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要旨：

製造販売後調査において解析業務の標準
化を図り 各調査を通じた共通のテンプレー化を図り、各調査を通じた共通のテンプレー
トを作成し、実装した。業務効率化と品質向
上 の効果は非常に大きく 解析準備 実施上への効果は非常に大きく、解析準備・実施
期間の短縮、コストの削減に繋がった。

キ ワ ド 製造販売後調査（PMS） 再審査 標準化 SASプログラムキーワード：製造販売後調査（PMS）、再審査、標準化、SASプログラム、
マクロ、テンプレート、品質、CRO
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＜本報告の構成＞＜本報告の構成＞＜本報告の構成＞＜本報告の構成＞

1 背景と目的1. 背景と目的

2. 標準化事前準備

3. 製造販売後調査の解析業務における各標
準テンプレートの特徴と効果準テンプレ トの特徴と効果

4. 標準化のインパクトと今後の展開
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１．背景と目的１．背景と目的 試験と調査の違い

１．背景と目的１．背景と目的

背景と目的背景と目的 試験と調査の違

試験 調査

規制 GCP（ICHに準ずる） GPSP（日本独自）規制 GCP（ICHに準ずる） GPSP（日本独自）

実施方法 RCT/オープン 観察研究（対照群なし）

実施条件 介入/短期 非介入/長期実施条件 介 短期 非介 長期

同意取得
選択除外基準

有 無

症例数 集団 少ない 選択除外 多い 使用実態下症例数・集団 少ない・選択除外 多い・使用実態下

訪問 モニター （直接閲覧有） 実施部門 （MR等）

品質保証 監査 自己点検品質保証 監査 自己点検

当局報告 各試験終了時、承認申請時 半年or１年の安定報、再審査

調査 デ タをまとめる 大変な は
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⇒調査って、データをまとめるの、大変なのでは？



PMSの現況・・・大変なんです！

１．背景と目的１．背景と目的

Sの現況 大変なんです

8 10年

再審査安全性定期報告
２年間は半年ごと、

３年目以降は１年ごと

承

8～10年
原則8年

データ入力
コーディング

調査票・DB固定

ＤＢ作成
・ロジカルチェック
・マニュアルチェック 再審査承

認調査票の回収

コ ディング マ ュアルチェック
解析

ライティング
反復作業

再審査
申請資料

繰り返していくと・・・

調査間で

担当者変更
でわからない

各仕様書が
修正だらけ

繰り返していくと

不整合だらけ
で再調査不能

調査間で
ぶれてきた 課題山積

みで後回し
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PMS解析業務に落とし込むと。。。

１．背景と目的１．背景と目的

解析

S解析業務に落とし込むと。。。

デ

こんなの
もほしい

依頼内容
複雑化する
プ グ ム計画書

出力
帳票

デ
ー
タ

ラ
イ想定外の

この結果な
ら深堀りだ

依頼内容、
違うよ

プログラム

図表多すぎ

仕様書
マ
ネ
ジ

イ
テ
ィ
ン

データの取
扱いが違うよ

入力が…
ら深堀りだ

最後の最後で

図表多すぎ
不整合が・・・

プログラム

解析図表

ジ
メ
ン
ト

ン
グ

扱いが違うよ

解析側で
チェックして

大どんでん返し

頻繁な修正
デ タがマ

PMS解析業務に多大な労力とコストが発生!!

トと業務過多 データがマー
ジできない

PMS解析業務に多大な労力とコストが発生!!
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課題解決へ向け：本発表の目的とゴール

１．背景と目的１．背景と目的

課題解決 向け 本発表の目的と ル

効果的に解析実施可能な環境を構築したい効果的に解析実施可能な環境を構築したい

• PMS解析業務の図表・プログラムの標準化PMS解析業務の図表 プログラムの標準化

– 解析業務の標準化を図り、共通のテンプレートを使用

– 期待・効果：工数・コストの削減と品質向上– 期待 効果：工数 コストの削減と品質向上
• 手順書・計画書及び仕様書作成の工数が削減

• SASプログラムの効率化、開発時間の短縮
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２．標準化事前準備２．標準化事前準備 文書規定の整備

２．標準化事前準備２．標準化事前準備

標準化事前準備標準化事前準備 文書規定の整備

問題点：調査・CROごとに解析に関する文書規定がバラバラ

• ゴールの明確化
長期を見据え、承認時の課題を即座に抑える

調
査
開– 解析計画書

– 出力帳票一覧

開
始
時

不変

• 運用面の仕様を分離・独立

リワ ク防止に向け 進捗に従い吸収する

調
査 更新

リワーク防止に向け、進捗に従い吸収する

– 解析用データセット定義書

– 解析図表仕様書

運
用
時 解析図表仕様書
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標準テンプレート作成に向けて

２．標準化事前準備２．標準化事前準備

• 短期間で効果的に標準化する方法は？
• PMS（GPSP）は日本独自の制度→前例・参考物がない

標準テンプレ ト作成に向けて

• PMS（GPSP）は日本独自の制度→前例・参考物がない

• 通常業務と並行して作成するには？ →時間もない

• 委受託標準業務手順書

• 解析計画書

• 出力帳票一覧

• 解析用データセット定義書
＜CROへ委託＞
受託実績から標準化を図る

• 解析図表仕様書

• 標準マクロ一覧

受託実績から標準化を図る
直接的に効果を得られる
（コスト・品質・時間の短縮）

標準 覧
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３．製造販売後調査の解析業務における３．製造販売後調査の解析業務における
各標準テンプレートの特徴と効果各標準テンプレートの特徴と効果

① 委受託標準業務手順書（CROと締結する標準業務手順書）

② 解析計画書② 解析計画書

③ 出力帳票一覧（図表の名称と図表のイメージ）

④ 解析用データセット定義書（データセット作成用SASプログラム仕様）

⑤ 解析図表仕様書（図表作成用SASプログラム仕様）

⑥ 標準マクロ一覧（解析業務の標準化に伴うSASプログラム管理仕様）
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①委受託標準業務手順書

３３．．各標準テンプレートの特徴と効果各標準テンプレートの特徴と効果

①委受託標準業務手順書

• CRO・調査ごとに業務手順書が異なる
プロセスが煩雑 繰り返し確認業務が発生

A社
→プロセスが煩雑：繰り返し確認業務が発生
→管理労力拡散：CROごとに手順を確認

B社
CRO

• 委受託業務手順書の標準化
C社

– 成果物と業務手順の統一化

• CRO各社での業務プロセスの整備
SOP製薬

企業

– 高い品質のプロセス管理体制の実現

• 自己点検等への一貫した対応 GPSP通知
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②解析計画書

３３．．各標準テンプレートの特徴と効果各標準テンプレートの特徴と効果

②解析計画書

• PMSではICH-E9のような統計解析の独自規定はない
• 製薬企業各社で解析に関する文書や実施方針は様々• 製薬企業各社で解析に関する文書や実施方針は様々

• 以前はデータ定義等も規定して数百頁→長期管理困難

• 目的：長期運用に向け、承認時の課題を拾う長期 、 認 課 拾う
• 実施計画から課題抽出 ⇔ 解析計画の対応を記載

• 再審査時に漏れなく解析 ⇔ PMS関係者間合意文書の位置づけ
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③出力帳票一覧 ＊ここからCRO委託

３３．．各標準テンプレートの特徴と効果各標準テンプレートの特徴と効果

③出力帳票 覧 からC O委託

• 調査や個人にブレがあり、企業間で独自文化

• 修正項目があると関連帳票に影響が及ぶ• 修正項目があると関連帳票に影響が及ぶ

• 調査・個人間のブレ防止策と企業間の差異を吸収

• （社内）調査間で共通して検討された帳票を精査（社内）調査間で共通して検討された帳票を精査

• （CRO）受託経験ノウハウを集約し、標準的帳票を精査

• 修正・重複作業の削減に向けたテンプレート作成• 修正 重複作業の削減に向けたテンプレ ト作成

• 様々な解析に柔軟に対応可能なように配慮
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③出力帳票一覧（要因一覧）

３３．．各標準テンプレートの特徴と効果各標準テンプレートの特徴と効果

③出力帳票 覧（要因 覧）

解析項目とレイアウトを分離年齢のカテゴリを
増やしたいな！

レイアウト
同一仕様群

要因一覧

増やしたいな！

＜同一仕様群＞
・患者背景
要因別副作用発現率

・性別
・年齢：区分1
年齢 区分2・要因別副作用発現率

・要因別有効率
・年齢：区分2
・・・

レイアウトはそのままで、要因一覧に
年齢区分を追加するだけでいいんだ！！

仕様を標準化 調査ごとに設定

関連帳票（患者背景や
要因別有効率）なども

14

年齢区分を追加するだけでいいんだ！！
要因別有効率）なども
修正しなきゃ！！
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③出力帳票一覧（可変項目）

３３．．各標準テンプレートの特徴と効果各標準テンプレートの特徴と効果

③出力帳票 覧（可変項目）
改善度に加え、満足
度でも集計しよう！

可変項目１

可変項目2可変項目2

可変項目一覧
1.満足、やや満足、やや不満、不満
2.前治療薬（有、無）前治療薬有無別に

集計したいな！

• 可変項目を設定すれば帳票レイアウトは必然的に定まる

調査や個人におけるブレ防止と重複作業の削減

集計したいな！
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• 調査や個人におけるブレ防止と重複作業の削減
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④解析用データセット定義書

３３．．各標準テンプレートの特徴と効果各標準テンプレートの特徴と効果

• 使用実態下のデータであるため、不揃いデータが多い

• 取扱い規則の設定を適切に行わないと 結果に大きく影響する

④解析用デ タセット定義書

• 取扱い規則の設定を適切に行わないと、結果に大きく影響する

定義が重要：取扱い規則を集約

マッピング 変数定義顕在化

定義が重要：取扱い規則を集約

解析用データ
セット

外部ファイル

・承認時デ タ

CDISC標準

・承認時データ
・安全性データ
・症例採否

調査票データ
セット PMS解析業務の心臓
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なぜ、PMSで取扱い規則は重要なの？

３３．．各標準テンプレートの特徴と効果各標準テンプレートの特徴と効果

• 治験とPMSとの比較：許容範囲の定義（事例）

なぜ、 Sで取扱い規則は重要なの

2W 4W 8W2W 4W

治験

8W

時点ごとの要否治験

PMS

時点 要否

時点ごとに許容範囲

●週（△ 3日 7日）のデ タ採択基準

許容範囲から導出定義を設定し、データを採択

●週（△：±3日 or ±7日）のデータ採択基準
• [投与開始日]+(●週×7)-△ ≦ 評価日 ≦[投与開始日]+(●週×7)+△のうち、

• [投与開始日]+ (●週×7)に一番近いデータを採用

• 前後同じ日数にて重複した場合、早い（or 遅い）日付のデータを採用
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④解析用データセット定義書

３３．．各標準テンプレートの特徴と効果各標準テンプレートの特徴と効果

重要な情報がプロ
グ

④解析用デ タセット定義書
• データセット一覧（調査票、解析用）とコードリスト一覧

• データセットごとの変数定義 一般的な解析用データセット定義書

グラムに埋もれる

• 一般化取り決め事項
• 用語の定義

• 併用期間や過量投与

• 全般事項
• 日付データの取扱い

• 不完全日付の取扱い• 併用期間や過量投与

• 重篤、因果関係、新規性の取扱い

• 症例・データの取扱い

• 症例構成定義、特別な背景

• 不完全日付の取扱い

• 検査・評価時期データの取扱い

• 期間の定義

• 許容範囲の定義症例構成定義、特別な背景

• 欠損値の取扱い

• 導出変数定義

• 年齢・投与期間の導出等

許容範囲の定義

• 共通処理

• 事前処理やデータセット作成順

• 特別処理

• 有害事象抽出ルール等 • 論理式で規定できない場合

• 解析時ごとの臨時処理

取扱い規則の記載を厚く⇔定義・処理の顕在化と標準化取扱い規則の記載を厚く 定義 処理の顕在化と標準化
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⑤解析図表仕様書：利便性を考慮

３３．．各標準テンプレートの特徴と効果各標準テンプレートの特徴と効果

⑤解析図表仕様書 利便性を考慮

プログラム仕様帳票ごとの解析仕様 グラ 仕様

• 解析仕様とプログラム仕様を分離 帳票レイアウト

同一仕様群帳票名

SASプログラム仕様

３段構成PMS関係者と解析仕様のみを検討

検討結果をプログラム仕様に反映

• 帳票レイアウトとSASプログラム仕
様を1シートに併記

Table1.1.1) 症例構成図

契約症例、登録症例を対象に、以下の解析項目
について症例構成図を作成する ・・・ 様を1シ トに併記について症例構成図を作成する。

Table1.1.2) 調査票別解析対象症例数

・・・
図表と変数の整合性を確認しながら
効果的にSASプログラムを作成
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⑥標準マクロ一覧

３３．．各標準テンプレートの特徴と効果各標準テンプレートの特徴と効果

• 業務標準化に伴い、SASプログラムの合理化が可能？

各CROにてSASプログラムの統一化が図られるはず

⑥標準 ク 覧

各CROにてSASプログラムの統一化が図られるはず

→ SASプログラムの顕在化と共有化

SASプログラムマクロをCRO内で活用
• データの取扱いや図表ごとにSASプログラムマクロを開発・維持

• SASプログラムと実行手順を分離・独立させて、モジュール化
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⑥標準マクロ一覧（イメージ図）

３３．．各標準テンプレートの特徴と効果各標準テンプレートの特徴と効果

⑥標準 ク 覧（イメ ジ図）

解析用データ
セット

固定データ群 解析図表
ッ

モジ ル形式で管理

標準マクロ一覧

＜背景 DM＞ ＜要因別副作用発現率＞

再利用可能な形式で標準化

モジュール形式で管理
1.プログラム共通マクロ
1-1.%有無計算（有無と詳細）
・・・

＜背景：DM＞
DM data：DM
+Module1.1
（喫煙歴有無）

＜要因別副作用発現率＞
+Module1.4
（データセットマージ）

+Module3.x
2. データセット作成共通マクロ
2-1.%年齢計算
2-2.%投与開始・終了日の導出

開始時と 変化量算出

（喫煙歴有無）
+Module2.1
+・・・

＜事象：AE＞

Module3.x
3.統計解析共有マクロ
（発現率算出）
（各種検定）
M d l 5 帳票作成2-3.%開始時との変化量算出

2-4.%最新MedDRA付加処理
・・・
5 帳票作成マクロ

＜事象：AE＞
DM data：AE1
+Module2.4
+・・・

+Module5.x：帳票作成
5.帳票作成マクロ

+Module4.x：Excel出力
4.制御機能共有マクロ5.帳票作成マクロ 制御機能共有 ク
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⑥標準マクロ一覧（イメージ図）

３３．．各標準テンプレートの特徴と効果各標準テンプレートの特徴と効果

⑥標準 ク 覧（イメ ジ図）

解析用データ
セット

固定データ群 解析図表
ッ

モジ ル形式で管理

標準マクロ一覧

＜背景 DM＞ ＜要因別副作用発現率＞

再利用可能な形式で標準化

モジュール形式で管理
1.プログラム共通マクロ
1-1.%有無計算（有無と詳細）
・・・

＜背景：DM＞
DM data：DM
+Module1.1
（喫煙歴有無）

＜要因別副作用発現率＞
+Module1.4
（データセットマージ）

+Module3.x
2. データセット作成共通マクロ
2-1.%年齢計算
2-2.%投与開始・終了日の導出

開始時と 変化量算出

（喫煙歴有無）
+Module2.1
+・・・

＜事象：AE＞

Module3.x
3.統計解析共有マクロ
（発現率算出）
（各種検定）
M d l 5 帳票作成

生産性の向上
と効率2-3.%開始時との変化量算出

2-4.%最新MedDRA付加処理
・・・
5 帳票作成マクロ

＜事象：AE＞
DM data：AE1
+Module2.4
+・・・

+Module5.x：帳票作成
5.帳票作成マクロ

+Module4.x：Excel出力
4.制御機能共有マクロ

と効率化
5.帳票作成マクロ 制御機能共有 ク
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４．標準化のインパクトと今後の展開４．標準化のインパクトと今後の展開

４．標準化のインパクトと今後の展開４．標準化のインパクトと今後の展開

標準化 定量的効果 コスト
削減率

定性的効果

標準化のイン クトと今後の展開標準化のイン クトと今後の展開

削減率

標準テンプ
レート

・各仕様書作成の工数削減
・各資料の確認作業の減少

25～
30%

・PMS関係者との業務時
間短縮

・解析業務期間の短縮 ・各仕様書の品質向上

SASプログラ

ム

・プログラム開発時間の短縮
帳票作成工数を短縮

25～
35%

・長期の運用でも一定の
品質を確保ム ・帳票作成工数を短縮 35% 品質を確保

工数・コストの削減 ＋ 品質向上
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まとめ

４．標準化のインパクトと今後の展開４．標準化のインパクトと今後の展開

まとめ

• 標準化業務の委託により、CRO側も企業側の
視点から共に考える環境を構築できた視点から共に考える環境を構築できた。

• CROとの協業によりリワークを抑えるよう配慮し
ト 削減と品質向上に繋が た、コストの削減と品質向上に繋がった。

• PMSについて、今後は各企業内に留まらず、利

便性のある効果的なアプローチについて関係各
社で協業していくことは重要と考える。
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