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序文序文序文序文 

本書は、SAS/PH-Clinical バージョン2, リリース2.13 の導入方法について述べたものです。お使

いのマシンにSAS/PH-Clinical バージョン2, リリース2.13 を導入する場合には、必ず本書をお読み

ください。 
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本書で解説するソフトウェアはライセンス契約のもとに提供されるものであり、同ソフトウェアはこの契約

の条項にしたがってのみ、使用あるいは複写が許可されています。このため、御契約頂いたSASソフトウェ

アプロダクトを、契約書に記載されている以外のCPU上で使用された場合にトラブルが発生しても、当社は

同ソフトウェアプロダクトに関する契約上の保障およびサポートを一切行ないません。 

本書で使用されているシステム名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。また、本書の内

容は予告なく変更されることがあります。 
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第１章第１章第１章第１章    はじめにはじめにはじめにはじめに 
 
１１１１.１１１１    必要条件の確認必要条件の確認必要条件の確認必要条件の確認 

ハードウェア／ソフトウェアの条件は満たされていますか？ 

インストールパッケージに含まれている資料「SAS/PH-Clinical バージョン2, リリース2.13 システム必要条

件」をご参照のうえ、SAS/PH-Clinical バージョン2, リリース2.13 が必要とする、ハードウェアおよびソフトウェ

アの条件について確認してください。 

 

１１１１.２２２２    インストール時にエラーが発生した場合インストール時にエラーが発生した場合インストール時にエラーが発生した場合インストール時にエラーが発生した場合 

インストール時にエラーが発生した場合には、「SAS Q&Aシート」にエラーメッセージの内容などの詳細を

記したうえで、FAXもしくは電子メールにてテクニカルサポートにお問い合わせください。その際は、｢第4章  

テクニカルサポート｣(6ページ)をご覧ください。 
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第２章第２章第２章第２章    Windows版版版版SASシステムのインストールシステムのインストールシステムのインストールシステムのインストール    
 

２２２２.１１１１    Windows版版版版SASシステムのインストールシステムのインストールシステムのインストールシステムのインストール 

SAS/PH-Clinical バージョンバージョンバージョンバージョン2, リリースリリースリリースリリース2.13をインストールするマシンに次のリリースをインストールするマシンに次のリリースをインストールするマシンに次のリリースをインストールするマシンに次のリリース

番号、番号、番号、番号、TSレベル、レベル、レベル、レベル、DBCSレベルのレベルのレベルのレベルのSASシステムがインストールされていなければなりませシステムがインストールされていなければなりませシステムがインストールされていなければなりませシステムがインストールされていなければなりませ

ん。ん。ん。ん。 
 

Windows版版版版SASシステムシステムシステムシステム リリースリリースリリースリリース6.12 TS060 DBCS 2922 
 

次に該当する場合は、「Windows版SASシステム リリース6.12 TS060インストレーションガイド」をご参

照のうえ、SASシステムのインストールを行ってください。 
 

１. SASシステムがインストールされていない場合およびリリースシステムがインストールされていない場合およびリリースシステムがインストールされていない場合およびリリースシステムがインストールされていない場合およびリリース6.11以前のリリースがインストールされ以前のリリースがインストールされ以前のリリースがインストールされ以前のリリースがインストールされ

ている場合ている場合ている場合ている場合 

「Windows版SASシステム リリース6.12 TS060 DBCS 2922」の新規インストール新規インストール新規インストール新規インストールを行ってください。 
 

２. 「「「「Windows版版版版SASシステムシステムシステムシステム リリースリリースリリースリリース6.12 TS020」又は「」又は「」又は「」又は「Windows版版版版SASシステムシステムシステムシステム リリースリリースリリースリリース6.12 

TS045」がインストールされている場合」がインストールされている場合」がインストールされている場合」がインストールされている場合 

「Windows版SASシステム リリース6.12 TS020」又は「Windows版SASシステム リリース6.12 

TS045」をアンインストールした後に、「Windows版SASシステム リリース6.12 TS060 DBCS 2922」を

インストールしてください。インストールタイプは、｢カスタム｣を選択してください。インストールで選択するインストールで選択するインストールで選択するインストールで選択する

プロダクトは｢付録Ａプロダクトは｢付録Ａプロダクトは｢付録Ａプロダクトは｢付録Ａ インストールするプロダクト｣インストールするプロダクト｣インストールするプロダクト｣インストールするプロダクト｣(7ページページページページ)をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。 
 

３. 「「「「Windows版版版版SASシステムシステムシステムシステム リリースリリースリリースリリース6.12 TS060」がインストールされている場合」がインストールされている場合」がインストールされている場合」がインストールされている場合 

SASシステムを起動するとSASログの先頭に次のようなメッセージが表示されますので、DBCSレベ

ルをご確認ください。 
 

例：DBCSレベルの確認 

 
 

DBCSレベルが2922より前の場合は、SASシステムをアンインストールした後に、「Windows版SASシス

テム リリース6.12 TS060 DBCS 2922」をインストールしてください。インストールタイプは、｢カスタム｣を選

択してください。インストールで選択するプロダクトは｢付録Ａ選択するプロダクトは｢付録Ａ選択するプロダクトは｢付録Ａ選択するプロダクトは｢付録Ａ インストールするプロダクト｣インストールするプロダクト｣インストールするプロダクト｣インストールするプロダクト｣(7ページページページページ)をご覧くをご覧くをご覧くをご覧く

ださい。ださい。ださい。ださい。 
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第３章第３章第３章第３章    SAS/PH-Clinical のインストールのインストールのインストールのインストール 
 

３３３３.１１１１    SAS/PH-Clinical のインストールのインストールのインストールのインストール 

インストーラは、オリジナルの環境設定ファイルconfig.sasとライセンス情報(SETINIT情報)を更新するため、

config.sasのバックアップ並びにライセンス情報の再適用が必要になります。 

事前にライセンス情報ファイル事前にライセンス情報ファイル事前にライセンス情報ファイル事前にライセンス情報ファイル setinit.sas  setinit.sas  setinit.sas  setinit.sas をフロッピーディスク等にご用意ください。をフロッピーディスク等にご用意ください。をフロッピーディスク等にご用意ください。をフロッピーディスク等にご用意ください。    
 

１. config.sasのバックアップの作成 

config.sasconfig.sasconfig.sasconfig.sasのコピーを作成のコピーを作成のコピーを作成のコピーを作成してください。config.sasはSASをインストールしたルートディレクトリ直下にあ

ります。 

 
２. SAS/PH-Clinical Softwareの CD-ROM を CD-ROMドライブにセットしてください。 

 
３. インストーラの起動 

CD-ROMの中のPHClinical213PHClinical213PHClinical213PHClinical213フォルダフォルダフォルダフォルダ(cd-rom drive:\temp\Phc\PHClinical213）の中の setup.exe setup.exe setup.exe setup.exe 

をダブルクリックをダブルクリックをダブルクリックをダブルクリックしてください。 

インストーラはSASシステムのルートディレクトリの直下に addon\PHTApps というディレクトリを作成

し、必要なモジュールをコピーします。 

 
４. config.sasの復元 

1.で作成した config.sasのコピーを config.sas に上書きしてください。 

 
５. ライセンス情報(SETINIT情報)の適用 

Windowsのタスクバーのスタートスタートスタートスタートからﾌｧｲﾙ名を指定して実行ﾌｧｲﾙ名を指定して実行ﾌｧｲﾙ名を指定して実行ﾌｧｲﾙ名を指定して実行…………を選択し、次のコマンドを実行してくださ

い。下線部は環境に合せて変更してください。 

 
C:¥Sas¥sas.exe -setinit -sysin a:¥setinit.sas 
  ①                              ②       
①SASをインストールしたディレクトリ名 
②ライセンス情報ファイル名 

 

３３３３.２２２２    環境設定環境設定環境設定環境設定 

１. 付属のフロッピーディスク中のCdanaフォルダをフォルダーごと任意の場所にコピーしてください。 

２. Cdanaフォルダ中のconfig.sasの編集 

config.sasを次のように編集してください。 
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config.sasファイル 

 
３. Cdanaフォルダ中のautoexec.sasの編集 

autoexec.sasを下記のように編集してください。 

 
Autoexec.sasファイル 

 
４. ライセンス情報(SETINIT情報)の適用 

  SAS/PH-Clinical 2.13 はSASシステムを英語モードで動かしますので、英語版SASシステムモジュ

ールに対してもライセンス情報の適用が必要になります。 

   Windowsのタスクバーのスタートスタートスタートスタートからﾌｧｲﾙ名を指定して実行ﾌｧｲﾙ名を指定して実行ﾌｧｲﾙ名を指定して実行ﾌｧｲﾙ名を指定して実行…………を選択し、次のコマンドを実行してく

ださい。下線部は環境に合せて変更してください。 

 
C:¥Sas¥sas.exe -setinit -sysin A:¥setinit.sas -config C:¥Cdana¥config.sas 
  ①                              ②             ③ 
 
①SASをインストールしたディレクトリ名 
②ライセンス情報ファイル名 
③Cdanaフォルダをコピーしたディレクトリ名 

 
５. PH-Clinical起動アイコンの作成 

デスクトップ上でマウスの右ボタンをクリックし、新規作成 → ｼｮｰﾄｶｯﾄ を選択し、ｼｮｰﾄｶｯﾄの作成ウｼｮｰﾄｶｯﾄの作成ウｼｮｰﾄｶｯﾄの作成ウｼｮｰﾄｶｯﾄの作成ウ

イザードを起動イザードを起動イザードを起動イザードを起動してください。 

 
コマンドラインには次のように入力してください。下線部は環境に合合わせて変更してください。 

 
 C:¥Sas¥sas -config C:¥Cdana¥config.sas 

 -autoexec C:¥Cdana¥autoexec.sas  -awstitle "PH-Clinical Sessions" 
 

/* Setup the SAS System Root Folder */ 
-SET SASROOT   C:¥Sas (a) 
-SET SASFOLDER C:¥Sas (b) 
 
/* Setup the default SAS System user profile directory */ 
-SASUSER   C:¥Cdana¥Sasuser¥  (c) 
 
/* Setup the default SAS System user work directory */ 
-WORK      C:¥Cdana¥Saswork¥ (d) 

・ 
・ 

(a)および(b) 
SAS システムを保存したフォルダを設定 
します。 
 
(c)および(d) 
SASUSER および SASWORK フォルダを設定 
します。 
(通常の SAS システムとは別のフォルダ 
を指定することをお勧めします。) 

/* Setup the PCPRD Library (PH-Clinical System Folder) */ 
Libname PCPRD "C:¥Cdana¥Phc¥Pcprd"; (e) 

・ 
・ 
・ 

(e) 
PH-Clinical の作業ライブラリ Pcprd の 
保存先を設定します。 
(任意の保存先が設定できますが、ここ
では Cdana フォルダ内に用意されたサブ
フォルダを設定しています。) 
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ショートカットの名前には PH-Clinical  と入力してください。 

 
以上でインストールは完了です。  
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第４章第４章第４章第４章    テクニカルサポートテクニカルサポートテクニカルサポートテクニカルサポート 
 

SASインスティチュートジャパンでは、SASコンサルタントからの技術的な質問についてFAX、電子メール、電子メール、電子メール、電子メール

でのテクニカルサポートを提供しています。 

その他、World Wide WebによるFAQ(Frequently Asked Questions)などの技術情報や修正モジュール

の提供も行っています。 
 

SASシステムに関するサポートは、SASインスティチュートジャパンと各サイトのSASコンサルタントが共

同で行います。SASインスティチュートジャパンはソフトウェアのメンテナンスを担当し、各サイトのSASコン

サルタントは直接ユーザーサポートを提供します。SASコンサルタントが解決できないような問題に関しては、コンサルタントが解決できないような問題に関しては、コンサルタントが解決できないような問題に関しては、コンサルタントが解決できないような問題に関しては、

SASコンサルタント自身がコンサルタント自身がコンサルタント自身がコンサルタント自身がSASインスティチュートジャパンのテクニカルサポートと連絡をとります。インスティチュートジャパンのテクニカルサポートと連絡をとります。インスティチュートジャパンのテクニカルサポートと連絡をとります。インスティチュートジャパンのテクニカルサポートと連絡をとります。できるか

ぎり効率のよいサービスを行うために、SASコンサルタントからご連絡ください。 
 

テクニカルサポートでは、SASシステムでのユーザーエラー、システムの互換性上の問題、SASステート

メントの構文に関する質問、プロシジャとその出力などに関して、サポートを提供します。ただし、特定目的特定目的特定目的特定目的

用アプリケーション、ユーザープログラムの作成、新規ユーザーの教育、手法一般についての質問に関して用アプリケーション、ユーザープログラムの作成、新規ユーザーの教育、手法一般についての質問に関して用アプリケーション、ユーザープログラムの作成、新規ユーザーの教育、手法一般についての質問に関して用アプリケーション、ユーザープログラムの作成、新規ユーザーの教育、手法一般についての質問に関して

はテクニカルサポートの範囲外となります。はテクニカルサポートの範囲外となります。はテクニカルサポートの範囲外となります。はテクニカルサポートの範囲外となります。これらのご相談につきましては弊社担当営業へご連絡ください。

（代表） 03-3533-3760 

 

テクニカルサポートテクニカルサポートテクニカルサポートテクニカルサポート連絡先連絡先連絡先連絡先 

FAX： 03-3533-3781 TEL： 03-3533-3877 

電子メール: support@jpn.sas.com 

（電子メールでご質問をいただく場合、決まった書式があります。最初にSubjectをhelpとして、お送りくだ

さい。） 

  

World Wide Web 

http://www.sas.com/offices/asiapacific/japan/service/index.html 
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付録付録付録付録A インストールするプロダクトインストールするプロダクトインストールするプロダクトインストールするプロダクト 
    

PH-Clinical の全ての機能を利用するには、｢カスタム｣インストールで次のプロダクトを
選択してください。 

 
 

���� 必須プロダクト必須プロダクト必須プロダクト必須プロダクト 
Base SASソフトウェア 

SAS/FSPソフトウェア 

SAS/GRAPHソフトウェア 

 

���� 推奨プロダクト推奨プロダクト推奨プロダクト推奨プロダクト 
SAS/STATソフトウェア 

SAS/INSIGHTソフトウェア 

SAS/QCソフトウェア 
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2000年10月2日   初版第1刷発行 

発行元 株式会社SASインスティチュートジャパン 
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本書の内容に関する技術的なお問い合わせは下記までお願い致します。本書の内容に関する技術的なお問い合わせは下記までお願い致します。本書の内容に関する技術的なお問い合わせは下記までお願い致します。本書の内容に関する技術的なお問い合わせは下記までお願い致します。 

SASテクニカルサポート 
TEL：：：：03 (3533) 3877  FAX：：：：03 (3533) 3781 
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