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ADaM IG 

 

CS FD Catalog 

 

Instructions for the FDA Data Standards Catalog

Columns

Use

Data Exchange Standard

Exchange Format
Standards Development Organization

Supported Version

Implementation Guide Version

FDA Center

Date Support Begins

Date Support Ends

Date Requirement Begins

Date Requirement Ends

Regulatory Reference and Information
Sources

This describes the file format required for data submission.

This catalog is a single location for stakeholders to identify all data and data exchange standards FDA supports.  It outlines the date
the support begins, date support ends, date requirement begins and the date the requirement ends. The submission of standardized
data using any standard not listed, or to an FDA component not listed, should be discussed with the Agency in advance.

The standard terminology code sets are listed in a separate tab of this worksheet.  Please look at the "Terminology"  tab to find
standard terminology information.  Where the Catalog expresses support for more than one terminology for a given type of regulatory
information (e.g., medication), the submitter may choose which one to use.

Description

This describes what type of data the standard is used for.
This is the specification that has been developed by a standards development organization
and supported by FDA.

This is the date when the requirement to use a standard begins.  After this date, submitted
data must comply with the listed standard for the appropriate submission types. An empty
field in this column  means that a requirement date has not been established

This is the date when the requirement to use a standard ends. An empty field in this
column means that a requirement end date has not been established.

This is the link to the regulatory reference documents and information sources for each
standard.

This identifies which organization developed the supported standard.

For the purposes of this document, “supported” means the receiving Center has established
processes and technology to support receiving, processing, reviewing, and archiving files in
the specified standard.

This lists the version of the implementation guide that is supported by FDA. The
implementation guide gives additional clarification and detailed requirements for the
standard.
This identifies which centers in FDA use the supported standard.
This is the date when the standard can be used to submit data.  "Ongoing" means that
FDA supports the listed standard for electronic submissions as of the initial catalog release
date, 6/13/2011.  An empty field in this column means that a support begin date has not
been established.

This is the date when the standard can no longer be used to submit data unless a waiver
has been granted. An empty field in this column means that a support end date has not
been established.

DS Catalog 

 

技術的ガイド 

背景  
-情報収集の課題- 
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CDISC FDA 

実務的通知 
Technical 

Conformance Guide 

PhUSE 

ADRG CG 

PMDA 

SDTM IG 

基本的通知 

etc... 

eStudy Data  

etc... 

SDRG CG 

etc... 

CDASH 

etc... 

様々な団体から継続的に膨大な情報が発信され、重
要かつ最新の情報を収集するのは困難。 

PMDAへ電子データ提出を 
行いたいけど、どの資料を 
確認すればいいのか・・・ CDISC対応業務 

の実務担当者 

2015/9/28WSスライド抜粋再編集 



 

ADaM IG 

 

CS FD Catalog 

 

技術的ガイド 

CDISC 

実務的通知 

PhUSE 

ADRG CG 

PMDA 

SDTM IG 

基本的通知 

etc... 

SDRG CG 

etc... 

CDASH 

etc... 

背景  
-情報収集の課題への取り組み- 
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必要な情報に素早くアクセスでき、効率よく理解でき
るようにする。 

 

Instructions for the FDA Data Standards Catalog

Columns

Use

Data Exchange Standard

Exchange Format
Standards Development Organization

Supported Version

Implementation Guide Version

FDA Center

Date Support Begins

Date Support Ends

Date Requirement Begins

Date Requirement Ends

Regulatory Reference and Information
Sources

This describes the file format required for data submission.

This catalog is a single location for stakeholders to identify all data and data exchange standards FDA supports.  It outlines the date
the support begins, date support ends, date requirement begins and the date the requirement ends. The submission of standardized
data using any standard not listed, or to an FDA component not listed, should be discussed with the Agency in advance.

The standard terminology code sets are listed in a separate tab of this worksheet.  Please look at the "Terminology"  tab to find
standard terminology information.  Where the Catalog expresses support for more than one terminology for a given type of regulatory
information (e.g., medication), the submitter may choose which one to use.

Description

This describes what type of data the standard is used for.
This is the specification that has been developed by a standards development organization
and supported by FDA.

This is the date when the requirement to use a standard begins.  After this date, submitted
data must comply with the listed standard for the appropriate submission types. An empty
field in this column  means that a requirement date has not been established

This is the date when the requirement to use a standard ends. An empty field in this
column means that a requirement end date has not been established.

This is the link to the regulatory reference documents and information sources for each
standard.

This identifies which organization developed the supported standard.

For the purposes of this document, “supported” means the receiving Center has established
processes and technology to support receiving, processing, reviewing, and archiving files in
the specified standard.

This lists the version of the implementation guide that is supported by FDA. The
implementation guide gives additional clarification and detailed requirements for the
standard.
This identifies which centers in FDA use the supported standard.
This is the date when the standard can be used to submit data.  "Ongoing" means that
FDA supports the listed standard for electronic submissions as of the initial catalog release
date, 6/13/2011.  An empty field in this column means that a support begin date has not
been established.

This is the date when the standard can no longer be used to submit data unless a waiver
has been granted. An empty field in this column means that a support end date has not
been established.

DS Catalog 

eStudy Data  

etc... 

必要な資料は 
これだ！！ 

FDA 

2015/9/28WSスライド抜粋再編集 

Technical 
Conformance Guide 



リソース集作成 
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「CDISC・電子データ提出関連文書リソース集」
作成！ 

2015/7/31に製薬協HPに公開
（ http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/cdisc.html ） 

2015/9/28WSスライド抜粋再編集 



リソース集の構成 
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★：PMDAへ電子データ提出を行う 
    ために最低限理解する必要が 
  ある資料に「★」を付記。 
D：各サイトからダウンロード出来る 
  ものには「D」を付記。 

リンク先：当該ページまたは資料へのリンク 
            先URLを記載。 
Summary：当該ページまたは資料の概要把 
       握のため、資料構成等の説明や 
       内容に関する要点を記載。 

当該ページまたは資料の
利用目的や資料の使い
方などを記載。 

ガイダンスや文書な
どの名称を記載。 

当該ページまたは資料の目次を記載。 
目次がない場合はN/Aと表記。 

当該資料の作成日、
または当該ページ
の最終更新日。 

2015/9/28WSスライド抜粋再編集 



リソース集の利用 
-情報理解/活用の羅針盤として- 
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•各団体から継続的に発信されるCDISCや電子データ提出に関
連する膨大な情報に対して、各社でどのように優先順位を付け
て理解/活用していくか、その判断材料の1つとして（羅針盤と
して）リソース集を利用してほしい。 

 電子データ提出に関連する資料の位置づ
けの把握。 
 

 PMDAへ電子データ提出を行うために最
低限理解する必要がある資料の特定。 
 

 把握漏れ資料の確認。 
 

 日本語資料の検索。 

 マネジメント職者等へ体制構築、リソース
確保、インフラ整備等の必要性の説明。 
 

 社内教育（新人教育・継続教育等）の対
象となる資料や優先順位の決定。 
 

 最新情報（バージョン）の管理が必要な資
料の特定と確認する人、タイミング等の
決定。 

個人利用 組織利用 

2015/9/28WSスライド抜粋再編集 



リソース集第2版およびノウハウ集作成 
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「リソース集第2版」および「CDISC 関連情報の
入手方法（ノウハウ集）」を新たに作成！ 

2016/5 製薬協HPに公開
（ http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment/cdisc_2.html） 
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リソース集第2版における主な変更内容① 

•新たに追加された資料 
【PMDA】 

 申請電子データ提出に際して利用可能な規格一覧 

 バリデーションルール一覧 

 申請電子データに関するFAQ 

【CDISC】 
 ADaM Structure for Occurrence Data(OCCDS) Version1.0(Provisional) 

 SDTM v1.4 IG v3.2 Conformance Rules Version.1.0（Draft） 

 CJUG紹介 

【PhUSE】 
 Therapeutic Area Standards 

 Nonclinical SDRG Package 2016-03-03 (v1.0) 

【日本製薬工業協会】 
 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-CDISC準拠

データを中心に- 発表資料、他 
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一部の例外を除き、2016年3月11日時点の情報を反映 



リソース集第2版における主な変更内容② 

•改訂された資料 
【FDA】 

 Data Standards Catalog(FDA Data Standards Catalog) 

 Study Data Technical Conformance Guide 

【CDISC】 
 ADaM Implementation Guide Version 1.1 

 Therapeutic Area Standards 

 CDISC Controlled Terminology 

 

•その他の変更 
 誤記修正、記載整備、リンク先変更等 
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一部の例外を除き、2016年3月11日時点の情報を反映 
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ノウハウ集の位置づけ・目的 
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 ノウハウ集は、「CDISC・電子データ提出関連文書 リソース
集」の別添資料である。 

 各社で自立的に継続して効率よくCDISC関連の最新情報を
入手できるようにするために、その代表的な入手方法のノウ
ハウを本資料に集約した。 

 自立的にCDISC関連の最新情報を入手できる人材が増える
ことにより、各社のCDISC対応の促進が期待される。 

リソース集 

実装に必要な膨大な情報の中から
必要最低限の情報を手早く探し出す
ためのツールとして 

各社で自立的に効率よくCDISC関連

の最新情報を入手可能になるための
ノウハウ集として 

CDISC関連情報の 
入手方法（ノウハウ集） 

セットでご利用下さい 



CDISCホームページ Q&A 

 

国内会合・セミナー（CDISC以外） 

CDISC Q&A unofficial 

Pinnacle21 Forum 

DIA：クリニカルデータマネジメント・
ワークショップ、日本年会 

PhUSE：Single Day Event in Japan 

SAS：ユーザー総会 

UMIN：CDISC標準入門セミナー 

UMC：WHO Drugユーザーミーティング 

製薬協：医薬品評価委員会シンポジウム 

CDISC Operating 
Procedure 

Technical Plan 
Updates 

Public Review and 
Webinar 

ノウハウ集で取り上げるCDISC関連情報源 
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これらの情報源より、CDISC関連の最新情報を効率
的に収集することができる。 

注目するべき 
情報源はこれだ！！ 



情報の入手方法 from “CDISCホームページ” 
-CDISCモデルドキュメント開発・改訂に関する情報- 
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【Step3 】Public Review and Webinar 
一般公開されるStage3bのタイミングで内容を確認し、その影響範囲を確認 

【Step2 】Technical Plan Updates 
開発・改訂の対象範囲やスケジュールを前もって把握 

【Step1 】CDISC Operating Procedure（COP-001）  
モデルドキュメントの開発・改訂手順を理解 

<情報入手手順の概要> 

【この手順で情報を入手することの意義】 
開発・改訂スケジュールを把握し、ドラフトの段階から内容を理解することにより、自
社の受け入れ態勢を整える時間を十分に確保することができる。また、レビューコメ
ントを出すことにより、使用し易い標準モデルへ導ける可能性がある。 



CDISCの各モデルドキュメントの開発・改訂の手順は、 CDISC Operating 
Procedure（COP-001）に規定されている。
http://www.cdisc.org/system/files/all/article/application/pdf/cdisc_cop_001__standardsdevelopment_v2_1may2014.pd
f 
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一般ユーザが改訂案を確認できるのはStage3b（パブリックレビュー）以降である。
そのタイミングで改訂案を入手して改訂事項およびその影響範囲を確認する。 

効率的な情報入手を行うため・・・ 
モデルドキュメント改訂のアナウンスやスケジュールを前もって
CDISC公式HP（Technical Plan Updates）等より確認する。 

情報の入手方法 from “CDISCホームページ” 
-【Step1】 開発・改訂手順とドキュメント入手のタイミング- 

http://www.cdisc.org/system/files/all/article/application/pdf/cdisc_cop_001__standardsdevelopment_v2_1may2014.pdf
http://www.cdisc.org/system/files/all/article/application/pdf/cdisc_cop_001__standardsdevelopment_v2_1may2014.pdf
http://www.cdisc.org/system/files/all/article/application/pdf/cdisc_cop_001__standardsdevelopment_v2_1may2014.pdf
http://www.cdisc.org/system/files/all/article/application/pdf/cdisc_cop_001__standardsdevelopment_v2_1may2014.pdf


情報の入手方法 from “CDISCホームページ” 
-【Step2】 Technical Plan Updates- 

Technical Plan Updatesには、モデルドキュメントの開発・改訂の時期、対象範囲、
進捗情報などが掲載されている（Therapeutic Area Standardsを除く*）。 
http://www.cdisc.org/technical-plan 

* Therapeutic Area Standardsに関しては別のページに掲載されている。http://www.cdisc.org/therapeutic 
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月間のアップデート情報はここから入手できる。 
ドキュメントの月間リリース状況を確認できる。 

Technical Planの最新版はここから入手できる。
計画の変更がある場合は、3ヶ月ごとに更新さ
れるので、定期的にチェックするとよい。 

http://www.cdisc.org/technical-plan
http://www.cdisc.org/technical-plan
http://www.cdisc.org/technical-plan
http://www.cdisc.org/technical-plan
http://www.cdisc.org/technical-plan
http://www.cdisc.org/therapeutic
http://www.cdisc.org/therapeutic
http://www.cdisc.org/therapeutic


情報の入手方法 from “CDISCホームページ” 
-Technical Plan- 

現行のTechnical Plan（September 2015）を例として、 Technical Planからの情報の読
み取り方法を紹介する。
http://www.cdisc.org/system/files/all/standard/2015TechnicalPlan201509.pdf 

2～４ページ目に掲載されている表から、各ドキュメントの開発・改訂範囲と、Draft版・
Final版のリリース予定時期を読み取ることができる（下表はその一部分）。 

また、前版からの変更点は斜体で示されている。 

19 
例えば、SDTMv1.5は、SEND、PGx等をサポートする新たなspecial purpose domainが追加され、 
2015Q4 にFinal版がリリース予定であるとわかる。 

http://www.cdisc.org/system/files/all/standard/2015TechnicalPlan201509.pdf


CDISC Standards Webinarsに参加することにより、CDISC標準に関する最新および追加
情報を入手できる。http://www.cdisc.org/webinars 

 

情報の入手方法 from “CDISCホームページ” 
-【Step3】 CDISC Standards Webinars- 

これまでに開催された主なWebinar一覧 
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2016年のスケジュール（CDISCメンバー限定分のみ記載） 

開催日 Agenda 

2016/9/8 Healthcare Link Initiative 

2016/9/15 Standards Updates and Additions 

2016/10/6 Define-XML/ODM Topic TBD 

2016/10/20 Standards Updates and Additions 

2016/11/3 BRIDG Overview 

タイトルおよび実施日 

一般公開 

Learning Health Community- ESTEL Update Initiative（2014/11/5） 

Good Practice in PMA Submissions for Efficient Regulatory Decision Making（2014/8/21） 

Introduction to CDISC Online Courses（2014/6/5）  

メンバー 
限定 

Ensuring USUBJID is Unique for an individual in an Application（2015/2/12） 

Overview on Define-XML and Dataset-XML（2015/1/15） 

Hepatitis C Public Review（2015/1/8） 

Webinarでは、実装時に
注意が必要な変数やドメ
インを取り上げ、
Exampleを用いた解説や
アドバイスをまとめて説
明されることがあり、
Standardsの正しい理解
に役立てることができる。 

http://www.cdisc.org/webinars
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Pinnacle21 Forum（ https://www.pinnacle21.net/forum ） 

Pinnacle21コミュニティにて公開されている意見交換サイト 
【ページ構成】 
「General」「Support」「Product 
Suggestions」の3つのカテゴリ別に
意見交換の場が提供、公開されて
いる。 
・「General」 
News：データバリデーション、ＣＤＩＳ
Ｃ標準、法規制遵守に関する最新
ニュース。 
General Discussion：Pinnacle21プ
ロジェクトにおける技術的ではない
ディスカッション 
・「Support」： 
Troubleshooting and Problems：
製品がうまく動作しない場合。 
SDTM/ADaM/SEND：標準とバリ
デーションルールに関するテクニカ
ルサポート 
Define.xml：作成時、バリデーション
時に関する質問。 
・「Product Suggestions」： 
Enhancements and Feature 
Requests：機能要求、新しいプロ
ジェクトのアイデア等の提案 
Validation Rule Suggestions： 
Pinnacle21 Validatorへの追加
ルールの提案 

【利用方法】 
・会員登録（無料）の上、サイト上部にある「Post new Forum topic」ボタンより意見を投稿す
ることができる。 
 

・会員登録せずとも過去に登録された全ての投稿を閲覧・検索できる為、その中から必要な
情報を入手できる可能性がある。 

情報の入手方法 from “Q&A” 
-CDISC実装上のQ&A①- 
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CJUG SDTMガイドラインタスクチームにより公開されているQ&Aサイト 

CDISC Q&A（http://qa.okadajp.org/） 

【ページ構成】 
「questions」「tags」「ユーザ」
「badges」「unanswered」の5つの
タブから構成され、「questions」
タブを選択すると全てのQ&Aを確
認することができる。 

【利用方法】 
・会員登録（無料）の上、サイト右
上部にある「ask a question」ボ
タンより質問を投稿することがで
き、回答が投稿された場合、会
員登録時のメールアドレスにメー
ルが配信される。 
 

・会員登録せずとも過去に登録
された全てのQ&Aからキーワード
検索することができる為、その中
から必要な情報を入手できる可
能性がある。 

情報の入手方法 from “Q&A” 
-CDISC実装上のQ&A②- 

Note: CJUG SDTMチームでauthorizeした回答ではないことに留意 

http://qa.okadajp.org/


CDISC以外の団体によるCDISC関連の会合・セミナーは数多く存在する。ここで
は日本国内で開催される主なものを取り上げている。 

情報の入手方法 from “国内会合・セミナー” 
-CDISC以外の団体が主催する主な国内会合・セミナー - 
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• 2016年11月13-15日：日本年会 
• 2017年2月6-7日：CDMワークショップ 

DIA：クリニカルデータマネージメント・ワー
クショップ、日本年会 

• 2016年8月 4日 
PhUSE：Single Day Event in Japan 

• 毎年夏（2016年は7月21日、22日） 
 SAS:ユーザー総会 

• 年1、2回 
UMIN：CDISC標準入門セミナー 

• 2015年：ユーザー会、セミナー、Webinar 各１回 
• ユーザー向けWebinar 月1回程度 

UMC：WHO Drug ユーザーミーティング・
WHO Drug SEMINAR in Japan・Webinars 

• 2015年：ワークショップ（PMDA・日本CRO協会と共
催） 1回 製薬協：医薬品評価委員会シンポジウム 

・会合の開催情報の入手
方法は、団体によって異
なるが、会員登録をする、
あるいは、非会員でも一
度会合やセミナーに参加
すると以降はメールで自
動配信されるものもある。 
・会員と非会員で得られ
る情報が異なる場合もあ
るので、要注意。 



最後に 

•「CDISC・電子データ提出関連文書リソース集」を
2015/7/31に製薬協HPに公開し、その後文書の更
新・追加に伴い2016/5に第2版を公開した。 

•CDISCに関する最新情報を入手するためのノウハウを
集約した資料「CDISC関連情報の入手方法」をリソー
ス集の別添として製薬協HPに公開した。 

•上記の資料が各社の自立的な情報収集を推進し、申
請電子データ提出関連業務効率化の一助となれば幸
いである。 
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引用 

•CDISC・電子データ提出関連文書リソース集 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment
/cdisc.html 

 

•CDISC・電子データ提出関連文書リソース集 第2版 

•CDISC 関連情報の入手方法（ノウハウ集） 

http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/tiken/allotment
/cdisc_2.html 
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