットの作成に用いた
個々の臨床試験が、基本的通知2（2）及び実務的通知1（1）
に示されている申請電子データの提出の対象となる臨床試
験に該当しない場合、当該試験のSDTMデータセット、標準
的な薬物動態解析の解析データセット、並びに有効性及び
安全性解析に関するデータセットの提出は必要ありません。 

最新のFAQ(臨床薬理領域の申請電子データについての質問）から 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
母集団解析に関するFAQから抜粋
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Ⅵ.  FAQに関連して（つづき） 

2-b. 母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む）の場合 

 基本モデル及び最終モデルを選択する際、モデル
構築の過程でモデルの適格性評価を行うが、評価
に用いた電子データ、プログラムファイルも提出対
象とするのか？ 
→基本的には提出不要。 （Q5-18 参照） 

※適格性評価は、以下の方法で実施 
•ブートストラップ(Bootstrap)： 
   モデルの安定性、頑健性及び推定値の精度を評価 

•視覚的事後予測性能評価（VPC）： 
   モデルの予測性能をシミュレーションに基づき評価 

紹介した想定例では・・・・ これらの電子
データ、プログラ
ムファイルも提出

か？ 
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Ⅵ.  FAQに関連して（つづき） 

2-b. 母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む）の場合 

• Q5-18：実務的通知3（2）ウ②母集団解析（モデルに基づくシ
ミュレーションを含む。）について、モデル構築過程をトレース
できるように、共変量探索やモデル評価に用いたプログラム
や出力ファイルを提出する必要があるのでしょうか。 

•   
• A：   基本モデル及び最終モデルが原則として提出対象であ

り、共変量探索やモデル評価に用いたプログラムや出力ファ
イルは基本的には提出不要です。ただし、共変量探索やモ
デル評価のプロセスが複雑であり、これらのファイルを提出
することが解析方法を理解する上で有用と申請者が考える
場合等に、これらのファイルを提出することは可能です。 

最新のFAQ(臨床薬理領域の申請電子データについての質問）から 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
母集団解析に関するFAQから抜粋
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Ⅵ.  FAQに関連して（つづき） 

2-b. 母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む）の場合 

 
 

具体的な格納については、最新の通知の確認、お
よび「申請電子データ提出確認相談」を活用するこ
とが望ましい。 
 



3．CROとの協業について（CDISC標準も含む） 
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CRO 

薬事部門 

データサイ
エンス部門 

臨床薬理
部門 

海外部門
（臨床薬理） 

海外CRO
（委託業務

等） 

PC, PP, ADPC, 
ADPPの作成を

担当 

Gatewayシステ
ムへの流し込
み、TSVファイ
ルの準備 

 CROに対する窓口担当の明確化 
（薬事担当者 or 臨床薬理担当者 
or データサイエンス担当者） 

 内容によって確認する担当者が必
要であれば事前に決めておく。 
例）TSVファイル作成時 
Gatewayシステムに必要な情報 
    →薬事？ 
電子データの確認 
    →臨床薬理 ｏｒ  
       データサイエンス？ 

依頼者
窓口  
担当者 
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