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演者略歴

略歴
• 2014年4月～2020年3月 医薬開発本部 解析センター

• 2020年4月～2021年6月 ヘルスケア戦略本部 データサイエンス室

• 2021年7月～ DX推進本部 データサイエンス部

現在の主な業務
• シオノギ社内の他部署に対する解析コンサルタント及び解析支援

– データドリブンで仮説を設定し，他部署の抱えるビジネス課題の解決に向けた提案・実施を
行う．加えて，社内外のデータを活用して，よりよい活動の実施に向けた支援を行う

• 医薬品開発でのデータに基づく戦略立案

– 疾患のPatient Journey (患者さんが健康な状態から罹患し治療を受けて完治するまでの一連の
プロセス) を調査して医療ニーズを探索し，それに基づき開発品の価値最大化に必要な科学的根拠
を明確化して，その根拠を示すために必要なデータベースや解析アプローチ，企画の提案を行う
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Agenda

• はじめに

• 医薬品開発・臨床試験について

• AI SASプログラマシステム開発の背景と目的

• AI SASプログラマシステムの開発までの取組み

• AI SASプログラマシステムの開発から普及まで

• AI SASプログラマシステムの今後のビジョン
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はじめに

機械がするべき仕事を機械にしてもらい，
捻出した時間をヒトがすべき仕事に充てる

「ヒトが知能を使ってすること」を代行する機械

私たちが考えるAI*とは，

＊後程詳細を定義する

アナログ・ヒト向き
発想/コミュニケーション/戦略/実践

デジタル・機械向き
プロセスの繰り返し/精確性

その機械を開発することで，

AI SASプログラマ
システムの開発

データサイエンティスト業務
データドリブンなビジネス企画・推進等

ヒトがすべき仕事の生産性向上の実現のため，
人工知能技術を活用した業務改善を目指した
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医薬品開発の概要

2021 2031(年)

研究 非臨床試験 臨床試験 （治験）
承認
審査

市販後の
調査
第4相

発売

第1相試験 第2相試験 第3相試験

対象： 多くの患者さん
目的： 効果を検証し，

安全性を確認する

対象： 比較的少数の患者さん
目的： 効果と安全性，用法

・用量などを調べる

対象： 少数の健康な成人
目的： 主に安全性や体内の

薬の動きを調べる
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臨床試験の検証解析の流れ

対象の臨床試験の
計画書

通常，数百の
背景，有効性，安全性の

解析が計画される

解析結果
Table,Listing,Figure

統計解析プログラマが
解析用プログラムを作成する

解析結果は検証解析の
結果として，申請資料に

掲載される

生成された
解析用プログラム

Database
Electric Data Capture

SDTM
Study Data 

Tabulation Model

ADaM
Analysis Data Model 
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AI SASプログラマシステム開発の背景と目的

これまでの常識

過去に類似解析が実施されていても試験ごとに新規にプログラムを作成している

• AI技術によって解析用プログラムを準自動で作成
• それに伴う臨床試験解析業務のコスト削減と迅速化

KPI
1試験当りの標準作業時間350時間を100時間分
削減すること(削減率約30%)

常識の打破に挑戦 ！ ここがポイント

！ ここがポイント
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AI SASプログラマシステムの開発までの取組み

解析システム構築と解析ナレッジの蓄積
 Big Data解析に向けた解析環境の整備は2011年から開始しており，その後は，データサイエンス戦略
と進捗状況，さらには時代に合わせて，解析システムを進化させてきた

 それと並行して解析ナレッジの蓄積を行い，AI関連技術を戦略的に獲得した

AI SASプログラマシステム開発時点で
保有していた技術の例
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AI SASプログラマシステムの開発から普及まで

2015年から実現可能性の検討・技術調査を開始し

2016年4月から正式に開発に着手

引用元：SAS Institute Japan HP プレスリリース

開発から実装までの軌跡
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AI SASプログラマシステムの開発秘話

成功則１：目的の明確化とData Driven型ビジネスの推進

[1] セミナーレポート，データ分析からデータ活用へ ～資生堂ジャパンのデータ活用事例を交えて～ （後編），
https://supership.jp/magazine/seminar-report/2622/

データサイエスビジネスのステップ（セミナーレポートHP[1]にもとづき作成）

目的を明確化することで必要なデータが見える
必要なデータが見えたらデータの組み合わせ方が見える

データサイエンスビジネス（AIビジネス)で

最も重要なのは目的の明確化

目的に合わせた組み合わせたデータでのData Driven型

ビジネスがデータサイエンスビジネス（AIビジネス)

https://supership.jp/magazine/seminar-report/2622/
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AI SASプログラマシステムの開発秘話

成功則２：データ及びチームの集合知を強化

データの量や種類が豊富であっても，またチームメンバーが大勢であっても，
「集合知」化しなければ本来のポテンシャルは発揮できない

「個人の知より集団の知の方が勝る」という考え方で，知識を蓄積し
何らかの価値ある情報に体系付けしたもの

 代表例：Webのオンライン百科事典「Wikipedia」

数多様性＋体系化
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AI SASプログラマシステムの開発から普及まで

AI SASプログラマシステムの詳細を説明する前に・・・

本講演でのAI技術の定義
 AIは様々なナレッジが組み合わさった複合技術からなり，以下の3ステップとなると考える

 この一連のプロセス（認識・学習・行動）で使用される技術をAI技術と定義する

認識 学習 行動 人工知能人工知能
（AI）
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AI SASプログラマシステムの開発から普及まで

対象の臨床試験の
計画書

生成された
解析用プログラム

通常，数百の解析用
プログラムを作成する
ことが計画される

 AI SASプログラマシステムの概略(その1)

教師データ(社内外データ)

過去試験の
データ

社外の
標準メタデータ

CDISC

計画書からプログラム生成に
必要な情報を取得

教師データに基づき，
プログラム生成に必要な

情報を予測・検索
プログラムを出力

Sample：図表計画書
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AI SASプログラマシステムの開発から普及まで

 AI SASプログラマシステムの概略(その２)
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Demo

プログラムが自動で生成される様子を
ご覧ください
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AI SASプログラマシステムの開発から普及まで

AI SASプログラマシステムの軌跡
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AI SASプログラマシステムの今後のビジョン

本システムの開発を通じて得たナレッジ・スキルはバリューチェーンの様々な場面で
応用展開が可能と考えており，現在さらなる“機械がするべき仕事” を機械に
移管するべく，検討をすすめている

応用事例①
医薬品開発関連データベースを統合し，

仮説の自動生成

応用事例②
人事関連データベース等を統合し，

健康経営やヘルスケアサービスに関する“気づき”を自動生成
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ヒトがすべき仕事の生産性向上の実現のため，
人工知能技術を活用した業務改善を目指し，

AI SASプログラマシステムを開発した

本講演のポイント

AIビジネスのエッセンス

成功則１：目的の明確化とData Driven型ビジネスの推進

成功則２：データ及びチームの集合知を強化

アナログ・ヒト向き
発想/コミュニケーション/戦略/実践

デジタル・機械向き
プロセスの繰り返し/精確性

AI SASプログラマ
システムの開発

データサイエンティスト業務
データドリブンなビジネス企画・推進等
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Thank you!
Contact Information

ryo.kiguchi@shionogi.co.jp
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