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要旨：

無償版Pinnacle 21では行われない、
Define.xmlのValue-level Metadataの
コードリストとADaMデータセットとの
突合確認を行うSASプログラムを紹介する。
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• Pinnacle 21: 
ADaMデータセットやDefine.xmlの
CDISC準拠状況をチェックするツール

• 本発表で言及しているPinnacle:
◆Enterprise version 3.0.5 (有償版)
◆Community version 2.1.3 (無償版)

• 本発表で言及しているDefine.xml:
ADaMのDefine.xml (version 2)
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本発表で対象とする問題:
Define.xmlに定義がない内容がADaMにある状況
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Disease Gradeの
AVALは「1」「2」、
AVALCは「Grade 1」「Grade 2」

AGEUは「YEARS」

ADaMのDefine.xml
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AVALに「3」、
AVALCに「Grade 3」AGEUに「YEAR」

ADaMデータセットの内容

本発表で対象とする問題:
Define.xmlに定義がない内容がADaMにある状況

Pinnacleのチェック機能の一つ: 
• ADaMデータセットの変数の内容とDefine.xmlに定

義されたコードリストに矛盾がないか？
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XPT形式データセット Define.xml



Pinnacleのチェック機能の一つ: 
• ADaMデータセットの変数の内容とDefine.xmlに定

義されたコードリストに矛盾がないか？

• 変数単位では無償版/有償版の両Pinnacleで
チェック可能

• Value-level では無償版はチェック不可
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XPT形式データセット Define.xml

PMDAの使用するCDISCバリデーションツール

"申請電子データ提出に関する技術情報"
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-
reviews/about-reviews/p-drugs/0028.html
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有償版と無償版の関係

"申請電子データシステムを利用した申請から
承認までの手順について"
https://www.pmda.go.jp/files/000213312.pdf

9
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有償版と無償版の関係

PinnacleのWebサイトに機能の互換性についての
記載あり
https://www.pinnacle21.com/downloads



本発表で対象とする問題 (再掲):
Define.xmlに定義がない内容がADaMにある場合
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Disease Gradeの
AVALは「1」「2」、
AVALCは「Grade 1」「Grade 2」

AGEUは「YEARS」

ADaMのDefine.xml
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AVALに「3」、
AVALCに「Grade 3」

AGEUに「YEAR」

ADaM: ADBC

本発表で対象とする問題 (再掲):
Define.xmlに定義がない内容がADaMにある場合



無償版PinnacleはAGEUに対するErrorを返すが、
AVAL、AVALCに対しては返さない。
有償版PinnacleはAVAL、AVALCに対してもSD0037の
Errorを返す。
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治験においては多数のデータセット、
多数のParameterを作成することになる。

例・抗癌剤治験における主なADaM: 
患者背景、生存時間解析、抗腫瘍効果、
腫瘍径、腫瘍マーカー、バイタルサイン、
ECG、臨床検査値…
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機械的に確認できれば効率的。



チェックの流れ①
Define.xmlから、
どのADaMのどの変数にValue-levelの設定があり、
どんなコードが使用されているのか抽出
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Define.xml SASデータセット

Define.xmlのタグ情報を
SASデータセットに

変換する「.map」ファイル

チェックの流れ②
ADaMデータセットのValue-levelの設定がある
変数の内容を一覧化
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ADaMデータセット Ｆｒｅｑ Procedureで
ＰＡＲＡＭごとに頻度集計



ADaMデータセット

チェックの流れ②
ADaMデータセットのValue-levelの設定がある
変数の内容を一覧化
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Ｆｒｅｑ Procedureで
ＰＡＲＡＭごとに頻度集計

どのADaMのどの変数に対して
Freq Procedureを使用するのかは
前段のDefine.xmlを
SASデータセット化した物を利用して制御。

チェックの流れ③
Define.xmlをSASデータセット化したものと
Freq Procedureの結果を突合
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Define.xml
の情報

Freq Procedureの結果
＝ADaMデータセットの情報



Define.xml
の情報

チェックの流れ③
Define.xmlをSASデータセット化したものと
Freq Procedureの結果を突合
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Freq Procedureの結果
＝ADaMデータセットの情報

Define側になく、ADaM側にのみある物
⇒有償版PinnacleのSD0037のErrorに相当
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ブラウザでVariableにリンクが張られているものには
Value-level Metadataの設定あり。

チェックに必要なXML情報
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def:ValueListDefタグ (AVALCに対応)の中に
ItemRefタグ (Parameterごとの記述に対応)

ItemOID="IT.ADBC.AVALC.DSGRD"のように
IDがふられ、PARAMごとの記述が区別される。
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Controlled Termsの欄に対応するのは
ItemDefタグの中にある
CodelistRefタグ。
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Whereの欄に対応するのは
def:WhereClauseDefタグの中にある
CheckValueRefタグ。
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Decode欄なしのコードリストに対応するのは
CodeListタグの中にある
EnumeratedItemタグ。

Decode欄ありのコードリストに対応するのは
CodeListタグの中にある
CodeListItemタグ。



Define.xmlからの情報の抽出にはXML Mapping
機能を使用。

「.mapファイル」に、どのXMLタグの要素・属性を
どのSASデータセットのどの変数に格納するのか
対応付けを記述する。

本発表では「vlm」「cl」「wh」 「clval1」 「clval2」の5
種のSASデータセットを用意する。

25

<?xml version="1.0" ?>
<SXLEMAP version="1.2">

<TABLE name="vlm">
<TABLE-PATH syntax="XPATH">

/ODM/Study/MetaDataVersion/def:ValueListDef/ItemRef
</TABLE-PATH>

<COLUMN name="item">
<PATH>

/ODM/Study/MetaDataVersion/def:ValueListDef/ItemRef@ItemOID
</PATH>
<TYPE>character</TYPE>
<DATATYPE>STRING</DATATYPE>
<LENGTH>200</LENGTH>

</COLUMN>
</TABLE>

</SXLEMAP>
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.mapファイルの構造

ODSタグの中にある
Studyタグの中にある
・・・ItemRefタグの
ItemOIDの内容を
データセット「vml」の
変数「item」に格納する。
変数の型は文字型、
変数長は200。
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データセット「vlm」

<TABLE name="cl">
<TABLE-PATH syntax="XPATH">

/ODM/Study/MetaDataVersion/ItemDef/CodeListRef
</TABLE-PATH>
<COLUMN name="item">

<PATH>/ODM/Study/MetaDataVersion/ItemDef@OID</PATH>
<TYPE>character</TYPE>
<DATATYPE>STRING</DATATYPE>
<LENGTH>200</LENGTH>

</COLUMN>
<COLUMN name="clname">

<PATH>
/ODM/Study/MetaDataVersion/ItemDef/CodeListRef@CodeListOID</PATH>

<TYPE>character</TYPE>
<DATATYPE>STRING</DATATYPE>
<LENGTH>200</LENGTH>

</COLUMN>
</TABLE>

28

.mapファイルの構造

データセット「cl」の変数「clname」に
CodeListRefタグの
CodeListOID属性を格納。

データセット「cl」の
変数「item」に
ItemDefタグの
OIDの内容を格納。
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データセット「cl」

Define.xml中の
全コードリスト名が格納される。
必要なのは
データセット「vlm」のitemと
共通の物のみ。
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データセット
「wh」

in

Define.xmlのWhere欄を格納。
例: 
ADBCのPARAMCD = "AGENDER"のVLM、
ADBCのPARAMCD in ("AGENDER","ARACE")
のVLMがDefine.xml中にあることを示す。
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データセット
「clval1」「clval2」 in

コードリストの詳細を格納。
例: 
コードリストDSGRDには「Grade 1」「Grade 2」
コードリストDSGRDNには「1」「2」
が定義されていることを示す。
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以上のデータセットを組み合わせて
どのADaMの、どのPARAMの、どの変数にどんな
コードが定義されているか一覧化。
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proc freq data=adam.ADBC;   tables PARAMCD*AVAL/out=frq1;
where PARAMCD="DSGRD";
run;

次は一覧の内容からFreq Procedureの
プログラムを生成して
ADaMデータセットに対して実行。
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proc freq data=adam.ADBC;   tables PARAMCD*AVAL/out=frq2;
where PARAMCD="DSTYPE";
run;

各ADaMのParameter・変数ごとにfreq。
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proc freq data=adam.ADBC;   tables PARAMCD*AVALC/out=frq3;
where PARAMCD="DSGRD";
run;

各ADaMのParameter・変数ごとにfreq。
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proc freq data=adam.ADBC;   tables PARAMCD*AVALC/out=frq4;
where PARAMCD="DSTYPE";
run;

各ADaMのParameter・変数ごとにfreq。
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data _null_ ;
set 一覧データセット;
file "出力先パス¥vlmcl_tmp.sas";
put 'proc freq data=adam.' dsname ' noprint;   
tables ' whrvar '*' trgvar '/out=frq' seq ';';・・・・・

このfreqを
実行するためには、
一覧データセットの
内容を元に
freq procedureの
プログラムを
putを使って
次々に出力し、
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data _null_ ;
set 一覧データセット;
file "出力先パス¥vlmcl_tmp.sas";
put 'proc freq data=adam.' dsname ' noprint;   
tables ' whrvar '*' trgvar '/out=frq' seq ';';・・・・・

このfreqを
実行するためには、
一覧データセットの
内容を元に
freq procedureの
プログラムを
putを使って
次々に出力し、
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data _null_ ;
set 一覧データセット;
file "出力先パス¥vlmcl_tmp.sas";
put 'proc freq data=adam.' dsname ' noprint;   
tables ' whrvar '*' trgvar '/out=frq' seq ';';・・・・・

このfreqを
実行するためには、
一覧データセットの
内容を元に
freq procedureの
プログラムを
putを使って
次々に出力し、
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data _null_ ;
set 一覧データセット;
file "出力先パス¥vlmcl_tmp.sas";
put 'proc freq data=adam.' dsname ' noprint;   
tables ' whrvar '*' trgvar '/out=frq' seq ';';・・・・・

このfreqを
実行するためには、
一覧データセットの
内容を元に
freq procedureの
プログラムを
putを使って
次々に出力し、
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data _null_ ;
set 一覧データセット;
file "出力先パス¥vlmcl_tmp.sas";
put 'proc freq data=adam.' dsname ' noprint;   
tables ' whrvar '*' trgvar '/out=frq' seq ';';・・・・・

%include "&vp.¥vlmcl_tmp.sas";
includeして実行。
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プログラムから生成されるプログラム「vlmcl_tmp.sas」

proc freq data=adam.ADBC  noprint;   tables PARAMCD *AVAL /out=frq1 ;
where AVAL ^=.  and PARAMCD EQ "AGENDER" ;   run;
data frq1 ;   set frq1 ;   length clcd $200   chval2 $1000   dsname trgvar whrvar2 $8;
frqseq=1 ;   chval2='"AGENDER" ';   clcd=compress(AVAL );  dsname="ADBC ";   
whrvar2="PARAMCD ";   trgvar="AVAL ";   run;

proc freq data=adam.ADBC  noprint;   tables PARAMCD *AVALC /out=frq2 ;
where AVALC ^="" and PARAMCD EQ "AGENDER" ;   run;
data frq2 ;   set frq2 ;   length clcd $200   chval2 $1000   dsname trgvar whrvar2 $8;
frqseq=2 ;   chval2='"AGENDER" ';   clcd=AVALC ;   dsname="ADBC ";   
whrvar2="PARAMCD ";   trgvar="AVALC ";   run;
・
・
・
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プログラムから生成されるプログラム「vlmcl_tmp.sas」

proc freq data=adam.ADBC  noprint;   tables PARAMCD *AVAL /out=frq1 ;
where AVAL ^=.  and PARAMCD EQ "AGENDER" ;   run;
data frq1 ;   set frq1 ;   length clcd $200   chval2 $1000   dsname trgvar whrvar2 $8;
frqseq=1 ;   chval2='"AGENDER" ';   clcd=compress(AVAL );  dsname="ADBC ";   
whrvar2="PARAMCD ";   trgvar="AVAL ";   run;

proc freq data=adam.ADBC  noprint;   tables PARAMCD *AVALC /out=frq2 ;
where AVALC ^="" and PARAMCD EQ "AGENDER" ;   run;
data frq2 ;   set frq2 ;   length clcd $200   chval2 $1000   dsname trgvar whrvar2 $8;
frqseq=2 ;   chval2='"AGENDER" ';   clcd=AVALC ;   dsname="ADBC ";   
whrvar2="PARAMCD ";   trgvar="AVALC ";   run;
・
・
・

PARAMCDごとにfreq
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プログラムから生成されるプログラム「vlmcl_tmp.sas」

proc freq data=adam.ADBC  noprint;   tables PARAMCD *AVAL /out=frq1 ;
where AVAL ^=.  and PARAMCD EQ "AGENDER" ;   run;
data frq1 ;   set frq1 ;   length clcd $200   chval2 $1000   dsname trgvar whrvar2 $8;
frqseq=1 ;   chval2='"AGENDER" ';   clcd=compress(AVAL );  dsname="ADBC ";   
whrvar2="PARAMCD ";   trgvar="AVAL ";   run;

proc freq data=adam.ADBC  noprint;   tables PARAMCD *AVALC /out=frq2 ;
where AVALC ^="" and PARAMCD EQ "AGENDER" ;   run;
data frq2 ;   set frq2 ;   length clcd $200   chval2 $1000   dsname trgvar whrvar2 $8;
frqseq=2 ;   chval2='"AGENDER" ';   clcd=AVALC ;   dsname="ADBC ";   
whrvar2="PARAMCD ";   trgvar="AVALC ";   run;
・
・
・

PARAMCDごとにfreq
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次々にFreq Procedureを実行して
作成されたSASデータセット

46

Define.xmlから
作成した一覧①と…
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proc freqで作成した
データセット②を…
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結合。
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①になく、②にのみあるレコードが
Define.xmlに未定義のコード。

• Value-levelでのコード確認
有償版Pinnacleには有。無償版には無。

• PMDAは申請資料に対し有償版を使用する。

• 無償版のみ使用していると、申請資料を提出後に
PMDA側でADaMとDefine.xmlの不整合が見つか
る可能性あり。

• 申請資料提出前に無償版と併せて本発表のような
機械的なチェックをかければ事前に修正可。
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まとめ



参考資料　.mapファイル全文

<?xml version="1.0" ?>
<SXLEMAP version="1.2">
   <TABLE name="vlm">
      <TABLE-PATH syntax="XPATH">
      /ODM/Study/MetaDataVersion/def:ValueListDef/ItemRef
      </TABLE-PATH>

      <COLUMN name="item">
         <PATH>/ODM/Study/MetaDataVersion/def:ValueListDef/ItemRef@ItemOID</PATH>
         <TYPE>character</TYPE>
         <DATATYPE>STRING</DATATYPE>
         <LENGTH>200</LENGTH>
      </COLUMN>
   </TABLE>

   <TABLE name="cl">
      <TABLE-PATH syntax="XPATH">
      /ODM/Study/MetaDataVersion/ItemDef/CodeListRef
      </TABLE-PATH>

      <COLUMN name="item">
         <PATH>/ODM/Study/MetaDataVersion/ItemDef@OID</PATH>
         <TYPE>character</TYPE>
         <DATATYPE>STRING</DATATYPE>
         <LENGTH>200</LENGTH>
      </COLUMN>

      <COLUMN name="clname">
         <PATH>/ODM/Study/MetaDataVersion/ItemDef/CodeListRef@CodeListOID</PATH>
         <TYPE>character</TYPE>
         <DATATYPE>STRING</DATATYPE>
         <LENGTH>200</LENGTH>
      </COLUMN>
   </TABLE>



参考資料　.mapファイル全文

   <TABLE name="wh">
      <TABLE-PATH syntax="XPATH">
      /ODM/Study/MetaDataVersion/def:WhereClauseDef/RangeCheck/CheckValue
      </TABLE-PATH>

      <COLUMN name="whname" retain="YES">
         <PATH>/ODM/Study/MetaDataVersion/def:WhereClauseDef@OID</PATH>
         <TYPE>character</TYPE>
         <DATATYPE>STRING</DATATYPE>
         <LENGTH>200</LENGTH>
      </COLUMN>

      <COLUMN name="whcla" retain="YES">
         <PATH>
         /ODM/Study/MetaDataVersion/def:WhereClauseDef/RangeCheck@def:ItemOID
         </PATH>
         <TYPE>character</TYPE>
         <DATATYPE>STRING</DATATYPE>
         <LENGTH>200</LENGTH>
      </COLUMN>

      <COLUMN name="whope" retain="YES">
         <PATH>
         /ODM/Study/MetaDataVersion/def:WhereClauseDef/RangeCheck@Comparator
         </PATH>
         <TYPE>character</TYPE>
         <DATATYPE>STRING</DATATYPE>
         <LENGTH>10</LENGTH>
      </COLUMN>

      <COLUMN name="chval">
         <PATH>
         /ODM/Study/MetaDataVersion/def:WhereClauseDef/RangeCheck/CheckValue
         </PATH>
         <TYPE>character</TYPE>
         <DATATYPE>STRING</DATATYPE>
         <LENGTH>200</LENGTH>
      </COLUMN>
   </TABLE>



参考資料　.mapファイル全文

   <TABLE name="clval1">
      <TABLE-PATH syntax="XPATH">
      /ODM/Study/MetaDataVersion/CodeList/EnumeratedItem
      </TABLE-PATH>

      <COLUMN name="clname" retain="YES">
         <PATH>/ODM/Study/MetaDataVersion/CodeList@OID</PATH>
         <TYPE>character</TYPE>
         <DATATYPE>STRING</DATATYPE>
         <LENGTH>200</LENGTH>
      </COLUMN>

      <COLUMN name="cltype" retain="YES">
         <PATH>/ODM/Study/MetaDataVersion/CodeList@DataType</PATH>
         <TYPE>character</TYPE>
         <DATATYPE>STRING</DATATYPE>
         <LENGTH>10</LENGTH>
      </COLUMN>

      <COLUMN name="clorder">
         <PATH>/ODM/Study/MetaDataVersion/CodeList/EnumeratedItem@OrderNumber</PATH>
         <TYPE>numeric</TYPE>
         <DATATYPE>INTEGER</DATATYPE>
         <LENGTH>8</LENGTH>
      </COLUMN>

      <COLUMN name="clcd">
         <PATH>/ODM/Study/MetaDataVersion/CodeList/EnumeratedItem@CodedValue</PATH>
         <TYPE>character</TYPE>
         <DATATYPE>STRING</DATATYPE>
         <LENGTH>200</LENGTH>
      </COLUMN>
   </TABLE>



参考資料　.mapファイル全文

   <TABLE name="clval2">
      <TABLE-PATH syntax="XPATH">
      /ODM/Study/MetaDataVersion/CodeList/CodeListItem
      </TABLE-PATH>

      <COLUMN name="clname" retain="YES">
         <PATH>/ODM/Study/MetaDataVersion/CodeList@OID</PATH>
         <TYPE>character</TYPE>
         <DATATYPE>STRING</DATATYPE>
         <LENGTH>200</LENGTH>
      </COLUMN>

      <COLUMN name="cltype" retain="YES">
         <PATH>/ODM/Study/MetaDataVersion/CodeList@DataType</PATH>
         <TYPE>character</TYPE>
         <DATATYPE>STRING</DATATYPE>
         <LENGTH>10</LENGTH>
      </COLUMN>

      <COLUMN name="clorder">
         <PATH>/ODM/Study/MetaDataVersion/CodeList/CodeListItem@OrderNumber</PATH>
         <TYPE>numeric</TYPE>
         <DATATYPE>INTEGER</DATATYPE>
         <LENGTH>8</LENGTH>
      </COLUMN>

      <COLUMN name="clcd">
         <PATH>/ODM/Study/MetaDataVersion/CodeList/CodeListItem@CodedValue</PATH>
         <TYPE>character</TYPE>
         <DATATYPE>STRING</DATATYPE>
         <LENGTH>200</LENGTH>
      </COLUMN>
   </TABLE>
</SXLEMAP>



参考資料　 チェックプログラムvlmcl.sasの全文

%let vp = 本プログラムを置くフォルダ;
libname adam ".sas7bdat形式のADaMデータセットを置くフォルダ";
filename dfxml "ADaMのdefine.xmlのフルパス";
filename defmap "Mappingファイルvlmcl.mapのフルパス";
libname dfxml xml xmlmap=defmap;

proc sort data=dfxml.vlm   out=vlm;
   by item;
run;

proc sort data=dfxml.cl   out=cl;
   by item;
run;

data vlm2;
   merge vlm(in=d1) cl(in=d2);
   by item;
   if d1=1 and d2=1 then output;
run;

proc sort data=dfxml.wh   out=wh;
   by whname whcla whope chval;
run;



参考資料　 チェックプログラムvlmcl.sasの全文

data wh2;
   set wh;
   by whname whcla whope chval;
   where index(whname,"WC.AD") > 0;
   length item $200
          dsname whrvar trgvar $8
          chval2 $1000
          ;
   item = compress( "IT." || substr(whname, index(whname,".")+1) );
   dsname = compress( scan(whname,2,".") );
   trgvar = compress( scan(whname,3,".") );
   whrvar = compress( scan(whcla,3,".") );

   retain chval2;
   if first.whope  then chval2 = compress( '"' || chval || '"' );
   else chval2 = compress( chval2 || ',"' || chval || '"' );
run;

data wh3;
   set wh2;
   by whname whcla whope chval;
   length frope $6;
   if whope = "NOTIN" then frope = "NOT IN";
   else frope = whope;
   if last.whope then output;
run;

proc sort data=wh3;
   by item;
run;

data vlm3;
   merge vlm2(in=d1) wh3(in=d2);
   by item;
   if d1=1 and d2=1 then output;
run;

data clval3;
   set dfxml.clval1  dfxml.clval2;
run;



参考資料　 チェックプログラムvlmcl.sasの全文

proc sql ;
   create table vlm4 as
   select vlm3.item,
          vlm3.clname,
          vlm3.whname,
          vlm3.whcla,
          vlm3.dsname,
          vlm3.whrvar,
          vlm3.frope,
          vlm3.chval2,
          vlm3.trgvar,
          clval3.cltype,
          clval3.clorder,
          clval3.clcd
   from vlm3 full join clval3
   on
   vlm3.clname = clval3.clname
   order by vlm3.item,
            clval3.clorder ;
quit;

data vlm5;
   set vlm4;
   where item ^= "";
   if upcase(cltype) = "TEXT" then type="C";
   else type="N";
run;

proc freq data=vlm5 noprint;
   tables dsname*whrvar*frope*chval2*trgvar*type/ out=vlm6(drop=percent);
run;

data vlm7;
   set vlm6;
   retain seq;
   seq=sum(seq,1);
run;



参考資料　 チェックプログラムvlmcl.sasの全文

data _null_ ;
   set vlm7;
   file "&vp.\vlmcl_tmp.sas";

   put 'proc freq data=adam.' dsname ' noprint;   
        tables ' whrvar '*' trgvar '/out=frq' seq ';';

   if frope in ("IN", "NOT IN") and type="C" then put 
   'where ' trgvar '^=""' ' and ' whrvar frope '(' chval2 ');  run;';

   else if frope in ("IN", "NOT IN") and type="N" then put 
   'where ' trgvar '^=. ' ' and ' whrvar frope '(' chval2 ');  run;';

   else if type="C" then put 
   'where ' trgvar '^=""' ' and ' whrvar frope chval2 ';   run;';

   else if type="N" then put 
   'where ' trgvar '^=. ' ' and ' whrvar frope chval2 ';   run;';

   put 'data frq' seq ';   set frq' seq ';   
        length clcd $200   chval2 $1000   dsname trgvar whrvar2 $8;';

   if type="C" then put 'frqseq=' seq ";   chval2='" chval2 "';         clcd="          
      trgvar ';   dsname="' dsname '";   whrvar2="' whrvar '";   trgvar="' 
      trgvar '";   run;';

   else if type="N" then put 'frqseq=' seq ";   chval2='" 
      chval2 "';         clcd=compress(" trgvar ');  dsname="' 
      dsname '";   whrvar2="' whrvar '";   trgvar="' trgvar '";   run;';

   put " ";
run;

%include "&vp.\vlmcl_tmp.sas";



参考資料　 チェックプログラムvlmcl.sasの全文

data step01;
   set frq:;
run;
proc sort data=step01;
   by dsname chval2 trgvar clcd;
run;

proc sort data=vlm5   out=step02;
   by dsname chval2 trgvar clcd;
run;

data step03;
   merge step02(keep=dsname chval2 trgvar clcd whrvar frope in=d1)
         step01(keep=dsname chval2 trgvar clcd whrvar2 frqseq count in=d2)
         ;
   by dsname chval2 trgvar clcd;
   if d1=1 then d1fl="Y";
   if d2=1 then d2fl="Y";
run;

data step04;
   format dsname whrvar frope chval2 trgvar clcd count d1fl d2fl frqseq;
   set step03;
   keep dsname whrvar frope chval2 trgvar clcd count d1fl d2fl frqseq;
   if d1fl = "" and d2fl = "Y" then output ;
run;
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