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本日の内容
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1. 次世代審査・相談体制構築に向けた全体像

2. 次世代審査・相談体制構築の今後のスケジュール

3. 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



本日の内容
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1. 次世代審査・相談体制構築に向けた全体像

2. 次世代審査・相談体制構築の今後のスケジュール

3. 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



データ提出・利用のイメージ
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システム概要
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A) CDISC標準規格に準拠したデータ

B) ゲートウェイを介した電子的提出及び自動検証（バリデーション）

C) 原本データの一元的な保管

D) 解析に向けたデータ処理

E) データ解析及び解析結果の共有

F) 次世代審査運用体制
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標準化された電子データの提出により
期待されるメリット
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●客観的でより科学的な議論・意思決定による審査の効率化・高度化

●品目横断的な検討や、Modeling & Simulation等の活用にもつながる

e.g. 薬物動態と臨床効果との関連、臨床効果の用量反応性、疾患経過や予後予測

●製品に共通する情報解析結果からのガイドラインや提言の早期作成

●PMDAで実施した様々な解析結果に基づいた承認審査・対面助言による開発成
功率の向上

●従来の承認審査での負担軽減（再解析の照会事項減少・軽減）

●国際標準に合わせた社内体制の整備推進

●迅速・効率的な開発による製品の早期実用化の恩恵

●特に希少疾病用医薬品開発等、患者数が少なくデータ集積が困難な領域での開発
促進につながる

●有効性や安全性に関するより合理的・効果的な予測に基づいた治療を受けられる

規制
当局

企業

患者



本日の内容
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1. 次世代審査・相談体制構築に向けた全体像

2. 次世代審査・相談体制構築の今後のスケジュール

3. 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



中長期的な展望
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現在（H27年度）

H28年度

～H30年度

H31～33年度

H34～35年度

•申請データを滞
りなく受け取り
適切に管理

•審査でのデータ
活用が可能

•承認までの期
間維持、企業
負担徐々に減
少へ

•審査での有効
性・安全性の予
測向上

•毒性試験、製造
販売後調査等
の電子データ利
用の検討へ

•各ガイドラインや
留意事項等を策
定

•品目横断的検討、
疾患モデルの検
討を本格化

•疾患モデルを
策定

•疾患別ガイドラ
インを策定

「世界
第一級の」
審査機関へ

データ受け入れ
体制整備

個別品目審査での
データ活用が定着

品目横断的検討
本格的に開始

ガイドライン発信→
開発への貢献

アジア人のデータに
基づくガイドライン、

疾患モデル等

現時点の想定と期待

ペーパーレス
の促進



今後のスケジュール（案）
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タスク
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

4月
～
6月

7月
～
9月

10月
～

12月

1月
～
3月

4月
～
6月

7月
～
9月

10月
～

12月

1月
～
3月

4月
～
6月

7月
～
9月

10月
～

12月

1月
～
3月

4月
～
6月

7月
～
9月

10月
～

12月

1月
～
3月

4月
～
6月

7月
～
9月

10月
～

12月

1月
～
3月

通知等

申請電子データ
提出

eCTD提出

申請電子データ
提出確認相談

パイロット

システム構築

実務的通知、技術的ガイド

データ提出確認相談通知

QA等 関連情報随時更新

データ提出（経過措置期間）データ提出開始

eCTD提出・ゲートウェイ提出（経過措置期間）

eCTD(v4.0)移行経過措置期間

原則eCTD提出

相談試行（事前面談）

相談枠新設

H27年度パイロット

システム構築・運用テスト
システム保守・運用・改修



本日の内容
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1. 次世代審査・相談体制構築に向けた全体像

2. 次世代審査・相談体制構築の今後のスケジュール

3. 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日付

薬食審査発０４２７第１号

厚生労働省医薬食品局

審査管理課長通知
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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（実務的通知）

http://www.pmda.go.jp/files/000204726.pdf

英語版準備中



承認申請時の電子データ提出に関する
実務的事項に係る発出通知等

発出通知等
（予定しているものを含む）

内 容 発出タイミング

1 基本的通知 申請電子データ提出に係る基本的考え方を示すもの 平成26年6月24日

2 基本的通知に係るQ&A 申請電子データ提出に係る基本的考え方を補足するもの 平成26年6月24日

3
実務的通知（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）

申請電子データ提出に関する実務的な内容のうち、制度運用
の骨格に関わる重要事項、かつ更新頻度が低いもの（少なく
とも数年間は改訂しないもの。いわゆる、ビジネスルール、等）

平成27年4月27日

4 実務的通知に係るQ&A 実務的通知を補足するもの 平成27年4月27日

5 技術的ガイド（承認申請時の
電子データ提出等に関する技
術的ガイド）

申請電子データに提出に関する実務的な内容のうち、更新頻
度が高いものであって、特に技術色の強い事項

平成27年4月27日

6
新医薬品の申請電子データ提
出確認相談に関する実施要綱

申請電子データ提出に伴い新たに設置した申請電子データ提
出確認相談に関する相談手順等を示すもの

平成27年5月15日

7
実務的通知及び技術的準拠
ガイド参照先Webページ

「3実務的通知」及び「5 技術的準拠ガイド」において引用する、

さらに更新頻度の高い情報（データカタログ、バリデーション
ルール、ポータルサイト使用マニュアル、等）

平成27年7月頃
（予定）

8
FAQ Webページ 1～5をさらに補足する、あるいは1～5でカバーされてない留意

点、等
平成27年中開始
（予定）
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本日の説明会内容
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発出通知等
（予定しているものを含む）

内 容 発出タイミング

1 基本的通知 申請電子データ提出に係る基本的考え方を示
すもの

平成26年6月24日

2 基本的通知に係るQ&A 申請電子データ提出に係る基本的考え方を補
足するもの

平成26年6月24日

3
実務的通知（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）

申請電子データ提出に関する実務的な内容の
うち、制度運用の骨格に関わる重要事項、か
つ更新頻度が低いもの（少なくとも数年間は改
訂しないもの。いわゆる、ビジネスルール、等）

平成27年4月27日

4 実務的通知に係るQ&A 実務的通知を補足するもの 平成27年4月27日

5
技術的ガイド（承認申請時の
電子データ提出等に関する技
術的ガイド）

申請電子データ提出に関する実務的な内容の
うち、特に技術色が強く、更新頻度が高いもの

平成27年4月27日

6
新医薬品の申請電子データ提
出確認相談に関する実施要綱

申請電子データ提出に伴い新たに設置した申
請電子データ提出確認相談に関する相談手順
等を示すもの

平成27年5月15日

7
実務的通知及び技術的準拠
ガイド参照先Webページ

「3実務的通知」及び「5 技術的ガイド」におい

て引用されるものであって、更新頻度の高い情
報（データカタログ、バリデーションルール、
ポータルサイト使用マニュアル、等）

平成27年7月頃
（予定）

8 FAQ Webページ 1～5の補足、又は1～5でカバーされてない留
意点、等

平成27年中開始
（予定）

本日の主な
説明内容

別途、
説明の場を
持つ予定



承認申請時の電子データ提出に
関する運用について：

全般的事項

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

次世代審査等推進室

中山 智紀
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本日の内容

2

1. 電子データの提出対象

2. 承認申請受付日の取扱い

3. 電子データ提出開始時期及び経過措置期間

4. 電子データに係る相談プロセス

5. 電子データ提出と信頼性調査の関係

6. 電子データに係る情報管理



本日の内容
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1. 電子データの提出対象

2. 承認申請受付日の取扱い

3. 電子データ提出開始時期及び経過措置期間

4. 電子データに係る相談プロセス

5. 電子データ提出と信頼性調査の関係

6. 電子データに係る情報管理



電子データの提出対象となる品目

原則として 「医薬品の承認申請について」（平成17年3月31日
付け薬食発第0331015号厚生労働省医薬食品局長通知）の別

表２－（１）に掲げる（１）から（７）、（９）及び（９の２） に該当する

品目

※（１）：新有効成分含有医薬品

（２）：新医療用配合剤

（３）：新投与経路医薬品

（４）：新効能医薬品

（５）：新剤型医薬品
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（６）：新用量医薬品

（７）：バイオ後続品

（９）：類似処方医療用配合剤

（９の２）：類似処方医療用配合剤

（再審査期間中でないもの）

＊（８）剤型追加に係る医薬品や一般用医薬品は対象ではありません

提出対象となる承認申請区分



電子データの提出対象となる臨床試験データ等

基本的に提出を求める試験

• 有効性、安全性及び用法・用量の主要な根拠となると考えら
れる評価資料。概ね、第Ⅱ相試験及び第Ⅲ相試験（長期投
与試験を含む）の成績に関する資料が該当する

• 第Ⅰ相試験及び臨床薬理試験のうち、以下の試験

– 抗悪性腫瘍剤分野

– 日本人と外国人の双方に対して実施された第Ⅰ相試験

– ICH E14ガイドラインに基づくQT/QTc評価試験

5

提出対象となる資料の範囲



電子データの提出対象となる臨床試験データ等

PMDAが必要と判断した場合に提出を求める試験等

6

提出対象となる資料の範囲（続き）

試験等 具体例

標準的な薬物動態解析が
実施された臨床試験

• 薬物動態又は薬物動態/薬力学に関する試験成績が用法・用
量の主要な根拠となる場合の第Ⅰ相試験又は第Ⅱ相試験

• 小児、高齢者及び肝・腎機能障害患者に対する用法・用量又
は用量調節の主要な根拠となる臨床薬理試験

母集団解析

• 国際共同治験やブリッジング試験等を利用した開発において、
日本人と外国人における薬物動態又は薬物動態/薬力学の類
似性を検討した母集団解析

• 用法・用量の主要な根拠となる母集団解析

生理学的薬物速度論
モデル解析

• 薬物相互作用による用量調節や、小児、高齢者及び肝・腎機
能障害患者に対する用法・用量又は用量調節の主要な根拠
となる場合等における生理学的薬物速度論モデル解析



電子データの提出対象となる臨床試験データ等

• 特別な集団の評価やまれな有害事象の特徴の把握といった
特定の有効性、安全性の評価のために、複数の臨床試験の
統合解析が実施されている場合には、その解析データセット
の提出を求めることがある

• 統合解析で検討されている内容によっては、日本人データが
含まれない場合も対象となり得る

7

統合解析（ISS/ISE）に関する電子データ提出



電子データの提出対象となる臨床試験データ等

• 評価資料として提出される臨床試験等については、原則とし
て電子データを提出すること

• 過去の承認取得時に既に電子データを提出済みの臨床試
験等については改めて提出する必要はない

• 既に電子データを提出済みの場合であっても、以下の場合
には、対応する解析データセット及びプログラムの提出を求
める場合がある

– 承認事項一部変更承認申請に関連して当該臨床試験成績が統合解
析の一部とされている場合

– 新たな解析が追加で実施されている場合 8

承認事項一部変更承認申請の電子データ提出



電子データの提出対象となる臨床試験データ等

• 承認申請後に臨床試験の追加データが提出される場合は、すで
に提出されたデータに追加分のデータを含む形で提出すること

– 長期投与試験の実施中に承認申請される場合

– 中間解析結果に基づき承認申請される場合、等

• 承認審査の過程で新たに提出される臨床試験の電子データや、
既に提出されている臨床試験に関する追加のデータセットやプロ
グラムの提出が必要となる場合、データセットについては基本的に
CDISC標準に準拠したデータを提出すること

9

申請後の電子データ追加提出



電子データの提出対象となる臨床試験データ等

• 再審査の対象品目の承認申請の段階で電子データが提出
された品目であって、その審査の過程で実施することが求め
られた製造販売後臨床試験の場合は、原則として、再審査
申請時に電子データを提出すること

• 承認条件とされたものに限らず、審査の過程でPMDAが実施

を求めた製造販売後臨床試験についても、電子データを提
出すること

• なお、当面の間、製造販売後調査データについては電子
データの提出対象としない

10

製造販売後臨床試験データの取扱い



電子データの提出対象となる臨床試験データ等

「新医薬品の製造又は輸入の承認申請に際し承認申請書に添
付すべき資料の作成要領について」（平成13年6月21日付け医
薬審発第899号厚生労働省医薬局審査管理課長通知）の第四
VII.7.を改正

• 必要な電子データを全て承認申請時に提出する場合は、電
子データを提出した臨床試験に関する症例一覧表のうち、以
下に該当する症例一覧表は提出しなくても差し支えない
・ 用量設定の根拠となった主要な試験及び主要な有効性の検証試験の症例

・ 実施された全ての臨床試験において観察された臨床検査値の変動を適切に
示した図

11

承認申請書に添付すべき資料の編集時の留意点



本日の内容
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1. 電子データの提出対象

2. 承認申請受付日の取扱い

3. 電子データ提出開始時期及び経過措置期間

4. 電子データに係る相談プロセス

5. 電子データ提出と信頼性調査の関係

6. 電子データに係る情報管理



電子データ提出に伴う承認申請受付日の考え方
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• 電子ファイルがゲートウェイシステム内サーバに到着後、ウ
イルスチェックにより感染等の問題がないことを、PMDAが確
認した日を「電子ファイル到着日」とする

• 電子ファイル対してバリデーションを実施し、受け入れ可否に
かかわる重大なエラーが検出されないことを確認した日を
「電子ファイル受領日」とする

• 必要な全ての電子ファイルが到着した日（電子ファイル到着
日）以降に、従来同様、手数料金額に相当する収入印紙を
貼付した承認申請書をPMDAが受領し、不備がないことを確
認した日を「承認申請受付日」とする

– なお、申請日についても従来どおり、承認申請書に記載された日付と
する

承認申請受付日の考え方



本日の内容
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1. 電子データの提出対象

2. 承認申請受付受付日の取扱い

3. 電子データ提出開始時期及び経過措置期間

4. 電子データに係る相談プロセス

5. 電子データ提出と信頼性調査の関係

6. 電子データに係る情報管理



電子データ提出開始時期及び経過措置期間について
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• 平成28年10月1日以降に承認申請する品目から電子データ
提出を開始

• これに合わせ、対象品目の承認申請添付資料については原
則eCTDによるものとする

• eCTD及び電子データの提出は、原則、ゲートウェイシステム
によること

電子データ提出開始日



電子データ提出開始時期及び経過措置期間について

• eCTD及び電子データ提出の経過措置期間は、平成32年3月
31日までとする

• 経過措置期間中においては、資料の一部のみについても電
子データ提出を受け入れるものとする

– この場合には、承認審査のプロセスは原則従前どおりの取扱いになる
ことに留意

– 経過措置期間中においては、eCTD又は電子データのみのゲートウェ
イシステムによる提出も受け入れる

– 受け入れ可能な電子データの最少単位は、試験単位とする。当該試
験に関する電子データのうち、さらに一部の電子データ（SDTMのみ、
等）の提出は受け入れられない

経過措置期間

16



電子データ提出開始時期及び経過措置期間について

eCTDの提出開始時期と経過措置期間

eＣＴＤの提出

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35～

窓口
受付

CTD（紙）

eCTD v3.2.2
（DVD）

ゲート
ウェイ
受付

eCTD v3.2.2
（ゲートウェイ）

eCTD v4.0
申請電子データ
の格納

eCTD提出経過措置期間10/1 3/31

ゲートウェイ提出経過措置期間10/1 3/31

ゲートウェイ提出経過措置期間10/1 3/31

17

eCTD(v4.0)完全移行eCTD(v4.0)移行経過措置期間



本日の内容
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1. 電子データの提出対象

2. 承認申請受付日の取扱い

3. 電子データ提出開始時期及び経過措置期間

4. 電子データに係る相談プロセス

5. 電子データ提出と信頼性調査の関係

6. 電子データに係る情報管理



• 承認申請時の電子データ提出に伴う事項について、承認申
請前の段階で個々の品目ごとに内容を検討し、承認申請の
準備及び承認申請後の審査を円滑に進めることを目的とする

• 本相談は、CDISC標準に基づく電子データの提出内容（仕様

等、定義ファイルやデータセット作成用プログラムを含む）等
に関して助言を行うものであり、データの評価を行うものでは
ない

• 電子データの提出対象となる評価資料の範囲特定（資料に基
づく科学的評価を伴う場合）は、通常の治験相談において取
り扱うものとする

19

電子データに係る相談プロセスについて
（平成27年5月15日より開始）

「申請電子データ提出確認相談」の骨子



• 相談対象医薬品

– 臨床電子データを添付して承認申請を予定している新医薬品（バイオ
後続品を含み、一般用医薬品は除く）を対象とする

• 相談事項

– 承認申請時に電子データ提出対象となる試験の電子データの提出内
容（仕様等、定義ファイルやデータセット作成用プログラムを含む）等

• 相談のための資料・情報

– 承認申請予定医薬品について、申請予定時期、一般名、予定される
効能又は効果等の基本情報

– 承認申請時添付資料に含める予定の臨床試験一覧

– 電子データ提出を予定する各試験等の情報（臨床試験データのCDISC
標準への準拠状況等）など 20

電子データに係る相談プロセスについて
（平成27年5月15日より開始）

「申請電子データ提出確認相談」の骨子（続き）



• 実施方法
– 平成26年11月25日から開始した「対面助言事後相談」に準じる

– 希望に応じ記録を発行する。記録を希望する場合には有料

– 通常の対面助言の相談事項に、電子データに関する相談事項も含ま
れている場合、電子データ関連の相談事項は別枠で申し込んでいた
だくことを想定

• 開発ステージと相談申し込み時期

– 通常は、申請予定品目について申請数ヶ月前までを目安に行うことが
想定されるが、後期Ⅱ相終了後など開発途中段階でも随時・複数回
相談は可能

– 相談時期（開発ステージ）に応じ、助言内容の確度は異なる

21

電子データに係る相談プロセスについて
（平成27年5月15日より開始）

「申請電子データ提出確認相談」の骨子（続き）



「申請電子データ提出確認相談資料」の提出について

承認申請時に電子データを提出する場合、「申請電子データ提
出確認相談資料記載要領」※の様式に電子データの提出内容を
記載し、「新医薬品承認審査予定事前面談」時に必ず提出するこ
と

– 「申請電子データ提出確認相談」において当該資料を提出済の場合は、
同じ資料を提出することで差し支えない

– 申請後に、本資料に沿って申請電子データが提出されているか（ファイル
の有無等）を審査員が確認する際に用いる

※平成２４年３月２日薬機発第０３０２０７０号独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長通知
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う対面助言、証明確認調査等の実施要綱等につい
て」 別紙８ 付録） 22

電子データに係る相談プロセスについて
（平成27年5月15日より開始）

相談に関する留意事項



想定される典型的な相談例 対応案

申請予定品目の申請データパッケージのうち、電子データの具体的
な提出方法等について、申請前までの段階で確認したい 「申請電子データ提出確認

相談」で対応企業で事前にバリデーションを実施した結果、エラーが出た項目につ
いての対応方針を確認したい

開発中の品目について、これから臨床試験を行なう（あるいはレガ
シーデータを利用する）予定であるが、CDISC標準の電子データで提
出すべきかどうか確認したい

通常の治験相談枠で対応

（電子データの具体的な提
出方法等の確認を含む場合
は、別途、「申請電子データ
提出確認相談」で対応）

開発中の品目について、臨床試験データの一部がCDISCに完全に準
拠していないのだが、このデータの取扱いについて確認したい

申請電子データ提出にあたっての考え方、解釈等について一般論と
して確認したい

FAQをHP等に掲載

事前のバリデーションの実施方法について確認したい

企業独自のデータベースからSDTM及びADaMを別々に作成するプロ
セスを採っているがその際のトレーサビリティの確保（程度）について

レガシーデータのコンバージョンにおけるCDISC非対応ターミノロジー
の変換について

23

（参考）想定される典型的な相談例と対応案



本日の内容
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1. 電子データの提出対象

2. 承認申請受付日の取扱い

3. 電子データ提出開始時期及び経過措置期間

4. 電子データに係る相談プロセス

5. 電子データ提出と信頼性調査の関係

6. 電子データに係る情報管理



電子データ提出と信頼性適合性調査の関係について

25

信頼性適合性調査の今後の方針

 信頼性適合性調査に関しては、承認申請時に電子データが提出された
品目についても、当面はこれまでどおりの調査方法とし、提出された電
子データは信頼性調査においては調査参考資料として取り扱う方向

 症例一覧表をはじめ、信頼性適合性調査に必要な事前提出資料は従
来通り必要
※実務的通知は承認申請書に添付する資料について言及したもの。

 電子データも含めた信頼性適合性調査効率化に向け、確認資料の低
減・過去調査結果の活用等を含め今後検討を進める予定



本日の内容
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1. 電子データの提出対象

2. 承認申請受付日の取扱い

3. 電子データ提出開始時期及び経過措置期間

4. 電子データに係る相談プロセス

5. 電子データ提出と信頼性調査の関係

6. 電子データに係る情報管理



電子データに係る情報管理

27

• 電子データ提出の開始により、将来的にはPMDAが自ら蓄積
した電子データに対し品目横断的解析を実施
→PMDAの業務に沿う範囲（対面助言やガイドライン作成等）において

有効性・安全性の予測精度の向上・開発促進への貢献を目指す

 新医薬品の承認申請利用目的のみについて同意を取得した臨床試験（終
了又は実施中）の電子データ提出に際して、新たに被験者の同意取得手
続きをとる必要はないと考えている

（根拠となる法律）

– 独立行政法人個人情報保護法第九条の２項二号

– 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条のハ項

 しかし、被験者に十分な説明を行い、同意を得た上での利用がより望まし
いことから、今後実施される臨床試験では、承認申請以外のPMDAの業務
における利用も含めた被験者同意の取得に努めていただきたい

品目横断的解析への利用における考え方



電子データに係る情報管理について

28

• 提出された電子データ及びプログラムについては、従来から
の承認申請添付資料の取扱いとは異なり、申請者と協議のう
え、承認申請の取下げ後においてもPMDAにおける品目横断
的解析等に利用されることが想定される

• eCTDとして提出される承認申請添付資料のうち、解析に必要

となる計画書等についても、品目横断的解析等の際に合わ
せて利用することを想定している

• その他の添付資料については承認申請の取下げに伴い
PMDAにおいて適切に破棄する

申請取下げ時の電子データの取扱い



次世代審査・相談体制に関する情報発信

29

http://www.pmda.go.jp/review‐services/
drug‐reviews/about‐reviews/p‐drugs/0003.html

PMDAホームページで
関連する情報を発信

• 関連通知

• 実施済み／実施中の
パイロットの情報

• これまでに実施した説
明会等の資料

• その他の関連情報（採
用情報等）



承認申請時の電子データ提出に
関する運用について：
提出形式、提出方法

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

次世代審査等推進室

平本 成彦

1



本日の内容

2

1. ゲートウェイシステムにより提出する電子ファイル

2. ゲートウェイシステムによる提出方法

3. 電子データとeCTDの関係

4. 提出形式、提出方法に係るQ&A



本日の内容
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1. ゲートウェイシステムにより提出する電子ファイル

2. ゲートウェイシステムによる提出方法

3. 電子データとeCTDの関係

4. 提出形式、提出方法に係るQ&A



ゲートウェイシステムにより提出する電子ファイル

4

電子ファイルの体系

承認申請時の電子データ

（ゲートウェイシステムにより提出する全てのファイル）

＝申請電子データ

臨床試験データ

付随する文書

eCTD

FD申請データ

その他
（その他、ゲートウェイシステムを介して提出するもの。
申請資料作成関与委員リスト等の関連文書ファイル
等）

電子ファイル

（申請電子データを除く）

ゲートウェイシステムによる提出を求める

ゲートウェイシステムによる提出が可能

（承認申請書等の様式データ）

（プログラム、定義書等）



ゲートウェイシステムにより提出する電子ファイル

5

電子データの提出形式とフォルダ構造

• 承認申請時に求める電子データは、承認申請に添付すべき資料の
一部として提出すること

• 提出する電子データに使用可能なファイル形式及びフォルダ構造
については、技術的ガイド等を参照すること

• 技術的ガイド等に定めるフォルダ構造を用いて電子データの格納
が困難な場合は必ず事前にPMDAに相談し、提出するフォルダ構
造及び格納するファイルについて合意を得た後に提出すること

• なお、フォルダ構造の「m5¥datasets¥[study id / iss / ise]」までの
階層について変更することは認められない



本日の内容
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1. ゲートウェイシステムにより提出する電子ファイル

2. ゲートウェイシステムによる提出方法

3. 電子データとeCTDの関係

4. 提出形式、提出方法に係るQ&A



ゲートウェイシステムによる提出方法について

• 電子データ等の提出に際しては、原則としてゲートウェイシステム
を利用すること

– PMDAがインターネット上に提供する「電子データ ポータルサイト（以
下ポータルサイト）」を用いる

– ポータルサイトのユーザ登録及び電子ファイル提出には電子証明書
が必要

• やむを得ない事情によりゲートウェイシステムの利用が困難な場
合は、記録媒体によるPMDA窓口提出でも差し支えない

– 承認申請に併せて提出すべき全ての電子データ等を記録した媒体を
提出

– 使用可能な記録媒体は、原則、DVD‐R/RW又はBD‐R/RE

7

提出方法



ゲートウェイシステムによる提出方法について

8

提出の基本的な流れ

• 申請者が任意に設定した申請予定日の3週間前から1週間前まで

の間にポータルサイトから申請予告を行い、ポータルサイトにて承
認申請に関連する情報の入力・登録及び承認申請に必要な電子
ファイルを転送すること

• 電子ファイルがゲートウェイシステム内サーバ到着後、ウイルス
チェックにより感染等の問題がないことを確認（確認した日を「電子
ファイル到着日」とする）

• 電子ファイル対してバリデーションを実施し、受け入れ可否にかか
わる重大なエラーが検出されないことを確認した日を「電子ファイ
ル受領日」とする

• 電子ファイル到着日確定後、従来どおり、PMDA窓口に承認申請

書を提出し、その内容に不備がないことが確認された日を「承認申
請受付日」とする



ゲートウェイシステムによる提出方法

電子データ受領の流れ（案）

9

• データに問題がなければ機構側タイムクロック

• データ不備の場合は、申請者に再提出を依頼し

てから是正が確認されるまでは総審査期間対象

外となる場合がある

申請3週間前 受付日後約2週間以内承認審査
予定事前

面談

申請
1~3ヶ月前

Ⅱ相開始前～
申請数ヶ月前

• 電子データの提出範囲、提出内
容等を協議。

• （申請者が実施したバリデーショ
ン結果の提出・説明を求める。）

• 申請予定時期等を協議。

• 申請者が実施したバリデーション結
果の提出・説明を求める。

予告

申請
3週間前

郵送／窓口提出

システム
への登録

バリデー
ション

紙資料確認・

電子ファイルの
到着確認

システム
への登録

バリデー
ション

副主任等に
よるデータ

確認

承認申請書
印紙印

受付日

FD申請データ
転送

eCTD及び
電子データ

転送

ゲートウェイ

申請

機構に到着次第、バリデーションを開始し、
終了次第、結果を通知する

• 予告は、申請予定日の
3週間前から1週間前ま

でに行う（申請予定日
前1週間を切ったら予
告はできない）

• 申請者は相談時に合
意された提出物、およ
び提出予定日を宣言
する

相談時に合意された提出物の到着を確認

五月雨
提出不可

申請電子
データ提出
確認相談



ゲートウェイシステムによる提出方法

10

バリデーションの基本的考え方

• PMDAは提出された電子データ、eCTD、FD申請データ等に対して
バリデーションを実施する

• FD申請データ以外の電子ファイルに対するバリデーション結果は、
承認申請受付の可否の判断には利用しない

• 申請者は、公開されているルール及びPMDAにおけるバリデーショ

ンの実施環境等の情報を参考に、データの適合性を事前に確認
すること

• バリデーションにおいて、受け入れ可否にかかわる重大なエラー
が認められ、当該エラーについて事前の相談・説明がなかった場
合には、PMDAは速やかにその旨を指摘する

– 指摘を受けた場合は、データを修正して再度提出

– 指摘したエラーが是正されるまでは審査は開始されず、是正されるま
での期間は総審査期間に含めない場合がある



本日の内容
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1. ゲートウェイシステムにより提出する電子ファイル

2. ゲートウェイシステムによる提出方法

3. 電子データとeCTDの関係

4. 提出形式、提出方法に係るQ&A



電子データとeCTDの関係
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電子データとeCTDの関係

• 電子データ提出の開始に伴い、対象品目の承認申請添付資料の
提出については、原則としてeCTDによるものとする

• 提出対象とする電子データは、原則eCTDに含めること

申請電子データをeCTDのXMLバックボーンから参照する場合の提出方
法は別途定める

• eCTDと申請電子データ等を分けて提出する場合、ポータルサイト
を介してそれぞれ提出すること

• 現行のeCTD通知及びeCTD取扱い通知に示す方法によりeCTDを
提出する場合は、電子データをeCTDに含めず別途提出すること。
また、当該電子データがどのeCTDに含まれるべきものであり、ど

の試験報告書に関連するものであるか等の情報を付して提出す
ること



電子データとeCTDの関係
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eCTDライフサイクルと申請電子データの関係

• 電子データを変更（追加、置換、削除）する場合は、eCTDを改訂すること
が適切

• eCTD初回提出時に提出する電子データ

– 初回提出に関連する電子データを提出し、PMDAから申請電子データ受領連

絡を受けた後に、初回提出に関連する電子データを追加提出することはでき
ない

• 照会に対する回答に添付する電子データ

– 審査中の照会に対する回答の添付資料として提出する電子データは、eCTD
の一部ではないため、提出する際にeCTDを改訂する必要はない

– 特定のeCTD提出連続番号と関連させず、回答の添付資料として提出すること

– 原則ゲートウェイシステムを介して、またはそれが不可能な場合は記録媒体
等により担当審査部に提出すること



電子データとeCTDの関係

14

eCTDライフサイクルと申請電子データの関係（続き）

• eCTD改訂時に提出する電子データ

– 照会に対する回答に添付する電子データのうち、PMDAがeCTD
改訂時に含めるものとして認めたものは、eCTD改訂時に正式
に提出すること

– 既提出の電子データとの差分のみを提出すること（以前の
eCTD提出連続番号で提出した電子データを再度提出する必要
はない）

– 電子データ以外に提出するeCTD資料が存在しない場合は、提
出方法について事前にPMDAに相談すること

– PMDAから電子データ受領連絡を受けた後に、当該提出連続
番号と関連する電子データを追加提出することはできない



本日の内容
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1. ゲートウェイシステムにより提出する電子ファイル

2. ゲートウェイシステムによる提出方法

3. 電子データとeCTDの関係

4. 提出形式、提出方法に係るQ&A



提出形式、提出方法に係るQ&A

16

Q.3  ポータルサイト利用に際し必要となる電子証明書をどこで
入手すればよいのか。電子証明書は組織単位で作成すれば
良いのか？

電子証明書

• 一般財団法人 医療情報システム開発センターが発行している
Medicertified電子証明書を使用する

電子証明書の作成単位

• ユーザ一名ごとに一つの電子で証明書が必要

• 必要な人数分の電子証明書を準備すること



提出形式、提出方法に係るQ&A

17

Q.4 ポータルサイトで申請予告を行った後、電子ファイル提出
等をPMDA窓口で行うことは可能か？

• 可能であるが、原則として、ポータルサイトを介して提出すること

• やむを得ない事情によりPMDA窓口提出を行う場合は、提出すべ
き全ての電子ファイルを準備し、承認申請時に一括提出すること

• ポータルサイトで申請予告を行わず、承認申請時にPMDA窓口で

電子ファイルを提出した場合、以降当該申請に関わる電子ファイ
ルの提出は全てPMDA窓口にて行うこと



提出形式、提出方法に係るQ&A

18

Q.5 「電子ファイル到着日」と同日に承認申請書をPMDA窓口で
提出することは可能か？

• 可能である

• ただし、承認申請書のPMDA窓口受付時に電子ファイルのウ

イルスチェックが完了していない場合、承認申請受付ができ
ない



提出形式、提出方法に係るQ&A

19

Q.6  ファイル転送中にエラーが発生した場合、どのように対応
すべきか？

• エラーが発生した場合、ポータルサイト上にエラーダイアログが表
示され、エラー内容等の情報とともに、ポータル管理者へのメール
リンクが表示される

• エラー報告を受けた場合、ポータル管理者は未転送ファイルの有
無等の状況確認を行い、対応方法を申請者に連絡する



提出形式、提出方法に係るQ&A

20

Q.7 電子データ提出対象品目の承認申請添付資料については
原則eCTDとなるが、従来から求めていたCTD及びeCTDの適
用範囲との関係はどうなるのか？

• 「医薬品の承認申請について」（平成17年3月31日付け薬食発第
0331015号厚生労働省医薬食品局長通知）の別表２－（１）に掲げ

る（９の２）の医療用医薬品については、当面の間、従前の通り
eCTDの提出は必ずしも求めない



承認申請時の電子データ提出に
関する運用について：

データセット等関連事項

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

次世代審査等推進室

安藤 友紀

1



本日の内容

2

1. CDISC標準に準拠した電子データ等について

2. 第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び
臨床薬理領域の解析に関する電子データ

3. 提出対象資料とデータセットの形式のまとめ

4. 電子データの受け入れ可否に係るバリデーション

5. データセット等関連事項に係るQ&A



本日の内容

3

1. CDISC標準に準拠した電子データ等について

2. 第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び
臨床薬理領域の解析に関する電子データ

3. 提出対象資料とデータセットの形式のまとめ

4. 電子データの受け入れ可否に係るバリデーション

5. データセット等関連事項に係るQ&A



CDISC標準に準拠した電子データ等について

• SDTMデータセット

• 主な解析に用いられたADaMデータセット

• SDTM、ADaMデータセットの定義書

• データセットに付随して提出すべき文書

– Annotated CRF
– データガイド

4

提出を求めるデータセット及び定義書



CDISC標準に準拠した電子データ等について

• SDTMデータセット

– 原則として、CRF等により収集されたデータを、対応するSDTM
及び実装ガイド（SDTM IG）において指定された変数により、各
ドメインに可能な限り格納して提出すること

– 実施された臨床試験の計画に関する情報を格納するドメイン
（Trial Design Model）のデータセットも含めること

• ADaMデータセット

– 解析データセットは、ADaM及びADaM IGに従い構成された
データセットを提出すること

– ISS/ISEのデータを提出する場合、原則としてADaMによる解析
データセットを提出すること。ただし、SDTMデータセットを解析
に用いている場合には、その提出で差し支えない 5

SDTM、ADaMデータセット



CDISC標準に準拠した電子データ等について

• SDTM、ADaMデータセットに関する変数等の定義（メタデー
タ）は、CDISCが定めるDefine‐XML形式によりまとめた上で、
スタイルシートとともに提出すること

6

データセットの定義書の提出



CDISC標準に準拠した電子データ等について

• CRF等により収集されたデータをSDTM形式のデータセットにまとめ、それ
を元にADaM形式の解析データセットを作成することが推奨される

• SDTMデータセットからADaMデータセットが作成されていない場合には、

提出されるデータ間のトレーサビリティに関する事項をデータガイド等で
説明すること

• SDTM以外の形式でまとめられている臨床試験データを、SDTM形式に変
換する場合、変換されたデータである旨をデータガイドに記載すること

• SDTMで規定されている標準に従う形に変換することが困難な箇所があ
る場合には、「申請電子データ提出確認相談」等を利用して事前にPMDA
に相談した上で、データガイド等で説明すること

7

データ間のトレーサビリティ



CDISC標準に準拠した電子データ等について

• PMDAにおいて電子データを取扱うシステムは、英語で記載

された電子データを取り扱うことを前提としているため、可能
な限り英語で記載されたデータが提出されることが望ましい

• 日本語により収集したデータを英語に変換した場合には、一
定の情報が損なわれる恐れのある変数については、日本語
でデータを提出することが可能

– 同一データセットについて英数字のみで構成されたデータセット及び
日本語を用いた変数を含むデータセットの2種類を提出すること

8

日本語データの取り扱い



CDISC標準に準拠した電子データ等について

• ADaMデータセット作成用プログラム及び解析用プログラムを
提出すること
– 必ずしもPMDAにおいてそのまま実行することが可能な形式及び内容

として提出する必要はない

– マクロを利用したプログラムを使用している場合、マクロプログラムも
提出することが望ましいが、提供が困難な場合等には、解析アルゴリ
ズムの分かる仕様書等を提供することで差し支えない

• プログラムを作成、実行した環境に関する情報をデータガイ
ドに記載すること

9

プログラムの提出



CDISC標準に準拠した電子データ等について

• 使用可能なコード

– 使用可能なコードのリストは、今後、PMDAのWebサイト
（http://www.pmda.go.jp）に掲載予定

– 薬剤コードとしては、the WHO Drug Dictionaries Drug Code（WHO DDs）
を利用すること

– やむを得ない場合には、申請者により定義された慣例用語を使用して
データセットを構成しても差し支えないが、その場合、原則として、同様
の変数については、同一承認申請内では一貫して使用すること。また、
データセットの定義書及びデータガイドにその旨を説明すること

• 単位については、SI単位を使用することが推奨される

– 申請資料作成においては、慣例的な単位の結果を用いて差し支えない

– ADaMデータセットには、申請資料作成において用いた単位を含めるこ
と 10

推奨される統制用語、コードリスト、単位



CDISC標準に準拠した電子データ等について

• 受け入れ可能なバージョンのリストは、今後、PMDAのWebサイト
（http://www.pmda.go.jp）に掲載予定

• データ作成時において可能な限り新しいバージョンを用いることが
望ましい

• 承認申請時に受け入れ不可とされているバージョンのデータセット
については、受け入れ可能な上位バージョンへの変換が必要となる

• 用いるCDISC標準のバージョンについては、同一承認申請内で臨床

試験ごとに異なることは差し支えないが、同一臨床試験内では統一
したバージョンを用いること

11

CDISC標準等のバージョン



本日の内容
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1. CDISC標準に準拠した電子データ等について

2. 第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び
臨床薬理領域の解析に関する電子データ

3. 提出対象資料とデータセットの形式のまとめ

4. 電子データの受け入れ可否に係るバリデーション

5. データセット等関連事項に係るQ&A



第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び
臨床薬理領域の解析に関する電子データ

• 以下に示す第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び臨床薬
理領域の解析に関する電子データ（基本的通知２．（２）イに掲
げる資料）については、CDISC標準に準拠した形式でデータを
提出すること

– 抗悪性腫瘍剤での第Ⅰ相試験

– 日本人と外国人の双方に対して実施された第Ⅰ相試験

– ICH E14ガイドラインに基づくQT/QTc試験

13

提出時のデータ標準



第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び
臨床薬理領域の解析に関する電子データ

• 基本的通知２．（２）イに掲げる資料以外の資料に関する電子データについ
ては、以下に掲げる規格に準拠した形式でデータを提出すること

– 標準的な薬物動態解析が実施された臨床試験

• 個別の臨床試験データ： 原則としてSDTM形式で提出すること

• 薬物動態又は薬物動態／薬力学に関する解析データセット： ADaM
形式で提出することが望ましい。ただし、ADaM以外の形式で提出す
ることでも差し支えない

• 有効性及び安全性に関する解析データセット： 原則としてADaM形
式で提出すること

– 母集団解析

• CDISC標準以外の形式で提出することで差し支えない

– 生理学的薬物速度論モデル解析

• CDISC標準以外の形式で提出することで差し支えない
14

提出時のデータ標準（続き）



第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び
臨床薬理領域の解析に関する電子データ

• 臨床薬理領域の電子データパッケージ説明書

– 臨床薬理領域の電子データに関する全てのファイルの情報を記載した
もの

• 基本的通知２．（２）イに掲げる資料に関する電子データ

– 抗悪性腫瘍剤での第Ⅰ相試験

– 日本人と外国人の双方に対して実施された第Ⅰ相試験

– ICH E14ガイドラインに基づくQT/QTc試験

15

提出すべき電子データの種類



第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び
臨床薬理領域の解析に関する電子データ

• 標準的な薬物動態解析が実施された臨床試験

– 原則として、SDTM形式のデータセット

– 原則として、解析データセット（薬物動態又は薬物動態／薬力学、有効性及び
安全性に関する解析データセット）

• 母集団解析

– 解析データセット

– データセット定義書

• 生理学的薬物速度論モデル解析

– 解析に用いたモデルの構造、設定した薬物及びパラメータの値、解析手順や
結果の感度分析等の情報が含まれるファイル

– 必要に応じて、解析に使用した血中濃度データ等を含む臨床試験のデータセッ
ト及びデータセット定義書

16

提出すべき電子データの種類（続き）



第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び
臨床薬理領域の解析に関する電子データ

• 基本的通知２．（２）イに掲げる資料に関するプログラム（10ページを参照）

– ADaMデータセット作成用プログラム及び解析用プログラムを提出する
こと

– プログラムを作成、実行した環境に関する情報をデータガイドにおいて
提供すること

17

プログラム等の提出



第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び
臨床薬理領域の解析に関する電子データ

• 標準的な薬物動態解析が実施された臨床試験

– ADaMデータセット作成用プログラム及び解析用プログラムを提出すること

– プログラムを作成、実行した環境に関する情報をデータガイドにおいて提供

– ADaM以外の形式で提出する場合は、薬物動態又は薬物動態／薬力学に関
する解析仕様書等を提出することが望ましい

• 母集団解析

– 原則として、モデル構築過程における主要モデルのプログラム及び主要な結
果が出力されたファイルを提出すること

– モデルに基づくシミュレーションを実施している場合は、シミュレーションに用い
たプログラムとプログラム手順書を提出することが望ましい

• 生理学的薬物速度論モデル解析

– 基本的にプログラムの提出は不要

– 解析に用いたソフトウエアを明示すること 18

プログラム等の提出（続き）



本日の内容
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1. CDISC標準に準拠した電子データ等について

2. 第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び
臨床薬理領域の解析に関する電子データ

3. 提出対象資料とデータセットの形式のまとめ

4. 電子データの受け入れ可否に係るバリデーション

5. データセット等関連事項に係るQ&A



提出対象資料とデータセットの形式のまとめ

20

基本的

通知での
記載箇所

内容
個々の

臨床試験
データ

解析データセット

有効性及び
安全性の解析に

関するもの

PK及びPK/PD解析に
関するもの

２．（２）ア
有効性、安全性及び用法用量の主要な根拠となると
考えられる全ての第Ⅱ相試験及び第Ⅲ相試験（長期
投与試験を含む）の成績に関する資料

SDTM ADaM ADaM

２．（２）イ
第Ⅰ相試験及び
臨床試験

抗悪性腫瘍剤での第Ⅰ相試験 SDTM ADaM ADaM

日本人と外国人の双方に対して
実施された第Ⅰ相試験

SDTM ADaM
原則、ADaM

他の形式でも受入れ可能
な場合がある

ICH E14ガイドラインに基づく
QT/QTc試験

SDTM ADaM ADaM

２．（２）

２．（２）ア、イ以外
の第Ⅰ相試験及
び臨床薬理試験
等で、PMDAが必
要と判断したもの

標準的な薬物動態解析が実施さ
れた臨床試験

SDTM ADaM ADaMが望ましいが、他の
形式でも差し支えない

母集団解析 CDISC標準以外の形式で提出することで差し支えない

生理学的薬物速度論モデル解析 CDISC標準以外の形式で提出することで差し支えない

２．（２）
２．（２）ア、イ以外の参考資料で、PMDAが必要と判
断したもの

SDTM ADaM ADaM

注： 必要性に応じて事前に相談

２．（２） 有効性又は安全性に関する統合解析（ISS/ISE）
SDTM ADaM ADaM

注： 原則としてADaMによる解析データセットを提出する必要があるが、
SDTMデータセットを解析に用いている場合にはその提出で差し支えない



本日の内容
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1. CDISC標準に準拠した電子データ等について

2. 第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び
臨床薬理領域の解析に関する電子データ

3. 提出対象資料とデータセットの形式のまとめ

4. 電子データの受け入れ可否に係るバリデーション

5. データセット等関連事項に係るQ&A



電子データの受け入れ可否に係るバリデーション

22

電子データのバリデーションに係る基本的考え方

• PMDAはOpenCDISC Enterpriseを用いて、CDISC標準への準拠状況
のバリデーションを実施すること

• 公開されているルール及びPMDAにおけるバリデーションの実施
環境等の情報を参考に、CDISC標準に準拠したデータに関する適
合性を事前に申請者が確認すること

• バリデーションにおいて、受け入れ可否にかかわる重大なエラー
が認められ、当該エラーについて事前の相談・説明がなかった場
合には、PMDAは速やかにその旨を指摘する

– 指摘を受けた場合は、データを修正して再度提出

– 指摘したエラーが是正されるまでは審査は開始されず、是正されるま
での期間は総審査期間に含めない



電子データの受け入れ可否に係るバリデーション
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バリデーションの重大性の段階

バリデーションに用いるルールについては、個々に重大性を設定

(ア)  違反している場合には修正されるまで審査が開始されないルール

– 各臨床試験について必須であるデータセットの有無等の非常に基本的
なルール

(イ) 事前に説明がなく違反している場合には修正されるまで審査が開
始されないルール

– 多くの場合、各標準及び実装ガイドに明確に定められているルールで
あり、違反している場合にはその理由及び修正が不可能な理由につい
て申請前にPMDAに相談し、さらにデータガイドにおいて説明する必要
があるルール

(ウ)  違反した場合でも必ずしもその説明を求めないルール



本日の内容
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1. CDISC標準に準拠した電子データ等について

2. 第Ⅰ相試験、臨床薬理試験等の成績及び
臨床薬理領域の解析に関する電子データ

3. 提出対象資料とデータセットの形式のまとめ

4. 電子データの受け入れ可否に係るバリデーション

5. データセット等関連事項に係るQ&A



データセット等関連事項に係るQ&A
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Q.9 CDISC標準以外の形式でまとめられたデータベースから、
SDTM、ADaMデータセットを作成している場合に、作成に用
いたデータベースとSDTM、ADaMデータセットとの関係の説
明のため、作成に用いたCDISC標準以外の形式でまとめら
れたデータベースを併せて提出し説明することは可能か？

• CDISC標準以外の形式で作成されたデータセットをCDISC標準の形

式に変換して提出する際のトレーサビリティの説明が、作成に用
いたデータセットを提出することにより容易となると判断された場
合には、Annotated CRFと併せてこれらを提出することは可能

• 承認審査において用いられるのはCDISC標準形式に変換されて提
出されたデータであり、CDISC標準以外の形式で作成されたデータ
セットは、CDISC標準形式データセットの理解のために使用される



データセット等関連事項に係るQ&A
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Q.10 実務的通知１．（１）において、基本的通知２．（２）イに掲げる資料のほか、
用法・用量の主要な根拠となるなど、PMDA が必要と判断した第Ⅰ相試験、
臨床薬理試験等の成績及び臨床薬理領域の解析（母集団解析やモデルに
基づくシミュレーション等を含む。）に関する資料についても、電子データを
提出することとされているが、どのような資料が提出対象となるのか。

（１）標準的な薬物動態解析が実施された臨床試験
① 例えば、抗菌剤等、薬物動態又は薬物動態/薬力学に関する試験成績が用法・用量の主要な根拠とな

る場合の第Ⅰ相試験又は第Ⅱ相試験

② 小児、高齢者及び肝・腎機能障害患者に対する用法・用量又は用量調節の主要な根拠となる臨床薬理
試験

③ 薬物相互作用による用量調節の主要な根拠となる臨床薬理試験

④ 食事の影響試験の成績に基づいて用法・用量に食事に関する規定を設けた場合等、用法・用量の主要
な根拠となる食事の影響試験

⑤ 検証的試験で使用された製剤と申請製剤が異なる場合の両製剤間の生物学的同等性試験や、医療用
配合剤の開発における検証的試験を単剤併用で実施した場合の単剤併用と医療用配合剤間の生物学
的同等性試験等、有効性、安全性及び用法・用量の主要な根拠となる生物学的同等性試験

⑥ バイオ後続品の有効性、安全性及び用法・用量の主要な根拠となる、先行バイオ医薬品との同等性/
同質性を検討した薬物動態試験又は薬物動態/薬力学試験



データセット等関連事項に係るQ&A
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（Q.10 回答続き）

（２）母集団解析（モデルに基づくシミュレーションを含む。）
① 国際共同治験やブリッジング試験等を利用した開発において、日本人と外国人における薬物

動態又は薬物動態/薬力学の類似性を検討した母集団解析

② 用法・用量の主要な根拠となる母集団解析

③ 小児、高齢者及び肝・腎機能障害患者に対する用法・用量又は用量調節の主要な根拠となる
母集団解析

（３）生理学的薬物速度論モデル解析（モデルに基づくシミュレーションを含む。）

薬物相互作用による用量調節や、小児、高齢者及び肝・腎機能障害患者に対する用法・用量又
は用量調節の主要な根拠となる場合等における生理学的薬物速度論モデル解析



データセット等関連事項に係るQ&A
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Q. 11-1 日本人と外国人の双方に対して実施された第Ⅰ相試験
について、臨床試験の主な目的が薬物動態の評価であって
も、有効性及び安全性に関する解析データセットを提出する
必要はあるか？また、PK又はPK/PDに関する解析データ
セットをADaM以外の形式で提出することは許容可能か？

• 日本人と外国人の双方に対して実施された第Ⅰ相試験の有効性
及び安全性に関する解析データセットについては、必ずしも解析
データセットの提出を要しない場合がある

• 日本人と外国人の双方に対して実施された第Ⅰ相試験のPK及び
PK/PDに関するデータセットについては、ADaM以外の形式で作成
されているデータセットでも受入れ可能な場合がある



データセット等関連事項に係るQ&A
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Q.11-2  標準的な薬物動態解析が実施された臨床試験の主な
目的がPK又はPK/PDの評価であっても、有効性及び安全性
に関する解析データセットを提出する必要はあるか？

• 標準的な薬物動態解析が実施された臨床試験については、必ず
しも有効性及び安全性に関する解析データセットの提出を要しな
い場合がある



データセット等関連事項に係るQ&A
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Q. 11-3 複数の臨床試験のデータを統合したデータセットを用い
て標準的な薬物動態解析を実施した場合、どのような電子
データを提出する必要があるか？

• 原則として、統合解析に用いた解析データセットに加えて、個々の
試験についてSDTM形式のデータセットの提出も求める



データセット等関連事項に係るQ&A
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Q. 13 開発後期に実施された臨床試験のデータに基づく母集団
解析等に関する電子データについては、他の資料と同時に
提出することが困難な場合も想定される。そのような電子
データを承認申請後に提出することは可能か？

• 開発後期に実施された臨床試験のデータに基づく母集団解析等
に関する電子データについては、承認申請後の提出も受入れ可
能な場合がある



データセット等関連事項に係るQ&A
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Q.14 経過措置期間中の取扱について、資料の一部のみの電子
データを受け入れるものとするとあるが、ひとつの試験の電
子データのうち、さらに一部のデータセットからでも受け入れ
は可能か？

• 受け入れ可能な電子データの最少単位は、試験単位とする

• 経過措置期間中においては、提出を求める試験のうち一部の試
験の電子データを提出することは可能であるが、当該試験に関す
る電子データのうち、さらにその一部の電子データの提出は受け
入れられない



データセット等関連事項に係るQ&A
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Q. 15 SDTMデータセットを英語で作成することとされているが、
CTDにおいて、「有害事象名については、全て日本語で記載
することが望ましい。」とされていることについて、対応に変更
はあるか？

• 当分の間、引き続きCTDにおいては、「有害事象名については、全

て日本で記載することが望ましい。」との扱いを継続することとす
る



第2部の概説と
WHO DDs利用に関する業界側の受け止め

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

小宮山 靖



第2部

 第2部の概説とWHO DDs利用に関する業界側の受け止め

小宮山 靖 （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）

 薬剤コードとしてのWHO DDsの利用について—Cross 
Reference Tool Japan

ティレフォーシュ吉本 容子 （Uppsala Monitoring 
Centre）

 薬剤コードとしてのWHO DDsの利用について—製薬企業の
立場から

末廣 里夏 （バイエル株式会社データマネジメント）

第2部ではWHO-Drug Dictionaryを用いた薬剤名のコーディングに焦点をあてます

2



コーディングは何のため？

検索や集計・解析を適切に，あるいは効率よく行うため

に，構造化された辞書を用いる必要がある

テキスト情報を人は使うことはできる。しかし，目が行き届
くのは情報量が少ない場合のみである。

きちんと定義された数字表現（コード）が与えられた情報
は機械も判読できる（Machine-readable）。これは，データ
のあるべき論である，ALCOAのL（Legible）が意図する
ところでもある。

 適切な辞書を用いることにより，良く管理され，一貫性があり，
再現可能な様式でデータが記録，保存される

コーディングのプロセスにおいて，あいまいな表現，誤っ
た用語，一貫性のない用語などが発見されることもある

3



日本の規制当局がWHO-DDの採用を決めた！

 PMDAが提出されたデータを用いて，

検索や集計・解析を行うという，

データの利用者の立場に立てば，当然の結論

ある品目の審査（いろいろな会社のデータを扱う）

複数の品目横断の分析（いろいろな会社のデータを併合
して扱う）

4



業界へのネガティブ・インパクト

相当数の企業が新たにWHO-DDのライセンスを得なければなら
ないので，追加のコストが発生する

ただでさえ，レガシーデータからSDTM形式／ADaM形式のデータ
へ変換するのにお金がかかる。追加でライセンス料？
泣きっ面に蜂だ！

いや。データ変換自体が，本来，無駄なコストだ。
CDISC標準をEnd-to-endで実装していれば，
データ変換は不要だ。
可能な限り早くEnd-to-End実装するべきだ。
データ変換にかかるコストに比べれば，
WHO DDsのライセンス料など微々たるもんだ！
ただし，当面はデータ変換が必要。でも，…（次のスライド）
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業界にとって，いいこと

 日本の再審査および副作用報告向けの. 公的コードである
「医療用医薬品名データファイル（IDF）」とWHO-DDを結びつ
けるCross Reference Tool JapanをUMCが開発してくれた

日本でのWHO-DD普及の手助けとなるだろう

 現在開発が進んでいるStandardised Drug Groupings 
(SDGs)は，MedDRAのSMQのような検索式を提供する

従来，薬剤コードの辞書にはこのような機能はなかった。
関連する薬剤のグループ化が，Authorizeされた形で提供される
ことは大きなメリット。
有効性・安全性に対する併用治療・前治療薬などの影響を
調べるのは，多くの場合「探索的」な解析で，さまざまな検索
が重要になってくる。バラバラの薬剤名より，グループ化された
薬剤の集まりに基づいて集計すると違ったものが見えてくる
可能性がある。
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Think Positive

 WHO-DDを使うことはPMDAにとっては，大きなメリット

 でも「PMDAが使いやすいように」「PMDAが要求するから」と
考えていては，ネガティブな気持ちになってくる

 そうではなくて，自分たちがWHO-DDを使い倒す
ことを考えよう

総括報告書での探索的解析

CTDのための統合解析

審査段階でのPMDAとのやり取り

自社の過去のデータの分析を行い，次の試験，次の開発
に活かす

7



WHO Drug Dictionaries and CRT Japan 
薬剤コードとしてのWHO DDｓの利用について 

Cross Reference Tool Japan  
 
 ティレフォーシュ 吉本 容子 

Key Account Manager, Japan 
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Outline 

 

• Uppsala Monitoring Centre 

• WHO Drug Dictionaries drug code 

• ATC and Standardised Drug Groupings（SDG) 

• CRT Japan 

• CRT Japan and CDISC compliance 

• Lisence model example 
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Uppsala Monitoring Centre 
(UMC) 

• A for-benefit foundation based in Uppsala, Sweden 

• Set up in 1978 as the WHO Collaborating Centre for 
International Drug Monitoring 

– by agreement between Swedish government and World Health 
Organization (WHO) 

• Managing the scientific and technical operations of the WHO 
International Drug Monitoring Programme 

• Custodian and manager of VigiBase 

– the WHO Global Individual Case Safety Report database 

• Maintenance organisation for WHO Drug Dictionaries 
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WHO Programme for International 
Drug Monitoring 

120 members 2015 
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The Monitoring Medicines 
project 

 

     initiated by WHO,  
    coordinated by UMC  
    and funded by the  
    European Commission  
    (FP-7), was operational 
    1 September 2009 – 31 
    July 2013.  

Slide: 6 
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WHO Drug Dictionaries 

 

Medicinal product 
information from 120 
countries around the 

world  

All countries 
where 

products are 
sold 

ATC-codes 

Marketing 
Authorisation 

Holders 

Strengths 

Ingredients 

Trade names 

Pharmaceutical 
forms 
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What is coding? 

Staderm Brufen 

Ibuprofen 

Ibuprofen 
piconol 

Ibuprofeno 

Ibuprofen 

Nurofen 
migraine 

Nurfenpro 

Drug code 
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The Drug Code 

• Unique identifier of a Product name 

 

• The code gives you information about the 

– Active ingredient(s) 

– Salt or ester variants of the ingredient 

– The Drug name 

 

 



© 2014 Uppsala Monitoring Centre 

WHO Drug Dictionaries drug code 

Drug record 
number 

Seq 1 Seq 2 Name 

000005  01 001 Ampicillin 

000005 01 002 Ampicin 

000005 01 003 Binotal 

000005 02 001 Ampicillin sodium 

000005 02 002 Binotal 

000005 02 003 Polycillin-n 
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5 ATC levels 
（Anatomical Therapeutic Chemical Classification System、ATCコード） 

A Alimentary tract and metabolism 消化管と代謝作用 

(1st level, anatomical main group) 

A10 Drugs used in diabetes 糖尿病用薬 

(2nd level, therapeutic subgroup) 

A10B Oral blood glucose lowering drugs  

  血糖値降下薬、インスリンを除く 

(3rd level, pharmacological subgroup) 

A10B A Biguanides ビグアナイド 

(4th level, chemical subgroup) 

A10B A02  Metformin メトホルミン 

(5th level, chemical substance) 
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Local pain 
(mouth) その他の局
所経口治療用薬 

Strokeprevention

血小板凝集抑制
薬、ヘパリンを除く 

Anti- 抗炎症薬inflammatory 
関節・筋肉痛用局所薬剤 
サリチル酸誘導体を含む製剤 

Pain 鎮痛薬 
その他の鎮痛薬と解熱薬 
サリチル酸と誘導体 

ATC example: aspirin 
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SDG examples 
• CYP3A4 interacting substances 

– Inducers 

– Inhibitors 

– Substrates 

• Antithrombotic agents 

• Corticosteroids 

• NSAIDs 

• Estrogens 

• DMARDs (Disease Modifying Antirheumatic Drugs) 

• Immunomodulaltors 

• Analgesics 

• QT-prolongation drugs 
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When can SDGs be used? 

1. Pre-qualification of patients 

2. Protocol violation/prohibited medication lists 

3. Find population of interest within study 

 

4. Safety benefit-risk assesment, analysis of AEs with 
coadministration of other drugs 

5. Explore long term properties of medication 

6. For an endpoint adjudication comittee – selection of 
population for active surveillance 

7. Be prepared when authoritites require more data based 
on study population receiving certain conmeds 
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SDG examples 

Protocol violation drug lists 

• Antihypertensives 

• Estrogens 

• Hormone replacement therapy 

• DMARDs (Disease Modifying Antirheumatic Drugs) 

Drug lists intended for analysis 

• CYP interacting substances 

• Analgesia producing opioids 
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CRT Japan 
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What is mapped? 

• 7 character IDF code 

– active ingredients  

– combinations of active ingredients 

– mapped to Preferred Name entries in WHO Drug 
Dictionaries 

• 9 character IDF code 

– trade name  

– mapped to trade name in WHO Drug Dictionaries 

• 3 character IDF code 

– Indication 

– Mapped to umbrella entry in WHO Drug Dictionaries 

• 4 charcter will be mapped near future 
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Text File Layout 

00661201113           232902204                        
00661201721              232902207                        
00661201722              232902206                        
00661201793              232902203 
00661201001              2329022                       
00661202057   232940301  
00661202001   2329403  

Drug Code  IDF code 
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Multiingredients IDF 

• IDF code 325952: Mixed amino acid carbohydrates 
electrolyte vitamin combine 

• Trade name: Amigrand 

• WHO DDs ingredients (25): 
Alanine/Arginine/Aspartic acid/Calcium 
gluconate/Cysteine/Glucose/Glutamic 
acid/Glycine/Histidine/Isoleucine/Leucine/Lysine 
hydrochloride/Magnesium 
sulfate/Methionine/Phenylalanine/Potassium 
phosphate monobasic/Proline/Serine/Sodium 
lactate/Thiamine 
hydrochloride/Threonine/Tryptophan, l-
/Tyrosine/Valine/Zinc sulfate 
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One-to-one and one-to-many 

• One IDF code corresponds to one Drug 
Code. 

 

• Sometimes more than one IDF code refers 
to the same Drug Code. This happens when 
a product appears in several places in the 
IDF dictionary – with different routes of 
administration or therapeutic use. 
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Example Aspirin 

Iyakuhinmei Data File 

• 1143700  

 Antipyretics, analgesics 
and anti-inflammatory 
agents 

• 2790R01  

 Other agents for dental 
and oral use 

• 1143002  

 Other agents relating to 
blood and body fluids  

WHO Drug Dictionaries 

• 00002701004 

– N02BA  

 Other analgesics and 
antipyretics - Salicylic acid 
and derivatives 

– A01AD  

 Other agents for local oral 
treatment 

– B01AC  

 Platelet aggregation 
inhibitors excl. heparins 
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”New” CRT Japan 

IDF name IDF code WHO DDs 
drug code 

WHO DDs 
Generic name 

WHO DDs 
ATC code(s) 

WHO DDs ATC text 

インドメタシン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214240002 00007602003 Indometacin C01EB 
 
 
M01AB 
 
 
M02AA 
 
 
 
S01BC 

Other cardiac 
preparations 
 
Acetic acid derivatives 
and related substances 
 
Antiinflammatory 
preparations, non-
steroids for topical use 
  
Antiinflammatory agents, 
non-steroids 

ニフェナゾン・イソプ
ロピルアンチピリン 
 
 

225970101 00082102002 Nifenazone; 
propyphenazone 

N02BB Pyrazolones 
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CRT Japan – 3 files 

IDF code WHO DDs drug 
code 

214240002 00007602003 

225970101 00082102002 

WHO DDs drug 
code 

WHO DDs Generic 
name 

00007602003 Indometacin 

00082102002 Nifenazone; 
propyphenazone 

WHO DDs drug 
code 

WHO DDs ATC 
code(s) 

WHO DDs ATC text 

00007602003 C01EB 
 
 
M01AB 
 
 
M02AA 
 
 
 
S01BC 

Other cardiac preparations 
 
Acetic acid derivatives and 
related substances 
 
Antiinflammatory preparations, 
non-steroids for topical use 
  
Antiinflammatory agents, non-
steroids 

00082102002 N02BB Pyrazolones 
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Data delivery format 

• ASCII text files 

• Csv files (tab separated) 

• Can be loaded into excel, SAS or MS Access 

• Soon to be supported by some of the large 
software vendors (both EDC and safety 
systems) 
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Coding conventions 

• Before trial start make sure to agree on coding 
conventions: 

– Agreement between teams (or Sponsor and 
CRO) on all aspects of coding, correct Dictionary 
and version etc.  

– Agreement between stakeholders 
(biostatisticians, coders, data managers, IT, etc) 

– Validation Service 
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CRT Japan and CDISC 
compliance 
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SDTM variables related to 
Concomitant medications 

CMTRT Verbatim medication name that is either pre-printed or collected on 
a CRF.  

CMMODIFY If CMTRT is modified to facilitate coding, then CMMODIFY will 
contain the modified text.  

CMDECOD  Standardized or dictionary-derived text description of CMTRT or 
CMMODIFY. Equivalent to the generic medication name in WHO 
Drug. The sponsor is expected to provide the dictionary name and 
version used to map the terms utilizing the define.xml external code 
list attributes. If an intervention term does not have a decode value 
in the dictionary then CMDECOD will be left blank. 

CMCLAS Drug class. May be obtained from coding. When coding to a single 
class, populate with class value. If using a dictionary and coding to 
multiple classes, then follow assumption 4.1.2.8.3 or omit CMCLAS.  

CMCLASCD   
 

Class code corresponding to CMCLAS. Drug class. May be obtained 
from coding. When coding to a single class, populate with class 
code. If using a dictionary and coding to multiple classes, then 
follow assumption 4.1.2.8.3 or omit CMCLAS.   
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”New” CRT Japan 

IDF name IDF code WHO DDs 
drug code 

WHO DDs 
Generic name 

WHO DDs 
ATC code(s) 

WHO DDs ATC text 

インドメタシン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214240002 00007602003 Indometacin C01EB 
 
 
M01AB 
 
 
M02AA 
 
 
 
S01BC 

Other cardiac 
preparations 
 
Acetic acid derivatives 
and related substances 
 
Antiinflammatory 
preparations, non-
steroids for topical use 
  
Antiinflammatory agents, 
non-steroids 

ニフェナゾン・イソプ
ロピルアンチピリン 
 
 

225970101 00082102002 Nifenazone; 
propyphenazone 

N02BB Pyrazolones 

CMDECOD CMCLASCD CMCLAS 
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SDTM variables related to 
Concomitant medications 

CMTRT Verbatim medication name that is either pre-printed or collected on 
a CRF.  

CMMODIFY If CMTRT is modified to facilitate coding, then CMMODIFY will 
contain the modified text.  

CMDECOD  Standardized or dictionary-derived text description of CMTRT or 
CMMODIFY. Equivalent to the generic medication name in WHO 
Drug. The sponsor is expected to provide the dictionary name and 
version used to map the terms utilizing the define.xml external code 
list attributes. If an intervention term does not have a decode value 
in the dictionary then CMDECOD will be left blank. 

CMCLAS Drug class. May be obtained from coding. When coding to a 
single class, populate with class value. If using a dictionary 
and coding to multiple classes, then follow assumption 
4.1.2.8.3 or omit CMCLAS.  

CMCLASCD   
 

Class code corresponding to CMCLAS. Drug class. May be obtained 
from coding. When coding to a single class, populate with class 
code. If using a dictionary and coding to multiple classes, then 
follow assumption 4.1.2.8.3 or omit CMCLAS.   
 

CMCLAS 
Three options, all in compliance with WHO Drug Dictionaries Best 
Practices for Medication Classification: 
 
I. Choose one ATC clode 
II.Choose all available ATC codes (follow assumption 4.1.2.8.3) 
III.Omit  CMCLAS 
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SUPPCM example 

IDF name IDF code WHO DDs 
drug code 

WHO DDs 
Generic name 

WHO DDs 
ATC code(s) 

WHO DDs ATC text 

インドメタシン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214240002 00007602003 Indometacin C01EB 
 
 
M01AB 
 
 
M02AA 
 
 
 
S01BC 

Other cardiac 
preparations 
 
Acetic acid derivatives 
and related substances 
 
Antiinflammatory 
preparations, non-
steroids for topical use 
  
Antiinflammatory agents, 
non-steroids 

ニフェナゾン・イソプ
ロピルアンチピリン 
 
 

225970101 00082102002 Nifenazone; 
propyphenazone 

N02BB Pyrazolones 

CMDECOD 
CMCLASCD 
=Multiple 

CMCLSCD1 

CMCLSCD2 

CMCLSCD3 

CMCLSCD4 

CMCLAS1 

CMCLAS2 

CMCLAS3 

CMCLAS4 

CMCLAS= 
Multiple 

SUPPCM 
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Mapping challenges 
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Mapping challenges: 
Drugs without English name 

 
• Example 1: バクニン  Bacnin? 

• Example 2: ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） (ingredient: 
Yokukansan) 

• Two main alternatives 

1. Map to a separate drug code having a phonetic “English” drug 
name 

2. Map to active ingredients 

Other alternatives?  
 

 

ローマ字表記法/漢方の有効成分について  

新井一郎先生  日本薬科大学 薬学部 教授 

津谷 喜一郎先生  東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学 特任教授 

   WHO西太平洋地域事務局の伝統医学担当医官Manila (1984-1990) 

   Reviewing the results of the regular computerised screenings of herbals ADR 
  reports at UMC. 
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Mapping challenges 
 

• IDF:  JAN (医薬品名称調査会承認名) 
(Japanese Accepted Name, JAN) 

   WHODD:  INN (医薬品国際一般名称) 

(International Nonproprietary Name)  

    （CRTを使えば問題ないが、注意点として） 

Ex: 

 

• Some more advanced Kampo drugs are 
under investigation 

– Animal parts 

 

JAN INN 

メペリジン Meperidine Pethidine 
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Mapping challenges 

• Product types outside the scope of the WHO 
Drug Dictionaries 

– Example:  

• Phtaral (disinfectant) 

• Alloask (Sterile freeze-dried porcine dermal skin) 

– Need more investigation to define a standard 
structure 



© 2014 Uppsala Monitoring Centre 

無料ウェビナーのご案内（ネット上セミナー） 

• ６月３日（水）・６月４日(木)・６月９日(火） 

• 午後３時より１時間 （３日間とも同じ内容です） 

講習内容： 

ーCRT Japanとはなにか？ 

ーWHO Drug DDE および ATC分類について 

ーCDISC標準とWHO Drug Dictionaries 

ーCRT Japanファイルの技術的解説 

ーライセンスと価格モデル等 

 Slide: 37 
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無料ウェビナーのご案内（ネット上セミナー） 

• ６月３日（水）・６月４日(木)・６月９日(火） 

お申し込み登録はこちらまで： 

http://registration.umc-products.com/june3/ 

http://registration.umc-products.com/june4/ 

http://registration.umc-products.com/june9/ 

問い合わせ先： 

Motoko.Kinoshita@umc-products.com 

講習は英語で行われますが、質問は日本語でも可能です。
日本語でのセミナーは秋に開催予定。 
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Thank you! 
 
 

Yoko.YoshimotoTyrefors@umc-products.com 

mailto:Yoko.YoshimotoTyrefors@umc-products.com
mailto:Yoko.YoshimotoTyrefors@umc-products.com
mailto:Yoko.YoshimotoTyrefors@umc-products.com
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Clarification regarding FDA 
    statements, ICH and ISO IDMP 

 • FDA has, in March 2015, stated a strong recommendation for using WHO 
Drug Dictionaries in reporting of concomitant medications, more 
information found here: Federal register/ vol. 80, No. 60/ Tuesday, March 
31, 2015/ notices 

 

• Regarding the ICH (International Conference for Harmonisation) and ISO 
(International Standards Organisation) IDMP (Identification of Medicinal 
Products) dictionary: EMA is planning to implement the dictionary in 2016 
and will after some years probably require it to be used for post-
marketing safety reporting. To date, there are no stands form FDA 
whether they will require any data in IDMP-format for any type of 
reporting. 

 

• The UMC will under all circumstances make sure users of WHO Drug 
Dictionaries can be compliant with authority requirements for concomitant 
medications. We for example foresee mapping and conversion tools to 
and from IDMP dictionaries of the different authorities when needed. 

 Slide: 40 

追記：Q&A

セッション
でのご質問
へのお答え 



薬剤コードとしてのWHO DDsの利用
について ―製薬企業の立場からー

バイエル薬品株式会社

開発本部 データマネジメント

末廣 里夏

May 28, 2015

1



はじめに

WHO-DD Introductory Sample – Getting 
Startedより

• A number of topics are covered in this guide –
but a few needs to be discussed by all 
stakeholders.

• There are also a number of decisions that 
needs to be made to optimize the use of the 
dictionaries within the organisation.
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WHO-DDを使うにあたり
決めなければならないこと

• 薬剤データをどのように使用するか？

• WHO-DDを使って薬剤をどのようにコー
ディングするか？

• ATCをどのように使うか？

• どのような情報をデータベースに格納する
か？

• 日本語薬剤名をどうするか？
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WHO-DDの特徴
薬剤名関連情報

Trade name
Preferred name
Umbrella 
     

コーディング利用   

例：Penicillin NOS
Calcium channel blocker

商品名

一般名

汎用分類

     

コーディング・集計利用   

例：化学療法剤

プレドニゾロン系製剤

WHO-DD           IDF
（医薬品名データファイル）
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IDFでは・・・

219002901
2190029
219

ホスレノール

薬剤カテゴリ

一般名

商品名

WHO-DDの特徴
薬剤コード

その他の循環器官用薬

炭酸ランタン水和物

ホスレノール

• 1つのコードから一般名、薬剤カテゴリによる集計が可能
⇒ 薬剤カテゴリが異なると同じ薬剤でも別のコードを付与
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1．Drug Code
 Drug Record Number: 6 桁
 Sequence1: 2桁
 Sequence2: 3桁

2．Medicinal Product ID
Unique Identifier: 6 桁

WHO-DDの特徴
２つのコード

ある有効成分を持つ
薬剤を特定するコード

薬剤に関する様々な
情報を含め製品を
特定するコード
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 Drug Record Number
 同じコード＝同じ有効成分

例：

000027  01 004 ASPIRIN
003467  01 126 ASPIRIN
003912  01 097 ASPIRIN COMP

⇒ 有効成分が異なることを示す

WHO-DDの特徴
Drug Code
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 Sequence1 
 Drug record numberで示された有効成分の塩・
エステルを特定

 01はベースとなる成分を示す

例：

001092 01 001 IBUPROFEN
001092 02 001 IBUPROFEN LYSINATE
001092 03 001 IBUPROFEN MEGLUMINE

WHO-DDの特徴
Drug Code
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 Sequence2
 単一有効成分の場合、001は一般名を示す

WHO-DDの特徴
Drug Code
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WHO-DDの特徴
Drug Code

 Sequence2
 配合剤の場合、001が一般名とは限らない

Genericフラグで
識別
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WHO-DDの特徴
Drug Code

Drug Code自体に
薬剤カテゴリ情報はない

薬剤ごとに付与されるATCで識別
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WHO-DDの特徴
ATC

例：POVIDONE-IODINE
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【使用目的：含嗽】

WHO-DDの特徴
ATC

報告された使用目的情報に応じ選択が可能

【使用目的：創傷消毒】
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例：A01AB
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さあ、ATCを使って集計してみよう！

でもその前に・・・

① 実際の使用目的に応じて1つのATCを選択？

② 薬剤にリンクするすべてのATCを使用？

WHO-DDの特徴
ATC
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WHO-DDの特徴
ATC

選択する 選択しない


実際の使用により
近い集計結果が得
られる

ATCの選択作業が不
要となる


ATCの選択作業が
必要となる
（該当するATCが
ない場合あり）

実際の使用目的では
なく薬剤クラスも網
羅されてしまう
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 MedDRAのSMQ (Standard MedDRA 
Query) と同じように、薬剤をグループ化
するツール

 薬剤の適応、化学的特性、薬物動態・薬
力学的特性その他にもとづいて横断的に
分類

WHO-DDの特徴
Standard Drug Grouping (SDG)

併用禁止薬の特定やMedical Review
 にも利用
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WHO-DDの特徴
その他の豊富な情報

• 格納する情報によっては様々な視点からデータを抽
出することが可能になる

• Medicinal Product IDを活用
18



決めておきたいこと

• 基本的なコーディングルール

 ⇒ 何を抑えておくべきか？

• コーディング時にどのような情報を参照す
るか？

• WHO-DDに該当する薬剤がない場合にどう
するか？

WHO-DDを使ったコーディング
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薬剤がない場合

• New Drug Requestをするか？

• Generic(一般名）／Umbrella（汎用分類）を
選択するか？

• 最終的に「Uncodable（コード化不可）」と
することは可能か？

WHO-DDを使ったコーディング
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日本語薬剤をWHO-DDにコーディング

• CRT（Cross Reference Table）を活用

• WHO-DD Browserで検索

WHO-DDを使ったコーディング
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でもこういう時はどうしたら？

• CRTの対象外薬剤（英語商品名がない等）
は？

• 漢方薬、生薬、市販薬、サプリメントは？

WHO-DDを使ったコーディング
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⇒ クエリ不可の場合の対応？

⇒ Web検索で情報入手？

⇒ 使用目的を参照してUmbrella選択？

⇒ WHO-DD Herbal Dictionaryを使用？

  一律にHerbal preparationを選択？

WHO-DDを使ったコーディング

集計時の必要性をふまえた
コーディング・ルールの設定が必要
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おわりに

 WHO-DDでコーディングするデータ

の利用目的を、組織内で十分理解す
ることが大切（利用者・コーダー）

 データ利用目的とリソースとのバラ
ンスを考慮した作業ルール・コー
ディングルールの設定が有用

24



Thank you!
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