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Disclaimer 

• 本発表は、現在タスクフォース（TF）で検討している
内容の中間報告となります。今後の検討により、最終
報告では内容が異なる可能性がある点にご留意くださ
い。 

• また、発表者の所属組織としての見解を示すものでは
ありません。 
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関連通知、ガイド、FAQ等 
• 本発表は2016年7月31日時点の通知・ガイドを参照しており、これ以降に

追加・更新された内容は含まれません 
– 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  

(平成26年6月20日 薬食審査発0620第6号) 
– 「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」 に関する質疑

応答集（Q&A）について (平成26年6月20日 事務連絡) 
– 承認申請時の電子データ提出に関する実務的事項について  

(平成27年4月27日 薬食審査発0427第1号) 
– 「承認申請時の電子データ提出に関する実務的事項について」に関する質疑応

答集（Q&A）について (平成27年4月27日 事務連絡) 
– 「承認申請時の電子データ提出等に関する技術的ガイドについて」の一部改正

について (平成28年6月30日 薬機次発第0630001号) 
– 申請電子データ提出に関する技術情報（FAQ、データカタログ等） 

• 申請電子データ提出に際して利用可能な規格一覧（平成27年7月30日） 
• バリデーションルール一覧（平成27年11月18日） 
• 申請電子データに関するFAQ (最終更新日: 平成28年7月8日) 
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http://www.pmda.go.jp/files/000159962.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000160846.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000160846.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000204726.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000204727.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000204727.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000212967.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000212967.pdf
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/p-drugs/0028.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/p-drugs/0029.html


Agenda 

• はじめに 
• 用語の定義 
• PMDAのバリデーションルールおよび実施方法 
• 代表的なバリデーションツール 
• バリデーション結果に対する対応 
• まとめ 
• 製薬協TFの今後の予定 
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はじめに （発表内容と目的） 

• CDISCデータのバリデーション 
規制当局では、申請電子データの受入検査の一環として
Pinnacle 21のvalidatorを使用しCDISCデータのバリデーション
を実施。検出したissueに対して申請者に説明を求める。 
 
 
 
申請者は、事前にPinnacle 21のvalidatorでCDISCデータの
バリデーションを実施し、検出したissueに対し十分な説明ができ
るよう把握する。 
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はじめに （発表内容と目的） 

• 発生したIssueの把握と対応 
– Pinnacle 21 validatorで検出したIssueの発生原因を特

定、分類し、対応を検討する。 
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Pinnacle 21  
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 



用語の定義 （本発表内） 

• CDISCデータの“バリデーション” 
– CDISCが規定した標準に準拠していることを確認すること 

 

• 「Issue」「Validation Issue」 
– Validatorを実行した結果、「Reject」「Error」「Warning」の

いずれかに該当する問題があること 
※この状態を「エラー」とは呼ばないこととする。 

• 「●●ルールに抵触」（●●=Reject等のSeverityまたはRule ID） 

– 具体的なルールに関してissueがある場合 
※この状態を「違反」とは呼ばないこととする。 
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データ提出時のバリデーションの実施 
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申請予告 [ゲートウェイ/申請者] 
• 申請予定日の5~1週間前 

電子データ送信 [ゲートウェイ/申請者] 
• 申請予告から申請日までの任意のタイミング 
• 送信時にCTバージョン等の情報を入力（TSVファイル） 

ウイルスチェック [ゲートウェイ/PMDA] 
• データ送信完了後にウイルスチェック結果を受領 

CDISCデータのバリデーション  
[Pinnacle21 Enterprise/PMDA] 

Pinnacle 21 
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 



Pinnacle21 Validator 
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Pinnacle 21 
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 



Pinnacle21 Validator 
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Pinnacle 21 
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 



• 2015年9月のワークショップ資料より 

PMDAのバリデーションルール 
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Pinnacle 21 
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 

安藤友紀 (2015) 「承認申請時の電子データ提出等に関する
技術的ガイド及びその他の技術的詳細について」 

Reject 

Error 

Warning 



PMDAとFDAの違い (1/2) 

• 同義のValidation Rule（Descriptionが同一）でも、
FDAとPMDAでSeverityが異なる場合がある 

• 特にFDA申請を予定している場合： 
– バリデーション：両方のルールを用いて行う必要性 
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Pinnacle 21 
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 



PMDAとFDAの違い (2/2) 

• PMDAとFDAで同じSeverityであっても、 
申請者が取るべきアクションが異なる場合がある 

• 例：Severity=ErrorのIssueがある場合 
– FDA 

最低限、Reviewer’s Guideで説明すればよい 
（SDRG/ADRGの「Data Conformance Summary」） 

– PMDA 
上記に加え、申請前の相談が必須 
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Pinnacle 21 
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 



Issue発生原因の特定 (1/2) 
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対象 Pinnacle 
Rule ID 

重大性 Message 状況、Issueの原因 

SDTM SD0013 Error CMSTDTC is 
after CMENDTC 

ある併用薬の開始・終了日について、開
始「月」がCRF上ブランクになっているため。
ただし、施設への調査により、開始日が終
了日よりも前であることは確認できている。 

SDTM SD1212 Error VSSTRESN does 
not equal 
VSSTRESC 

自社のSDTMの仕様上、BMI等の導出
変数に関して、数値変数LBSTRESNに
は丸めない値、文字変数VSSTRESCに
は丸めた値を保持することとしているため。 

ADaM AD0246 Error CNSR is present 
but both ADT 
and ADTM are 
not present 

Breast Cancer TA Users Guideに
従って、ADEVENTをADTTEの
intermediate datasetとして作成した
場合、AVALはADEVENT.ASTDYを
predecessorとし、STARTDTや
ADT/ADTMを作らないため。 

Pinnacle 21  
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 



Issue発生原因の特定 (2/2) 
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対象 Pinnacle 
Rule ID 

重大性 Message 状況、Issueの原因 

SDTM SD0002 Reject NULL value in 
AEDECOD 
variable marked 
as Required 

中間データで申請する試験で、中間解析
対象のAEはすべてコーディングされるが、そ
れ以外（中間データ固定直前に入力され
たAE等）は、社内データポリシーでコー
ディングしていないため、結果としてSDTM
にコーディングされないレコードが発生した。 

SDTM SD0064 Reject Subject is not 
present in DM 
domain 

誤って2回割り付けを行ってしまった被験者
に対して、CRFで背景情報が入力されず、
DMにレコードが存在しなかったため。 

Define
.xml 

DD0006 Reject Missing required 
'TranslatedText' 
value 

旧バージョンのPinnacle21のバグにより、
Define.xml中のElementが実際には
Requiredでないのに誤判定されてしまっ
たため。（最新版のPinnacle21 
Communityでは改修された。） 

Pinnacle 21  
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 



Issueの原因分類 

1. ソースデータ 
– 治験で収集したデータに由来するIssue 

2. Validator依存 
– Validatorの不備やロジックの精度等に由来するIssue 

3. データ仕様、企業のデータ作成ポリシー 
– 事前に定義していたデータの仕様、企業で標準的に保有して

いるデータハンドリングやデータの作成方法に由来するIssue 
4. データ作成プログラム 

– データを作成するためのプログラムの不備に由来するIssue 
5. その他 

– CDISC標準間の不整合等 
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Pinnacle 21  
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 



Issueの原因分類のあてはめ（1/2） 
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対象 Pinnacle 
Rule ID 

重大性 Message 状況、Issueの原因 

SDTM SD0013 Error CMSTDTC is 
after CMENDTC 

ある併用薬の開始・終了日について、開
始「月」がCRF上ブランクになっているため。
ただし、施設への調査により、開始日が終
了日よりも前であることは確認できている。 

SDTM SD1212 Error VSSTRESN does 
not equal 
VSSTRESC 

自社のSDTMの仕様上、BMI等の導出
変数に関して、数値変数LBSTRESNに
は丸めない値、文字変数VSSTRESCに
は丸めた値を保持することとしているため。 

ADaM AD0246 Error CNSR is present 
but both ADT 
and ADTM are 
not present 

Breast Cancer TA Users Guideに
従って、ADEVENTをADTTEの
intermediate datasetとして作成した
場合、AVALはADEVENT.ASTDYを
predecessorとし、STARTDTや
ADT/ADTMを作らないため。 

1. ソースデータ 

3. 仕様・ポリシー 

5.その他（CDISC
標準間の不整合） 

Pinnacle 21  
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 



Issueの原因分類のあてはめ（2/2） 
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対象 Pinnacle 
Rule ID 

重大性 Message 状況、Issueの原因 

SDTM SD0002 Reject NULL value in 
AEDECOD 
variable marked 
as Required 

中間データで申請する試験で、中間解析
対象のAEはすべてコーディングされるが、そ
れ以外（中間データ固定直前に入力され
たAE等）は、社内データポリシーでコー
ディングしていないため、結果としてSDTM
にコーディングされないレコードが発生した。 

SDTM SD0064 Reject Subject is not 
present in DM 
domain 

誤って2回割り付けを行ってしまった被験者
に対して、CRFで背景情報が入力されず、
DMにレコードが存在しなかったため。 

Define
.xml 

DD0006 Reject Missing required 
'TranslatedText' 
value 

旧バージョンのPinnacle21のバグにより、
Define.xml中のElementが実際には
Requiredでないのに誤判定されてしまっ
たため。（最新版のPinnacle21 
Communityでは改修された。） 

3. 仕様・ポリシー 

1. ソースデータ 

2. Validator 
    依存の問題 

Pinnacle 21  
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 



Issueの想定される状況ととりうる対策 
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Pinnacle 21  
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 

• 状況 
– 医療機関や外部測定機関にて収集したソースデータ（CRF、

臨床検査Lab、Central ECGデータ等も含む）に原因がある 
– 取得を想定していたデータが何らかの理由で取得できない 

 
• とりうる対応： 

– ソースデータの変更はできない 
– SDTM/ADaM作成時にIssueを回避できる場合もある 
（Define.xml/Reviewer’s Guideに記載が必要） 

原因分類1： ソースデータ 
 



Issueの想定される状況ととりうる対策 
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Pinnacle 21  
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 

• 状況 
– Validation RuleがPinnacle21で正しく実装されていない 
– Validation Rule自体が不明瞭/不正確 

（いわゆる”偽陽性”のIssueが検出される） 
 

• とりうる対応 
– Issueの原因が本当にValidatorの問題なのか精査が必要 
– 基本的にはRGで説明、Reject IssueはPMDAに相談 
※このような場合、Pinnacleに改善を求めることも重要 

原因分類2：Validator依存 
 



Issueの想定される状況ととりうる対策 
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Pinnacle 21  
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 

• 状況 
– 企業特有のデータ仕様、標準的データハンドリングルール、 

データの作成方法に由来 
 

• とりうる対応 
– Reject：修正 or PMDAに相談 
– Error：修正 or 修正せずRGで説明 

 

原因分類3：データ仕様、企業のデータ作成ポリシー 
 



Issueの想定される状況ととりうる対策 
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Pinnacle 21  
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 

• 状況 
– データの仕様は正しいが、プログラミングの間違いによってIssue

となっている状況 
 

• とりうる対応 
– 基本的には、重大性によらず事前のバリデーションで検知し、修

正対応されるべき。 

原因分類4：データ作成プログラム 
 



Issueの想定される状況ととりうる対策 
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Pinnacle 21  
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 

• 状況 
– その他様々な理由によりIssueが発生している状況 

• CDISC標準そのものの間違い 
• CDISC標準間の不整合（例：ADaM IGとTA User’s Guide等） 

 

• とりうる対応 
– Rejectに該当するIssue以外は、修正せずRGで説明 
※このような間違い・不整合はCDISCにフィードバックし改善 
 （次バージョンでの対応）を求めることも長期的には重要 

原因分類5：その他 
 



Issueの想定される状況ととりうる対策まとめ 
原因 | 重大性 Reject Error Warning 
1. ソースデータ 

2. Validator依存 

3.仕様・ポリシー 

4.プログラムエラー 

5. その他 
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Pinnacle 21  
validator 

Issueの 
原因分類 

Issue対応 
Issueの発生 
原因の特定 

PMDAへ 
相談 PMDAへ 

事前説明 
 
 
 
 
 
 
 

修正対応  



まとめ 

• 申請企業がデータ提出までに確認しておくべきこと 
  ☑ Rejectに該当するIssueがない 

–  例外的なケースはPMDAに相談が必要 
  ☑ ErrorはPMDA相談で事前に説明している 
 
• バリデーション結果への対応 

– Severityのみを基準に単純な判断はできない 
– Issueの原因分類も考慮する必要がある 
– ソースデータや仕様に立ち返る必要がある 
→ 申請企業が対応方法を総合的に判断 
→ PMDA相談の有効活用（特に移行措置期間） 25 



製薬協TFの今後の活動予定 

• 2016年度 TF1 
申請電子データ提出に向けた実務的な課題と対応の検討 
 
– テーマ1: PMDAバリデーションルール、FDAとの差分分析 
– テーマ2: ISS/ISEの電子データ提出 
– テーマ3: CDISC実装における生産性に関する課題 
– テーマ4: 電子データ提出関連の情報収集・発信 

 

• 現在/将来の課題に対して、申請企業が納得したうえで、
正確な申請データを正しく活用できるような対応策を検討 
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資料作成者（社名五十音順） 

会社名 氏名 
協和発酵キリン株式会社 大内喜海 
サノフィ株式会社 小泉慶一 
サノフィ株式会社 月田あづさ （タスクフォースリーダー） 
第一三共株式会社 浅見 由美子 （タスクフォースリーダー） 
中外製薬株式会社 淡路 直人 （タスクフォースリーダー） 
株式会社中外臨床研究センター 坂上拓 
日本イーライリリー株式会社 山口孝一（発表者） 
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日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 データサイエンス部会 
2016年度タスクフォース1 テーマ1-2 
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