
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

- 臨床薬理関連領域の電子データについて -

質疑応答



Q1
申請時に提出した電子データについて、PMDAで不明な点がある場合や、
PMDAではプログラムが動作しなかった場合は、申請後に照会事項として対
応を求められることがあるのか。

Ａ1
（PMDA）
基本的に申請後に照会事項として対応を求めることはない。

（業界）
プログラム手順書で実際にスタンドアローンでプログラムが動くかどうかな
どのinternalなtestを実施することを考えている。とくに、NONMEMやR
やS-PLUSなどを利用する、社内でinternalにdevelopしたようなプラット
フォームやアプリなどがある場合には注意が必要かもしれない。Rなどのラ
イブラリにもよく使う図表などのプログラムを追加すれば、Rのバージョン
が変わった際に新しいバージョンでも作動するのか、しない場合に前のバー
ジョンとともにライブラリごと提出するかなど、各会社の状況によってプロ
グラムが可能な限り動くよう、気をつけるべきところがないか検討し、予め
電子データ提出のPMDA相談にて議論しておくことも必要。



Ａ2
（PMDA）
• 基本的に本邦で発出されている通知、技術情報等に
従う必要がある。

• CDISC標準に準拠すべきデータについては、
PMDAがHPで公表しているバリデーションルール
に従った対応が必要。

• 母集団解析、PBPKモデル解析等ついても、通知、
技術情報等で要求されている説明文書については作
成する必要がある。

Q2
FDAで提出した電子データは、PMDAにそのまま提出
することが可能か。



Ａ3
（PMDA）
• 試験結果または申請者の実施した解析の結果から導
かれる結論や、意思決定の適切性の確認を行う。

• その観点から、申請者と異なる条件で解析またはシ
ミュレーションを、PMDA内で実施することは考え
られる。

Q3
今後は、個別品目の審査において、PMDA内で独自に
解析またはシミュレーションを実施し検証することが
想定されるのか。



Ａ４
（PMDA）
• 薬物動態において明らかに影響がないと判断される
試験結果が得られた試験は提出不要。

• 後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインにお
けるBEの許容域が一つの目安と考えている。

• 許容域より広い範囲の場合でも、提出不要な場合も
あると考えており、治験相談をご活用いただきたい。

Q４
食事の影響試験や薬物相互作用試験について、試験結
果から明らかに「影響がなかった」と判断される試験
についても電子データの提出対象となるのか。



Ａ５
（PMDA）
• 血中濃度のデータは、臨床試験から収集されたデー
タでありPCドメインに格納して提出する必要があ
る。

• 薬物動態パラメータは計算値であって、収集された
データではないが、パラメータ自体を薬剤に関する
特徴を表すデータとしてとらえるので、データベー
スに含まれる情報として、PPドメインに格納して
提出すること。

Q５
SDTMで個々の臨床試験データを提出する場合、PC
およびPPドメイン（特にPPドメイン）についても提
出が必要か。



Ａ６
（PMDA）
• ADPPは、薬物動態パラメータを用いた解析用の
データを格納するドメインである。

• 薬物動態パラメータを用いて、主要な評価に係わる
解析を実施している場合にはADPPの提出が必要。

• 薬物動態パラメータの要約統計量を算出しているの
みの場合にはADPPの提出は不要。

Q６
薬物動態パラメータを格納する解析データセット
（例：ADPP）はどのような場合に提出が必要か。他
のドメインと比べて、位置づけ、必要性が明確になっ
ていないため、もう少し具体的に解説してほしい。



Ａ7
（PMDA）
SDTM-IGに記載されているとおり、PCの変数から
PPの変数を作成した過程をRELRECを作成して説明
すること。

Q７
SDTMのPCとPPを作成した場合、RELRECを作成す
る必要があるか。



Ａ８
（PMDA）
• 実務的通知３．（２）イに示した通り、不採用とした濃度の

データは、PPドメインに格納する薬物動態パラメータの算
出に用いた解析データセットに保管すること。

• フラグを設定して区別する等、提出された資料において、薬
物動態パラメータ算出時に不採用としたデータが明確になる
ようにすること。

（業界）
Missingやunscheduledのデータなどの取り扱い、あるいは、
PK解析（半減期など）で採用するデータなど、SOPやinternal 
guideline、あるいは解析計画書等で規定している場合には、解
析仕様書の代わりに、もしくはそれと併せて提出することで差
し支えないと理解している。

Q８
PPドメインを作成する場合、不採用とした濃度データの情報を
どのような形式でどこに保管すればよいか。



Ａ９
（PMDA）
• ADaM-IGで必須とされる変数に加え、PMDAで解
析を実施する際に必要な変数を含めていただく必要
がある。

• 例えば、PK-PD解析では、PK指標として用いる
AUCなどの薬物動態パラメータと、PD指標として
用いる測定値の変化量などの解析に必要な計算値、
レコードを抽出するためのフラグ等が含まれている
必要がある。

Q９
ADaM形式のデータセットには、ADaM-IGで必須と
されている変数以外に、どのような変数を含めるべき
か。



Ａ１０
（PMDA）
血漿中データと尿中データを用いた解析自体を別々に
実施しているのであれば、別々に提出し、同時に解析
しているのであれば、一つのデータセットで提出する
こと。

Q１０
血漿中データと尿中データがあった場合、ADaM形式
のPK、PK/PD解析データセットは別々のものでも良
いのか、それとも1つのデータセットになっていなけ
ればならないのか。



Ａ１１
（PMDA）
変換したADaM形式のデータセットを用いて再度解析
する必要はない。

Q１１
ADaM以外の形式で解析用データセットを作成し解析
を実施した臨床試験を、ADaM形式の解析用データ
セットに変換して提出する場合、ADaM形式のデータ
セットで再度解析を実施する必要があるか。



Ａ１２
（PMDA）
• 「臨床薬理領域の電子データパッケージ説明書」は、
ポータルサイト上で入力される臨床試験データ提出
内容の情報から、PMDAが作成する。

• 改めて申請者が作成する必要はない。

Q１２
技術的ガイド4.2.1「臨床薬理領域の電子データパッ
ケージ説明書」について、第Ⅱ相及び第Ⅲ相試験の
各々で一部被験者に対して臨床薬理評価が行われたと
き、第Ⅱ相及び第Ⅲ相試験で作成されるデータガイド
とは独立に、「臨床薬理領域の電子データパッケージ
説明書」を作成する必要があるのか。



Ａ１３
（PMDA）
ご質問の「PPKやPKPD関連データは」、母集団解析
の格納方法との質問であると理解した。その場合は、
Legacyに含める必要はなく、任意のフォルダ（一例と
してCPフォルダ）を作成して電子データを格納し提出
すること。

Q１３
PPKやPKPD関連データを格納する場合は、すべて
CPフォルダに格納すればよいのか。Legacyフォルダ
との使い分けはどのように考えればよいのか。



Ａ１４
（PMDA）
「別紙1 本ガイドで用いる用語の体系」は技術的ガイ
ドに用いられている用語について体系的に整理した表
で、フォルダ構造と対応させて作成した表ではない。
データは「3.5 フォルダ構造」に従って適切な場所に
格納すること。

Q１４
データを適切な場所に格納できるよう、「3.5 フォル
ダ構造」と「別紙1 本ガイドで用いる用語の体系」の
関係性を説明いただきたい。臨床薬理領域のデータは，
CDISC標準以外で作成されるケースも多いと推察され
るため，指針を明示してほしい。



Ａ１5
（PMDA）
• モデル評価のために実施したVPCについては、提出対象ではない。
• シミュレーション結果を投与対象の選択や用法・用量の設定等の意思決定に用い

た場合には、当該シミュレーションは提出対象となる。
• シミュレーション毎に提出するデータとしては、結果が再現できるプログラム、

プログラムが提出できない場合は、解析アルゴリズムを説明した解析仕様書、プ
ログラム手順書が該当する。

• シミュレーションの過程で生成されるデータセット等については、提出不要。

（業界）
電子データ提出のためのPMDA相談では、母集団解析などでは計画段階にはあっても、
どのような図表を作成するかまでは決定していないのが実情と考えられる。したがっ
て、実質、何の図表のプログラムを提出すべきかの議論はできないと考えられるので、
診断図とVPC以外の図については、すべて提出するものとして準備を進めるのが実
際的だと思われる。なお、委託の際には、委託先からどのようなプログラムが提供可
能かも確認しておく必要がある。

Q１５
• 開発の過程では母集団解析の結果を用いたシミュレーションが実施されるが、実

施されたすべてのシミュレーションが電子データを提出範囲となるのか。あるい
はCTDに掲載されているかを基準にする等、申請者が重要と判断したものを提
出することでよいのか。

• シミュレーション毎に具体的にどのようなデータを提出すればよいか。



Ａ１６
（PMDA）
• PBPKモデル解析でシミュレーション時に発生した全ての値

とは、シミュレーションによって発生させた生理パラメータ
の全ての値と理解した。

• シミュレーションによって発生させた生理パラメータの全て
の値は、PBPKモデル解析を実施するために必要な情報であ
るため、着目すべきか否かに関わらず、PBPKモデル解析結
果の一部として提出する必要がある。

Q１６
PBPKモデル解析でシミュレーション時に発生した全ての値も
シミュレーション結果の一部として提出するのか、それともPK
変動に影響する着目すべき生理的パラメータのみでよいのか。



Ａ１７
（PMDA）
シミュレーション結果を視覚的に示した図に基づいて
用法用量の設定の検討を行う等の場合は、図の作成プ
ログラムも提出すること。

Q１７
図を用いた定性的な評価も用法用量の設定根拠の一部
になる場合があるが、この場合、図を作成するプログ
ラムの提出も必要なのか、あるいは、元となるシミュ
レーションデータを提出するのみで良いのか明らかに
してほしい。



Ａ１８
（PMDA）
• 臨床薬理領域でCDISC標準に準拠して提出される電
子データについても、Analysis result metadata
の提出が推奨される。

• 提出の対象については、試験の目的に相当するよう
な主要な解析が該当すると考えている。

Q１８
臨床薬理領域でCDISC形式に従って電子データを提出
する場合でも、Analysis result metadataの提出が推
奨されるのか。その場合の対象範囲について解説をし
てほしい。



Ａ１９
（PMDA）
• 可能な限り申請資料作成時と同じ解析環境で検討することが

望ましいと考えているが、常に同一の解析環境を用意するこ
とは現実的ではない。

• 解析にあたっては、ベンダーから提供されるソフトウェアの
バージョンアップログを確認し、バージョン間の差異を考慮
した上で、審査を進めることを考えている。したがって、
バージョン間の解析結果の差異が大きな問題となることはな
いと考えている。

Q１９
解析ソフトによっては使用するバージョンによって解析結果に
差異が生じるものがあるが、審査の過程で解析結果を検証され
る際には、企業が解析に用いたのと同じバージョンのソフト
ウェアを用意されるのか。また、当時の解析結果を再現できな
い可能性もあるため、どこまで企業側で当時の解析結果の再現
性を保証する必要があるのか。



Q20
電子データを提出するにあたって、臨床薬理担当者と電子デー
タ提出担当者はどのようなコミュニケーションをとることが想
定されるか、また望ましいと考えられるのか。

Ａ20
（業界）
パイロット試験では、MSDでは薬事が統括する形で電子データ
提出を進めた。ただし、TSVファイルの部分については統計部
門、臨床薬理部門、薬事部門で連携をとりながら、TSVファイ
ルには各部門の担当者が入力した。その経験から、今後も各部
門の担当者が実際の入力を行うことを想定し、QCや入力データ
のアーカイブなどの点で今後の混乱を避けるため、社内SOPや
ガイドラインなどを作成している。



Ａ21
（PMDA）
• PK解析が複数時点にて実施された場合、主要な解析と時点が
異なってもmiscフォルダに格納する必要はない。

• 複数時点のデータを同時提出する場合でも、ADaMデータ
セットを解析時期によって、名前を変える等して作成し、
ADaMデータセットを格納するフォルダに格納して提出する
こと。

Q21
抗がん剤や抗菌薬などの患者試験において、同一試験内の複数
時点（カットオフ）でPK解析を実施し、さらにその時点が有効
性評価や安全性評価などの、他の主要な解析と時点が異なる場
合、adamフォルダにはPK主解析と考えるデータを、miscフォ
ルダには他の時点でのデータを格納すればよいか。また、misc
に格納するPK解析用データセットはADaM形式でなくても問
題ないか？



Ａ2２
（PMDA）
有効性及び安全性の解析に関する解析データセットに使用され
ている変数を、PD指標として薬物動態/薬力学解析を実施する
場合、薬物動態/薬力学解析の解析用データセットは、必ずしも
ADaM形式で提出する必要はない。

Q2２
実務的通知 3（2）ア①で、薬物動態又は薬物動態/薬力学解析
（PK/PD）に関する解析データセットはADaM以外の形式で
提出することでも差し支えないとある一方、有効性及び安全性
に関する解析データセットはADaM形式で提出することとされ
ている。曝露－反応解析では、PK-有効性またはPK-安全性解
析を実施するが、このような曝露－反応解析（「PD＝有効性ま
たは安全性パラメータ」）である場合には、薬物動態/薬力学解
析に関する解析データセットをADaM形式で提出する必要があ
るのか。



Ａ2３
（PMDA）
薬物動態担当職員に対して、主要解析ソフトウエア研修を行い、
解析スキルの向上に努めるとともに、FDAに職員を派遣し、連
携を図っている。AMED研究班において関連指針を検討してお
り、PMDA内でのM&S事例の集積、FDA、EMA、Health 
CanadaとのM&S活用事例の意見交換に取り組んでいる。

Q2３
「健康・医療戦略」（平成25年6月14日関係大臣申合せ）で
述べられている「PMDA自らが臨床データ等を活用した解析や
研究を進め、」について、臨床薬理分野におけるPMDA内での
人材育成や研究促進の方策、本邦の産官学での取り組み、
FDA/EMAとの連携など、現在の進捗やパースペクティブにつ
いてご紹介いただけたら幸いです。


