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1.　はじめに

昨今、筆者のもとに CSV や Part11 対応で苦慮していると
いう相談が多く寄せられる。
どのように実施すれば良いのかといったものや、かけるべ
き労力やコンプライアンスコストに関わるものなどさまざま
である。
先日、あるコンサルタントが次のようなことを言っていた
とクライアントから聞いた。
「FDA査察において、手順書や記録を電子（pdf）で査察
官に見せる場合は、当該システムのバリデーション（CSV）
や Part11 対応は必須である。」
そんなことは絶対にない。
筆者はこれまでに FDA査察に同席するなど、FDA査察
対応をコンサルティングしてきたが、手順書等を管理する
システム（例：EDMS、Notes）に関して、CSV 実施状況や
Part11 対応状況を質問されたことは一切ない。
もし、当該コンサルタントが言っていることが本当ならば、
FDAが発行した 483 フォームやWarning	Letter など、その
証拠を提示して頂きたいと思う。
そもそも CSV が必要なのは、構造設備（製造システム）
と生データを扱うシステムである。
なぜならば、構造設備が要件を満たさない場合は、製造さ
れる医薬品や医療機器の品質に問題が生じ、患者に対する安
全性に影響が出るためである。

また、生データを扱うシステムも同様で、不具合等があっ
た場合、GxP データの信頼性が損なわれ、医薬品や医療機器
の安全性、有効性、品質に影響が出るためである。
Part11 について言えば、現状ではヒト用の医薬品を製造

する製造所のQCラボに限って査察が行われている。
その理由は、ラボにおける試験で、OOS（Out	of	

Specification：規格外製品）になってしまった電子データ（分
析結果や試験報告書）を改ざんして出荷した場合、患者の安
全性に関わるからである。
Part11 に関するWarning	Letter は、2001 年 10 月を最後

に 14年間 1度も出されていない。
その理由のひとつは、コンプライアンスコストの増大であ

る。2002 年当時の統計によると、Part11 を遵守するために
かかる費用は、全米の製薬企業で 2,500 億円とされた。
日本の場合は薬価制度が存在するが、米国では薬価を企業

が独自に決定する。
規制要件を強化した場合、コンプライアンスコストは薬価

に転嫁され、結果的に患者負担になってしまうのである。
規制当局は、患者の安全性を担保するために規制を強化し

なければならない反面、いたずらにコンプライアンスコスト
を高めてはならないのである。これはジレンマである。
その為、FDAはコンプライアンスコストが最悪である

Part11 に関しては、執行を裁量するということを 2003 年 9
月に宣言した。
2004 年以降の FDA査察では、リスクベースドアプローチ

を採用している。つまりリスクの高い電子データに関しての
み焦点を当てるということである。
たとえ EDMSにバグがあったとしても、手順書はくるわな

いし、医薬品や医療機器の安全性、有効性、品質に何の影響
も生じない。
またNotes に重大なバグがあるとも思われない。
「FDA査察時に手順書や記録をNotes で見せなければなら

ないが、Part11 対応をしていないからどうしようか。」といっ
た質問が多くあるが、筆者は常に問題ないと回答している。

CSV・Part11 対応について

超入門 CSV、 リスクマネジメント、 CAPA など
人気の高いセミナーを 

ホームページで公開しました。
会社や自宅にいながら知りたい項目を選んで

要点を学ぶことができます。

今ならイーラーニングが無料で見放題！！ 

12/29 まで

ご視聴はこちら ☞  http://eCompliance.co.jp/eLearning/
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Part11 が発出された後に、各社が電子記録ではなく、紙
媒体で査察を受けることが頻繁に発生した。やはり Part11
違反を指摘されることへの警戒からである。
しかしである。FDA査察官は限られた査察期間中で、より
多くの記録を精査したいのである。
その為には、電子データがあるのであれば、電子で開示し
て欲しいと考えているのである。
どんなシステムでも絶対に CSV、Part11 対応が必須であ
るとは思わない方が無難である。
リスクの低い（つまり医薬品や医療機器の安全性、有効性、
品質にあまり影響のない）システムは、CSV を簡易的に実施
すれば良い。
コンサルタントも玉石混交であるので要注意だ。コンサル
タントの言うことをすべて真に受けてしまうと、いたずらに
コンプライアンスコストを高めてしまうことになるだろう。

2.　医薬品と医療機器の相違点について

医薬品企業で CSV や Part11 対応支援を行っているコンサ
ルテントが医療機器企業でも医薬品と同等の説明を行ってい
るということをしばしば耳にする。
そもそも化学由来の医薬品と、デバイスである医療機器で
は、その品質管理・品質保証の方法に大きな違いがある。
医薬品は主に破壊検査によって製品の品質をチェックす
る。そのため、品質試験は、サンプリングによって実施する。
つまり、全品検査を実施することができない。
したがって、医薬品は製造開始前にあらかじめバリデー
ションにより定められた品質（仕様）の通り製造できること
を保証しておかなければならない。
また、品質検査において、OOS が検出された場合、バッ
チごと廃棄しなければならない。
つまり、医薬品企業においてバリデーションの実施は極め
て重要なのである。
一方において、医療機器はその多くが非破壊検査によって
製品の品質をチェックする。したがって、多くの場合、医薬
品とは違って全品検査が可能である。その上で、合格品のみ
を出荷することができる。
万が一、不適合品が発見されたとしても、リワーク（手直
し）ができる。
しかしながら、特殊工程（例：はんだ付け、滅菌、かしめ
など）においては、破壊検査しかできないため、あらかじめ
バリデーションが必要である。
つまり、医療機器においては、医薬品ほど厳密なバリデー
ションを実施する必要はないのである。

3.　バリデーションとベリフィケーションの違い

製薬企業は、これまで製造施設を建設する際や、構造設備
を導入する際には、バリデーションを実施しなければならな
かった。つまり、当該製造所や当該構造設備で製造する医薬
品が、あらかじめ定められた品質を担保し、継続的に製造で
きるということをあらかじめ検証するというのがバリデー
ションと呼ばれる規則である。
それに対して、ベリフィケーションは、あらかじめバリデー
ションにより一定品質で製造できることを保証していなくと
も、製造した医薬品（中間製品）の品質を確認して、規格に
適合した医薬品だけ出荷するという方法である。
バリデーションもベリフィケーションも、品質を保証した

医薬品を患者に届けるといった目的は同じである。
バリデーションとは、将来的に設計品質どおりの製品が製
造できることを証明することである。一方で、ベリフィケー
ションは、設計品質どおりの製品が製造できたことを確認す
ることである。（図	１．参照）
つまり、バリデーションは未来形である。ベリフィケーショ
ンは過去形である。
もうお分かりであると思うが、医薬品企業はバリデーショ
ンが主体で、医療機器企業はベリフィケーションが主体であ
る。
しかしながら、昨今の技術の向上により、医薬品企業にお
いてもバリデーションからベリフィケーションへと移行が進
められている。
ただし、医薬品は製造した後は、破壊検査しか実施できな
いため、ベリフィケーションにより医薬品の品質を適切に確
認するためには、製造工程が	QbD（Quality	by	Design）によっ
て設計されていなければならない。

4.　コンプライアンスコストをかけ過ぎていないか？

当社には、バリデーション実施支援の依頼が多く寄せられ
る。しかしである。多くの場合、そんなに厳密にバリデーショ
ンなんてやらなくて良いと回答をしている。
特に質問が多いのは、コンピュータシステムのバリデー
ション（CSV）である。CSV が重要なシステムは、医薬品の
品質や有効性や安全性にかかわるシステムである。
つまり、生データを扱うシステムが中心である。
例をあげてみれば、構造設備、MES、LIMS、EDC、安全性
情報報告システムなどである。
CADやドキュメント管理システムなどは、CSV をさほど
実施する必要はない。その理由は、それらの S/Wに不具合
があったとしても、患者の安全性には何ら影響しないからで
ある。
特に医療機器メーカにおいて、設計管理で使用する S/W
や、販売管理で使用するソフトウェアのダウンロードシステ
ムなどに CSV を実施しているという話をしばしば聞くこと
がある。
誤解を恐れずに言うと、筆者からするとナンセンスな話で
ある。もちろん CSV を実施してはならないと言っている訳
ではない。余計なコストを使うべきではないと言っているの
である。
コンプライアンスコストをかけると、薬価や医療機器の価
格に転嫁され、結果的には患者（ユーザ）負担になってしま
うのである。
FDA等の諸外国の規制当局は、患者の安全性を守るために
規制要件を追加し、監視を強化してきた。一方で、薬価等の
高騰を食い止めなければならない。したがって、患者に対す
るリスクが低いものに対しては、品質保証のレベルを下げて
も構わないことになった。これが「リスクベースドアプロー
チ」である。
コンサルタントによっては、何でもかんでも CSV や
Part11 実施を推奨する場合があるそうだが、筆者は第一に
「コンプライアンスコストマネジメント」を重要視している。

5.　構造設備と IT アプリケーションの CSV について

PIC/S	GMP	Annex	11	「Computerised	Systems」には、序
文に以下のような記述がある。
「マニュアルベースの作業をコンピュータ化システムに置

図 1．バリデーションとベリフィケーションの違い 図 2．コンピュータ化システムとは
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き換える場合、結果として製品の品質、プロセスコントロー
ルつまり品質保証を劣化させてはならない。
プロセスの全般的なリスクが増えてもいけない。」
つまり手作業で制御（例えば温度調節、圧力調節）しなが
ら製造していた医薬品をコンピュータ（ソフトウェア）で制
御した場合、製造される医薬品の品質や品質保証を劣化させ
てはならないということである。
ここで聞きなれない言葉が「コンピュータ化システム」で
ある。我々は普段「コンピュータシステム」とは言うが「コ
ンピュータ化システム」とは言わない。
ではいったい「コンピュータ化システム」とは何であろう
か。例えばなしで紹介しよう。（図 2．参照）
昔はお米を炊くのにお釜を使用していた。火力や炊く時間
やむらし時間などは、人が経験と勘でコントロールしていた。
昨今では、マイコン炊飯ジャーというものが主流であるが、
ICチップにファームウェアと呼ばれるプログラムが搭載され
ており、火力や炊く時間やむらし時間などを自動制御してい
る。
つまり「お釜」というシステムが「コンピュータ化」され
たのである。このようなシステムをコンピュータ化システム
と呼ぶ。けっして「コンピュータシステム」に「化」を挟ん
だのではない。
お釜で炊いたご飯は非常に美味しい。マイコン炊飯ジャー
で炊いたお米も、お釜で炊いたものと同じ食感、美味しさで
なければならない。つまり、お釜に比べて品質を劣化させて
はいけないのである。
GMPで使用するコンピュータ化システムは 4つのカテゴ
リに分類される。（図 3．参照）
１）構造設備（プロセスコントロール）
２）分析機器
３）IT アプリケーション
４）インフラストラクチャ（マテハンや自動倉庫など）
である。
CSV は、もともと構造設備（プロセスコントロール）を自
動化した際の品質保証から始まった。
製薬企業では、昨今H/W中心の構造設備から、複雑かつ
大規模なソフトウェア中心の IT アプリケーションへと利用
形態が大きく様変わりしつつある。
構造設備はハードウェアに対して比較的小規模なプログラ
ム（ファームウェア、PLC 等）が埋め込まれている。
一方、IT アプリケーションは、膨大なソフトウェアで構成
されている。
構造設備のバリデーションは比較的直観的に実施できる。
なぜならば実際に製造した医薬品等を検査すれば、その品質
が把握できるからである。
一方で、IT アプリケーションは、直接医薬品等を製造する
のではなく「情報（電子データ）」を扱う。「情報（電子デー
タ）」の品質（信頼性）を保証することは非常に困難である。
構造設備のバリデーションのことを、適格性検証

（Qualification）と呼び、DQ、IQ、OQ、PQ等を実施する。
一方で、IT アプリケーションのバリデーションでは、テ
スト（単体テスト、連結テスト、システムテスト、ユーザ受

入れテスト等）を実施する。IT アプリケーション、すなわ
ちソフトウェアの場合、どれだけテストを繰り返してもバグ
（不具合）はゼロにはならない。いわばバグは付き物である。
しかも使用開始後数年経ってからバグが見付かるケースも多
い。
IT アプリケーションで、DQ、IQ、OQ、PQ（つまり適格

性検証）を実施するといった SOPを使用している企業が多
いが、これは全くナンセンスである。適格性検証では、IT ア
プリケーション（ソフトウェア）の不具合なんて解消されな
い。

図 3．GMP におけるコンピュータ化システム

図 4．ハイブリッドシステム

図 5．Excel における不正

6.　紙が正か電子が正か

多くの企業では、記録を電子で作成し、紙に印刷した後、
責任者が署名（捺印）を行っていることであろう。
このように電子記録と紙媒体への署名の組合せを「ハイブ

リッドシステム」と呼ぶ。（図 4．参照）
つまり「ハイブリッドシステム」とは、電子記録を紙媒体

に印刷し、手書きの署名（または記名・捺印）を行うことで
ある。
「ハイブリッドシステム」は中途半端な電子化である。
「ハイブリッドシステム」では、不正が容易となる。デー

タ改ざん後、再印刷し、バックデートで署名をすることがで
きるからである。
例えば、査察の直前に都合の悪いデータ（Excel）を改ざ

んして、再印刷したうえで、当時の日付で署名をするのであ
る。
2007年に FDAが抜き打ちで米国の大手10社を査察した。

その結果、3社で電子記録の改ざんが疑われる事案が発見さ
れた。
このことは驚愕である。
FDAの査察官は、電子記録の改ざんの手口や発見の方法等

を訓練されている。
例えば、Excel の内容と紙の内容を比較して、異なる場合

は改ざんを行ったということになる。
また、Excel のファイル日付が、紙の署名日よりも新しい

場合は、やはり改ざんが疑われる。（図 5．参照）

7.　Excel の管理の留意点

Excel を使用しデータを入力した場合の留意点は、以下の
とおりである。
(1)	入力後、すみやかに印刷し、当日の日付でサインする
こと。

(2)	入力した Excel は、削除しないこと。
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(3)	入力した Excel は、タイムスタンプ（ファイル日付）
を変更しないこと。

(4)	入力した Excel は、セキュリティで保護された環境で
管理すること。

　（CD-R 等に焼くのがベスト）

8.　紙が正か電子が正か

筆者がコンサルテーションを実施する中で、以下のような
主張を多く聞く。（図 6．参照）
「当社では責任者が記録を十分に精査して署名（捺印）を
行っている。したがって紙が正（原本）である。」
この主張は、性善説に基づくものである。極めて日本的な
考え方である。
欧米の規制当局の査察は、性悪説をもとに実施される。
例えば、医薬品製造の品質試験でOOS が発生したとしよ
う。この場合、当該ロットは廃棄しなければならない。
当然のことながら経営者（責任者）に報告が上がる。経営
者は、経済的な損失を防ぐために、担当者に試験記録の改ざ
んを指示するかも知れない。

【要点をわかりやすく学ぶ】 
製薬 ・ 医療機器企業におけるリスクマネジメント

～ FDA、 ICH Q9 ・ ISO-14971 の要求事項と具体的な実施手順～

【著者】 ( 株 ) イーコンプライアンス 代表取締役　村山 浩一

数多くの FDA 査察を経験した著者が、 査察官の着眼点をふまえて 
難解なリスクマネジメントを初心者にも解りやすく解説している唯一の書籍！！

◆ FDA の査察方式と査察時のリスクマネジメントのチェックポイント
◆医薬品 / 医療機器それぞれの 「リスク」 と各製品に求められる 「リスクマネジメント」 とは
◆規制当局が求める ICH Q9 品質リスクマネジメントの理解と運用方法
◆ ISO-14971 の考え方と医療機器設計現場への落とし込み
◆リスクアセスメントツールの具体的な使い方とリスク評価の考え方

◆ FDA は何を 「リスク」 とするのか？自社でのリスクの特定と具体的マネジメント手順 

発刊日 ： 2015 年 8 月 28 日　　体裁 ： B5 判並製本  約 100 頁
価格 ( 税込 ) ： 32,400 円 （会員価格 30,780 円） 
発　行 ： サイエンス＆テクノロジー ( 株 )

ご注文はこちら ⇒ http://eCompliance.co.jp/SHOP/P102.html
 
※書籍の詳細とご注文は当社ホームページをご参照ください。

新刊書籍のご案内

 【内容】

 はじめに

 第 1 章 リスクとは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 5 章 医薬品とリスク管理

 第 2 章 R-Map 手法　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 6 章 医療機器におけるリスクマネジメント

 第 3 章 リスクに関する用語解説　　　　　　　　　　 第 7 章 リスクマネジメント手法

 第 4 章 一般的なリスクマネジメント　　　　　　　　　第 8 章 コンピュータ化システムにおけるリスク管理

株式会社イーコンプライアンス　　　　　　　  http://eCompliance.co.jp
〒 140-0004
東京都品川区南品川 3-4-1-1201 　　　TEL ： 03-5461-9538　FAX ： 03-5460-0955

図 6．よくある主張と査察官の視点
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一般に担当者は不正を行わない。なぜならば、不正を行っ
たとしてもメリットがないからである。

9.　タイプライターイクスキューズ

かつて米国でもこんな議論があった。製薬企業が次のよう
に主張した。
「真の記録は紙の記録である。我々はコンピュータを単に
記録を作成するために使っているに過ぎない。」
つまり、当該コンピュータは、タイプライターのように使
用しているので、Part11 の対象ではないという主張である。
この主張を「タイプライターイクスキューズ」と呼んでい
る。
FDA	はこれに対し「たとえば電子記録が作成されない場合
のように、コンピュータが本当にタイプライターのように使
用されている時のみ Part11 は適用されない。」と見解を述べ
た。
タイプライターとコンピュータでは、大きな相違がある
ためである。タイプライターの特徴は「One	Time	Printing」
である。つまり、一度しか印刷できないのである。
これに対し、コンピュータは電子記録を保持するため、何
度でも印刷することができる。このことを利用して、電子記
録を改ざんし、再印刷した上で、バックデートで署名すると
いった不正が可能になってしまうのである。
当時 Part11 を主宰していた Paul	Motise は、以下のよう
に述べている。
「プリントアウトを本質的に信頼することはできない。な
ぜならプリントアウトにはデータの再構築または生データか
ら再現するために必要なメタデータ情報を含んでいないから
である。」
つまり、紙媒体上には監査証跡がなく、改ざんされた記録
であるかどうかが確認できないという事である。
気を付けなけらばならないことは「ハイブリッドシステム
は、署名（記名・捺印）を紙媒体化したのみであり記録は電
子である。」という事である。
ハイブリッドシステムの場合、規制当局は査察時に記録を
電子で調査し、署名を紙で確認するのである。
その目的は、改ざんの発見である。
したがって、紙媒体で承認（署名）したからといって、けっ
して電子記録を消去してはいけない。

10.　Part11 査察について

CDRH（Center	for	Devices	and	Radiological	Health：医療
機器・放射線保健センター ) は、FDAに 6つあるセンターの
一つで、医療機器を担当している。
この CDRHには、DICE（Food	&	Drug	Administration's	
Division	of	Industry	and	Consumer	Education) という部署が
ある。
筆者も時々コンサルテーションを実施する際に利用する
が、FDAの規制要件等に不明な点等があれば、DICE に直接
メールで質問すると、2日間程度で回答が得られる。
筆者は、これまで本誌や当社ホームページなどで、Part11
査察はヒト用の医薬品における出荷判定（製造記録、品質記
録）で電子記録を使用している場合に限定してのみ実施され
ている旨を紹介してきた。つまり、医療機器では Part11 査
察は実施されていない旨を主張してきた。
そこで、このことが本当であるかをDICE に直接質問して
みたので、その回答をご紹介したい。
質問は「記録等をスキャナで pdf 化したものをNotes 等で
管理する際に、どのような規制要件を遵守しなければならな
いか。」というものであった。
---------	以下、DICE からの回答の邦訳である	---------
すべての医療機器の製造・流通・販売に関する文書は、特
段の除外規定がない限りは電子記録を含めて、品質システム
規則（QSR）に従わなければなりません。
私は下記に品質システム、品質システム序文、21	CFR	
Part	11	電子記録・電子署名や、文書・記録管理に関するそ

の他の情報を下記にご紹介します。
どうぞ、貴社の品質保証部門または薬事部門の方々とそれ

らの情報を参照して頂き、適切な判断をしてください。
電子記録・電子署名につきましては、21	CFR	Part	11 を参

照することを推奨します。
品質システム記録の保持につきましては、21	CFR	Part	

820 を参照してください。
電子メールや最終デバイスの設計・製造で使用されるソフ

トウェア等における電子記録は、一般的に品質システム規
則（21	CFR	Part	820）と電子記録・電子署名（21	CFR	Part	
11）に含まれています。
あなたに品質システム要求と、適切な電子記録・電子署名

に関するガイダンスを参照することを推奨します。
文書管理に関する規制要件は、すべてのヒト用の医療機器

における、設計・製造・包装・ラベリング・保管・据付、サー
ビスに関すべての文書に適用されます。
あなたの会社の品質保証部門および薬事部門と相談し、

21	CFR	Part	820.1 を参照してください。
品質システム記録に関しては、21	CFR	Part	820のサブパー

トMを参照してください。
もし、ご不明な点等があれば、ご遠慮なくお問合せ頂けま

したら、私たちは更なるご支援をいたします。
----------------------------------------------------
ここで興味深いのは、上記回答では、QSR は遵守が必須で

あるが、Part11 は参照することと記されていることである。
しかもNotes を利用してはならないという記載は一切な

く、品質保証部門と相談して適切な判断をするようにとお茶
を濁している。FDAとしての回答は、これが限界であろう。
Notes を使用してはならないとか、記録を電子化した場合、

絶対に Part11 を遵守しなさいと返答したとしたら、世界中
の医薬品、医療機器、食品、化粧品、たばこの製造や出荷が
たちまち滞ってしまうだろう。
かといって、Part11 を無視しても良いとは絶対に言えな

いであろう。
FDAの Part11 に関する公式の見解としては、2003

年 9月に発行された「21	CFR	Part	11	ER;ES	Scope	and	
Application」があるが、その内容と本回答は整合している。
つまり、企業はプレディケートルール（GMPやQSRのこと）

を遵守する義務がある。
しかしながら、Part11 に対しては、リスクベースドアプ

ローチにより、企業が自ら判断して適用することを要求して
いる。
Scope	and	Application でも述べているが、Part11 の最大

の欠点は、コンプライアンスコストである。
患者の安全を確保するために規制要件を強化した場合、企

業はより多くのコンプライアンスコストを支出しなければな
らない。企業の支出したコストは、薬価や医療機器の価格に
反映され、結果的に患者負担となるのである。米国は日本と
違って、薬価制度等がなく、また国民皆保険でもない。高額
所得者しか救われる医療にしてはならない。
そのため FDAは、Part11 の取り扱いについては、非常に

センシティブである。
最近では、Part11 査察に代わって、プレディケートルー

ルにもとづいた「Data	Integrity」に関する調査が実施されて
いる。
Data	Integrity とは、医薬品や医療機器の品質試験や検査

における生データや解析結果等が、紙媒体であれ電子記録で
あれ、信頼できるものであるかということである。
特に Excel 等を使用している場合は、査察の直前になって、

データを改ざんすることができてしまう。
そこで、FDAの査察官は、電子記録に関する不正行為の見

破り方について、徹底的に研修を受けている。
ここで注意が必要なことは、FDAの関心事は生データ等の

信頼性であって、SOPや紙記録をスキャンしたものの信頼性
ではないということである。
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注目セミナーのお知らせ  

【基礎から学ぶ】
再生医療等製品に関わる規制要件（GCTP）と

構造設備導入の留意点セミナー （1/18） 
 ～再生医療等製品を開発・製造するための規制要件入門～

特別キャンペーン！ 2 名同時申込みで 1 名分無料！！
★ 再生医療等製品に関する法規制動向は
★ GCTP 省令の概要
★ 医薬品 GMP 省令と GCTP 省令の違いとは
★ 再生医療に関連する新法（再生医療関連三法）とは
★ 再生医療製品の工程設計に係る留意点とは
★ 細胞培養加工施設の要件と課題とは 
【日時】2016 年 1月 18日（月）10:30 ～ 16:30							【場所】東京・品川区	大井町	きゅりあん	5F		第 4 講習室		
【価格】	48,600 円（会員受講料 46,170 円）		
　　　	※特別キャンペーン！ 2名同時申込みで 1名分無料（１名あたり定価半額の 24,300 円）
	　　　※ 2名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。
	　　　※同一法人内 ( グループ会社でも可 ) による 2名同時申込みのみ適用いたします。
【講師】( 株 ) イーコンプライアンス	代表取締役		村山	浩一
【講演要旨】

　最近になって、再生医療が大学病院等での研究が飛躍的に進み、再生医療等製品に関する臨床研究・臨床試験
が多く実施されています。
　iPS 細胞等よる再生医療は、日本が先端を走り、世界中の注目を集めています。
　しかしながら、再生医療は、生きた細胞製品を扱うため安全性に関する課題も多いのはご承知の通りです。そ
のため、再生医療等製品を製造するためには、十分な品質リスクマネジメントを実践する必要があります。
　以前は、再生医療は、薬事法によって規制されてきました。2014 年 11 月 25 日から「医薬品医療機器等法（改
正薬事法）」および「再生医療新法」が施行されました。
　これに伴い、再生医療に関する省令・通知等も整備されました。
　再生医療等製品（細胞培養製品）を製造販売する業者は、安全性を確保し、再生医療等製品の製造管理および
品質管理を徹底し、再生医療等製品を市場に出荷するために様々な法令を学び遵守する必要性が出てきました。
　厚生労働省は、再生医療等製品を製造する際に「再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令

（GCTP）」と呼ばれる規制要件を施行しました。
　再生医療等製品に関しては、医薬品とは区別した GMP が施行されてことになります。
　諸外国でも、再生医療等製品に関するガイドラインの作成が活発に行われております。
　また、構造設備（再生医療等製品を製造する設備、装置、システム等）に関しては、今般 EU GMP Annex 15「適
格性検証とバリデーション」が改定されました。これにより、再生医療のライフサイクル全般における、適格性
検証（Qualification）、ベリフィケーション、バリデーションといった概念が大きく変わることとなりました。
　EU GMP Annex 15 は、近い将来 PIC/S GMP にそのまま採用されることは明らかです。
　本セミナーでは、再生医療製品の品質確保に必要な「再生医療等製品の製造管理および品質管理に関する基準
（GCTP）」について、初心者にもわかりやすく解説します。
　また施設に求められる GMPハード、GMPソフトに関する要件や品質リスクマネジメントに関する具体的な実
施例等についても解説します。

【お申込み方法】
  お申し込みは、下記の URL からお願いいたします。 
　　　　　　　    　⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/160118P.html

【アジェンダ】
１．再生医療等製品に関する規制動向　　　    3．品質リスクマネジメントとは
２．GCTP入門　　　　　　　　　　　　　　  4．構造設備の要件
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【徹底理解】
FDA 査察対応セミナー・入門編 （1/19） 

 ～理論と事例から学ぶ FDA 査察対応～

特別キャンペーン！ 2 名同時申込みで 1 名分無料！！
★ FDA はなぜ査察をするのか
★ 実例から学ぶ FDA 査察対応準備のノウハウ
★ 実際の事例でみる FDA 査察対応～査察通知受け取りから Form 483 対応完了まで～ 
★ 査察本番での対応のコツ 
★ 「FDA 査察対応計画書」、Form483 への「回答書のサンプル」をプレゼント  
【日時】2016 年 1月 19日（火）10:30 ～ 16:30							【場所】東京・品川区	大井町	きゅりあん	5F		第 1 講習室		
【価格】	48,600 円（会員受講料 46,170 円）		
　　　	※特別キャンペーン！ 2名同時申込みで 1名分無料（１名あたり定価半額の 24,300 円）
	　　　※ 2名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。
	　　　※同一法人内 ( グループ会社でも可 ) による 2名同時申込みのみ適用いたします。
【講師】( 株 ) イーコンプライアンス	代表取締役		村山	浩一
【講演要旨】
　FDA査察を全般的にまた具体的にわかりやすく解説するセミナーです。
米国に医薬品・医療機器を輸出している企業は輸出実績に関わりなく、FDA査察を受ける可能性があります。	
日本における FDA査察はどのように実施されるのでしょうか。本セミナーでは、演者のこれまで多くの FDA査察対応コ
ンサルテーションや、実際の FDA査察に立会った経験から FDA査察対応のノウハウを惜しみなく説明いたします。
FDAに対するレスポンスは、査察を実施した査察官宛に送付するのではなく、FDA本部に	送付することに注意が必要で
す。	
指摘へのレスポンスは極めて詳細である必要はありません。また次回査察時に改善実施について確認されるので、確実
に改善ができることを書くこ	とが重要です。つまり、机上の空論のようなことは書いてはいけません。
FDA	Form	483 の回答が不十分であれば、Warning	Letter をもらうことになってしまいます。		
FDA は、2014 年 10 月に「医薬品査察の遅延、拒否、制限、拒絶に相当する状況につい	てのガイダンス」を発行しました。
つまり「査察妨害」に関するガイダンスです。
では、いったいどんな行為が「査察妨害に相当するのでしょうか。」
FDA査察においては FDAの要求事項（21	CFR）への深い理解が求められることはもちろん、査察本番における適切な資
料のスピーディーな提出も必要となります。	
本セミナーでは、まず FDAの要求事項や指摘事項等などの理論面を解説し、さらに当社が経験してきた実際の FDA査察
事例をもとに、FDA査察本番でとるべき対応をわかりやすく説明します。
また、来るべき査察時に使える「FDA査察対応計画書」、Form483 への「回答書のサンプル」を無料で配布いたします。

【お申込み方法】
  お申し込みは、下記の URL からお願いいたします。 
　　　　　　　    　⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/160119P.html

注目セミナーのお知らせ  

【アジェンダ】
１．はじめに																																																															９．査察スケジュールについて
２．FDAについて																																																			１０．査察対応の考え方
３．FDAによる法的措置の統計																									１１．品質システムとは
４．FDA査察について																																										１２．GMPにおけるシステム査察	
５．査察からW/Lまでのフロー																										１３．FDA査察とCAPA
６．査察妨害行為に関するガイダンス												１４．臨床試験におけるFDA査察対応
７．査察対応組織																																																			１５．Appendix
８．FDA査察の準備		
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注目セミナーのお知らせ  
	

【超入門】
コンピュータバリデーション & ER/ES 指針（1/28）

～これだけわかれば、電子規制に関する要件はすべて大丈夫 !! ～
特別キャンペーン！ 

2 名同時申込みで 1 名分無料！！
★これから CSV や ER/ES 対応を始める方へ超入門コース 
★ CSV って何？ 
★ GAMP って何？ 
★ ER/ES 指針って何？ 
★ コンピュータ化システムって何？ 
★ IQ,OQ,PQ とは、作成すべき文書（SOP）と記録とは 
★ Excel の CSV 実施方法と ER/ES 指針対応方法とは 
★ 当局の CSV、ER/ES 査察はどのように実施されるのか？  
【日時】2016 年 1月 28日（木）10:30 ～ 16:30							【場所】東京・品川区	大井町	きゅりあん		4F		第 1 グループ活動室		
【価格】	48,600 円（会員受講料 46,170 円）		
　　　	※特別キャンペーン！ 2名同時申込みで 1名分無料（１名あたり定価半額の 24,300 円）
	　　　※ 2名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。
	　　　※同一法人内 ( グループ会社でも可 ) による 2名同時申込みのみ適用いたします。
【講師】( 株 ) イーコンプライアンス	代表取締役		村山	浩一
【講演要旨】

　コンピュータバリデーション（CSV）と電子記録・電子署名（ER/ES）に関する超入門編です。	
はじめてバリデーションや ER/ES を学ぶ方に最適なセミナーです。	
CSV 規制の歴史をご紹介した上で、製薬業界のスタンダードである GAMP	5 をわかりやすく解説します。
CSV を実施する上で知っておかなければならないことは、構造設備と IT アプリケーションでは、バリデーションの方法
が全く違うということです。	
しかしながら、これまで構造設備と IT アプリケーションの違いについて解説を行うセミナーはありませんでした。	
システムを 4つに分類し、それぞれの CSV 実施方法を解説いたします。
また、電子記録や電子署名を使用する場合、どういった管理が必要かを基本から解説いたします。	
特に多くの業務で使用されているMS-Excel の CSV 実施方法と、ER/ES 指針対応方法をわかりやすく解説いたします。	
FDA の査察官は、電子記録の不正に関して、徹底的に査察方法を教育されています。	
いったい、どのように電子記録（Excel）を管理すれば良いのでしょうか。
本セミナーでは、初心者の方に向けて、CSV と ER/ES 指針を超わかりやすく解説いたします。

【お申込み方法】
  お申し込みは、下記の URL からお願いいたします。 
　　　　　　　    　⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/160128P.html
※ 1/29( 金 ) 開催『【中級編】コンピュータバリデーション』と 2 日間コースでお申込　 
みの場合は、下記の URL からお申し込みください。
コースでのお申込み〈2 日間：64,800 円（会員受講料 61,560 円）〉
※特別キャンペーン！ 2 名同時申込みで 1 名分無料（１名あたり定価半額の 32,400 円）

⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/160128-29P.html

【アジェンダ】
１．電子関連規制要件等の歴史                           ７．カテゴリ分類とは　　
２．GAMPとは                                                          ８．システムライフサイクルとは
３．医薬におけるバリデーションとは　　      ９．V-Modelとは
４．コンピュータ化システムとは　　　　  １０．サプライヤの活用     
５．PVとCSVの違い１2．ER/ES指針入門　  １１．リスクベースドアプローチとは
６．CSVとは　　　　　　　　　　　　　   １２．ER/ES指針入門
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注目セミナーのお知らせ  
	

【中級編】
コンピュータバリデーション（1/29）

～テンプレートを利用した CSV ＆ ER/ES 文書の具体的な作成方法と例～
特別キャンペーン！ 

2 名同時申込みで 1 名分無料！！
★ 具体的な CSV 文書のサンプルが見たい !!
★ 適切かつ高効率な対応方法とは。
★ CSV、ER/ES 指針対応はどこまでやれば良いのか  
【日時】2016 年 1月 29日（金）10:30 ～ 16:30							
【場所】東京・品川区	大井町	きゅりあん　4F		第 1 グループ活動室		
【価格】	48,600 円（会員受講料 46,170 円）		
　　　	※特別キャンペーン！ 2名同時申込みで 1名分無料（１名あたり定価半額の 24,300 円）
	　　　※ 2名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。
	　　　※同一法人内 ( グループ会社でも可 ) による 2名同時申込みのみ適用いたします。

【講師】( 株 ) イーコンプライアンス	代表取締役		村山	浩一

【講演要旨】
　CSV に関するセミナーや書籍は沢山ありますが、実際の CSV や ER./ES の成果物の作成方法を解説したものは
ほとんどありません。	
百聞は一見にしかずです。ぜひ具体的な文書の例を見て、CSV、ER/ES 対応を体感してみてください。	
本セミナーでは、実際の CSV や ER/ES 文書を開示しながら、成果物の作成方法とノウハウを徹底的に伝授いた
します。
CSV や ER/ES を実践してきた経験から、難解な GAMP	5 をわかりやすく解説し、適切かつ高効率な対応方法を
解説いたします。	
これまで入門コースを受講された方にとって、次のステップアップとなる講座です。

【お申込み方法】
  お申し込みは、下記の URL からお願いいたします。 
　　　　　　　    　⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/160129P.html
※ 1/28( 木 ) 開催『【超入門】コンピュータバリデーション & ER/ES 指針』と 2 日間
      コースでお申込みの場合は、下記の URL からお申し込みください。
コースでのお申込み〈2 日間：64,800 円（会員受講料 61,560 円）〉
※特別キャンペーン！ 2 名同時申込みで 1 名分無料（１名あたり定価半額の 32,400 円）

⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/160128-29P.html

【アジェンダ】
１．成果物の種類と作成の留意点　　   ４．運用フェーズ 
２．構想フェーズ                                          ５．査察対応の考え方
３．プロジェクトフェーズ　　　　　　　　　　 

　本誌でご紹介できなかったセミナー情報も満載 !!
    セミナー実施予定一覧とお申込みは、当社ホームページからお願いします。
　　　　　                              http://eCompliance.co.jp

株式会社イーコンプライアンス
http://eCompliance.co.jp

検索イーコンプライアンス
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注目セミナーのお知らせ  

製薬・医療機器企業における
リスクマネジメントセミナー （2/15）

～難解なリスクマネジメントを初心者にもわかりやすく解説～
特別キャンペーン！ 

2 名同時申込みで 1 名分無料！！
★ 製薬業界、医療機器業界におけるリスクとは
★ ICH-Q9 品質リスクマネジメントとは
★ ISO-14971 とは
★ リスクを管理するための具体的な SOP とは  
【日時】2016 年 2月 15日（月）10:30 ～ 16:30							【場所】東京・品川区	大井町	きゅりあん		5F　第 4講習室		
【価格】	48,600 円（会員受講料 46,170 円）		
　　　	※特別キャンペーン！ 2名同時申込みで 1名分無料（１名あたり定価半額の 24,300 円）
	　　　※ 2名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。
	　　　※同一法人内 ( グループ会社でも可 ) による 2名同時申込みのみ適用いたします。
【講師】( 株 ) イーコンプライアンス	代表取締役		村山	浩一
【講演要旨】

製薬企業や医療機器企業にとって、リスクを管理することは非常に重要です。しかしながら、リスクマネジメ
ントは難解です。医療機器業界では、欧州が先行し、90 年代から IOS-14971 が制定されました。医薬品業界は、
2005 年に ICH-Q9「品質リスクマネジメントに関するガイドライン」が合意され、翌年から本邦においても施行
されています。

リスクマネジメントは、特定の部署だけが対応したり、手順書を作成するだけではありません。研究開発、設計
管理、臨床開発、製造販売後、流通、申請、査察にいたる製品のすべてのライフサイクル全般について、すべて
の部署がそれぞれの手順にリスクマネジメントの概念を取り込まなければなりません。そのためには、リスクマ
ネジメントの基本的な考え方と規制当局の期待を十分に理解しなければなりません。

本セミナーでは、難解なリスクマネジメントを初心者にもわかりやすく解説いたします。またリスクマネジメン
トに関する SOP のサンプルを配布し、具体的に説明いたします。

【お申込み方法】
  お申し込みは、下記の URL からお願いいたします。 
　　　　　　　    　⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/160215P.html

※ 2/16( 火 ) 開催『製薬企業・医療機器企業における FDA が要求する CAPA 導入の留意点』
と 2 日間コースでお申込みの場合は、下記の URL からお申し込みください。
コースでのお申込み〈2 日間：64,800 円（会員受講料 61,560 円）〉
※特別キャンペーン！ 2 名同時申込みで 1 名分無料（１名あたり定価半額の 32,400 円）

⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/160215-16P.html

【アジェンダ】
１．はじめに																																																															７．リスクベースドアプローチ
２．リスクとは																																																											８．医薬品とリスク管理
３．ISO/IECガイド51																																																	９．医療機器とリスク管理
４．用語解説																																																											１０．GAMP5におけるリスク管理
５．一般的なリスクマネジメントプロセス			１１．FMEA実習
６．リスク分析手法	
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注目セミナーのお知らせ  
	

製薬企業・医療機器企業における 　
FDA が要求する CAPA 導入の留意点 （2/16）

～ FDA 対応のための CAPA 手順書サンプル配布 ～
特別キャンペーン！ 2 名同時申込みで 1 名分無料！！

★ FDA が要求する CAPA の 7 ステップとは 
★ 最近 CAPA で多くのワーニングレターが発行されている 
★ 初心者にもわかりやすいように CAPA を基本から解説！  

【日時】2016 年 2月 16日（火）10:30 ～ 16:30							【場所】東京・品川区	大井町	きゅりあん		5F　第 4講習室		
【価格】	48,600 円（会員受講料 46,170 円）		
　　　	※特別キャンペーン！ 2名同時申込みで 1名分無料（１名あたり定価半額の 24,300 円）
	　　　※ 2名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。
	　　　※同一法人内 ( グループ会社でも可 ) による 2名同時申込みのみ適用いたします。
【講師】( 株 ) イーコンプライアンス	代表取締役		村山	浩一
【講演要旨】

　CAPA（是正・改善措置）の考え方は、医薬品業界の査察のために米国 FDA が開発し、その手順は品質に関する査察
規制が適用となる品質システムの中で最も重要なものとなりました。これに伴い、CAPA に関する査察が強化されました。
すなわち CAPA は、FDA 査察準備の最大のポイントと言えます。 
CAPA は重要な査察項目の 1 つとして上げられています。CAPA を見ることで企業の製品に対する品質改善や法遵守の姿
勢が見えてくることになります。 
CAPA を導入することにより医薬品製造企業における不適合の発生率を確実に減少させることが出来ます。 
CAPA は逸脱管理のみならず、品質情報（苦情処理、顧客満足度）、内部監査、変更管理、自己点検、国内外行政当局査察、
監査などで発見されたり、指摘された問題点、課題について対応していくためのシステムです。
当局査察では必ず CAPA SOP の提示を求められます。またその記録も厳重に調査されます。 
CAPA は導入すれば終わりではなく、継続的に運用することが重要です。 
欧米の医薬品・医療機器業界では CAPA の概念の導入、検討が盛んに行われています。しかしながら、本邦においては、
CAPA の情報管理が、手作業ベース（Excel、Word）で行われ、関連する資料と共に紙ファイルで保存されているため蓄
積したデータの利用効率が悪く、CAPA の品質向上への効果が十分に得られないといった状況が見受けられます。 
FDA の要求事項である CAPA では、顧客苦情のみならず生産工程等での不適合にも適切な対応が求められていますが、
既存システムでは顧客苦情のみを対象にしているケースが多く見られます。さらに自社開発を行うなどにより、21 CFR 
Part 11 に適合していないシステムも多く存在しています。
本セミナーでは、初心者にもわかりやすいように CAPA の基本から解説を行います。また CAPA システムを導入するに
あたっての留意点について解説いたします。

【お申込み方法】
  お申し込みは、下記の URL からお願いいたします。 
　　　　　　　    　⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/160216P.html
※ 2/15( 月 ) 開催『製薬・医療機器企業におけるリスクマネジメントセミナー』と 2 日間コー
スでお申込みの場合は、下記の URL からお申し込みください。
コースでのお申込み〈2 日間：64,800 円（会員受講料 61,560 円）〉
※特別キャンペーン！ 2 名同時申込みで 1 名分無料（１名あたり定価半額の 32,400 円）

⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/160215-16P.html

【アジェンダ】
１．はじめに																																																		７．品質監査とCAPA																																											
２．FDAによる法的措置の統計																						８．医療機器とCAPA
３．CAPAとは　　　　　　　　　　													９．医薬品とCAPA
４．是正処置とは																																								１０．品質システムからのアプローチ
５．予防処置																																															１１．CAPAの7段階
６．品質システムとは																																	１２．CAPAシステムの導入	
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医療機器ソフトウェア開発実践セミナー（2/23） 
 ～ 医療機器に搭載するソフトウェアのバリデーション方法の具体例 ～

特別キャンペーン！ 2 名同時申込みで 1 名分無料！！
★ IEC62304、FDA ガイダンスに対応しなければ海外展開できない
★ 医療機器ソフトウェア設計・開発における国際規格（IEC-62304）とは 
★ FDA が要求する医療機器ソフトウェアのバリデーションとは 
★ 改正薬事法により、本邦でもソフトウェアの規制が強化される
★ 米国内で販売される医療機器に対して、義務付けられる要件とは
★ ISO 14971 に適合するリスク管理プロセスとは
★ FDA が定める医療機器に搭載するソフトウェア開発時の特定ベスト プラクティスとは
★ 新 QMS 省令に対応するためにソフトウェア企業が実施すべき事項とは
★ ソフトウェア企業が作成しなければならない手順書とは 
★ 医療機器ソフトウェアに対するリスク分析の実施方法とは 

※適用ソフトウェア※
■ 医療機器のコンポーネント、部品、付属品として使用されるソフトウェア
■ それ自体が医療機器であるソフトウェア（血液事業者向けソフトウェアなど）
■ 機器の製造に使用されるソフトウェア（製造装置のプログラム可能なロジック コントローラなど）
■ 機器製造業者用品質システムの履行に用いられるソフトウェア（例：機器の履歴を記録、メンテナンスする
ソフトウェア）  

【日時】2016 年 2月 23 日（火）10:30 ～ 16:30			【場所】東京・品川区	大井町きゅりあん	4F 第 1グル―プ活
動室		
【価格】	48,600 円（会員受講料 46,170 円）		
　　　	※特別キャンペーン！ 2名同時申込みで 1名分無料（１名あたり定価半額の 24,300 円）
	　　　※ 2名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。
	　　　※同一法人内 ( グループ会社でも可 ) による 2名同時申込みのみ適用いたします。

【講師】( 株 ) イーコンプライアンス	代表取締役		村山	浩一

【講演要旨】
　今後 IEC62304 は、IEC 82304、IEC 80001 の発行と相まって、改訂が予定されています。 
いったい、規制要件や業界標準対して、どのような手順を構築したら良いのでしょうか。
また、製造者は ISO 14971 に適合するリスク管理プロセスを適用しなければなりません。 
リスク管理プロセスは複雑で難解です。
一般にソフトウェアのリスク分析では、FMEA を使用します。
しかしながら、具体的な実施方法がわからない場合がほとんどです。

　本セミナーでは、医療機器に搭載するソフトウェアの開発手順、バリデーション手順、リスク管理手順につい
て、手順書のサンプルを配布し、基礎からわかりやすく解説します。
またリスク分析について、具体的な例題をもとに実習を行います。
さらに改正薬事法施行に伴う、日本の医療機器ソフトウェア行政の動向についても最新情報をご提供いたします。

【お申込み方法】
  お申し込みは、下記の URL からお願いいたします。 
　　　　　　　    　⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/160223P.html

注目セミナーのお知らせ  

【アジェンダ】
１．改正薬事法によるインパクト																４．General	Principles	of	Software	Validation（GPSV）概要
２．医療機器業界における品質規則													５．IEC62304、GPSV対応手順書の作成方法
３．IEC62304概要																																							６．ソフトウェアのリスク管理入門	
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セミナー開催のお知らせ

このコーナのセミナーは、サイエンス＆テクノロジー株式会社が主催いたします。
当社ホームページからお申込みいただきますと、サイエンス＆テクノロジー株式会社から E-mail にて案内登録のご連絡、 お
よびご郵送にて受講券・会場地図等をお送りいたします。
個人情報等に関しましては、セミナーご参加目的に限り、当社からサイエンス＆テクノロジー株式会社へ転送させていただ
きます。
またセミナーのキャンセル等は、当社ホームページで行っていただけます。当社が募集するセミナーでは、ポイントを蓄積
していただくことができ、貯まったポイントをセミナーや書籍のご購入にご使用いただけます。
ポイントの蓄積のためには、会員登録が必要です。会員でない方は以下の URL から会員登録を行ってください。

https://cart0.shopserve.jp/-/ecompliance.co.jp/newmem.php

特別企画
セミナー 2 名同時申込みで 1 名分無料キャンペーン実施中！！

（※一部セミナー除く）

　 ※ 2 名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。
 　※ 同一法人内 ( グループ会社でも可 ) による 2 名同時申込みのみ適用いたします。
 　※ 受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
 　※ 請求書および領収書は 1 名様ごとに発行も可能です。
 　※ 会員割引以外の割引は適用・併用できません。 

医薬品 製造、GMP 関連
徹底解説 クリーンルーム清掃の勘どころ（1/20）

～ 清掃方法から作業員への指導法まで綺麗に納得！ ～
http://eCompliance.co.jp/SHOP/B160120.html

クリーンルーム清掃について徹底的に解説 !				持ち込みゴミ軽減策、静電気付着対策も動画や事例を挙げて紹介
日時：2016 年 1月 20日（水）		10:30 ～ 16:30
会場：	東京・大田区蒲田	大田区産業プラザ (PiO）		6F	C 会議室

【講師】シーズシー ( 有 )		代表取締役　稲永	健	氏
受講料：48,600 円	(	会員受講料	46,170 円	)

[ バリデーションコース ]PIC/S 設備適格性評価（1/27）
http://eCompliance.co.jp/SHOP/P160134a.html

★URS 作成時の注意事項、DQの重要チェックポイントを徹底解説
最新改訂に対応したグローバル GMP・バリデーション担当者コース

日時：2016 年 1月 27日（水）		13:00 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん		4F	第 1 特別講習室

【講師】医薬品 GMP教育支援センター		代表　髙木	肇	氏
受講料：43,200 円	(	会員受講料	41,040 円	)

M7( 和訳版 )Step5 変異原性評価 Expert Review（1/29）
～ QSAR Expert Review と情報調査の実践 ～

http://eCompliance.co.jp/C160110.html
				★医薬品変異原性不純物 (ICH	M7) ガイドライン (Step5	和訳版 )	11 月 10 日公表されました★

【QSAR/in	silico による変異原性予測の方法と評価　　Expert	Review の実践】
in	silico ツールを用いた変異原性予測の方法や手順、結果判断について具体例を示します

Expert	Review による評価の具体例をケーススタデイで示します
Expert	Review における課題やその対応方法を提案します

【事例紹介】
前処理条件設定、測定条件設定、定量計算方法適用へのアプローチと分析法バリデーション試験

	微量不純物の分析方法設定のノウハウを伝授
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日時：2016 年 1月 29日（金）		10:30 ～ 16:20
会場：東京・港区浜松町	芝エクセレントビル	B1F	KCD ホール		
受講料：	48,600 円	(	会員受講料	46,170 円）
講師：	□10:30-13:00　第 1部　ICH	M7 ガイドラインをふまえた医薬品中の変異原性不純物分析	実践
　　　　　　　　　																			( 株 ) 住化分析センター	テクニカルソリューション本部	大阪ラボラトリー	小西	太	氏
　　　□13:50-16:20　第 2部　ICH	M7 ガイドライン (Step	5、和訳版 ) による医薬品中不純物の変異原性評価の方法と判断
																																																									～ QSAR	Expert	Review と情報調査の実践
　　　　　　　　　																	( 一財 ) 化学物質評価研究機構	安全性評価技術研究所	研究第二部	研究第四課	主幹	菊野	秩	氏

最新の FDA 査察結果と PIC/S GMP（2/24）
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C160207.html

【20年以上にわたる FDA査察対応の実務経験をふまえ】
実際に対応される実務レベルに合わせ、査察通知から準備段階、当日対応、

そして当局への回答の仕方までを具体事例をもとに習得できる！
【Form483（Observation）や Observation	（Recommendation	）指摘回答への実際例などから】
これから受ける FDA査察を 100％パスさせるためのポイントにつき理解を深めることが出来る！

日時：2016 年 2月 24日（水）		10:30 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん		4F		第 2 特別講習室
受講料：	48,600 円	(	会員受講料	46,170 円）

【講師】( 株 ) エースジャパン		取締役	製品戦略担当	
																薬学博士	高平	正行	氏

医療機器 開発、薬事、製造 関連

内視鏡と医療機器に求められる部品・材料技術（1/28）
http://eCompliance.co.jp/SHOP/B160128.html

★	ここまできた内視鏡。オリンパスの内視鏡を事例に最新動向、医療機器へのイノベーション戦略とは！
★	そして、今後医療機器に求められる部品・材料技術を解説いたします。

日時：2016 年 1月 28日（木）		13:00 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん		5F	第 1 講習室
受講料：43,200 円	(	会員受講料	41,040 円	)

【講師】オリンパス ( 株 )	執行役員／事業開発室	
															室長　斉藤	吉毅　氏

［京都開催］マイクロ流路・マイクロリアクターで生産革新（2/5）
～マイクロ流路の特性を利用した化学プロセス技術～

～どのようなケースがマイクロリアクター生産で有効か？～
http://eCompliance.co.jp/SHOP/B160205.html

★	マイクロリアクター・マイクロ流路による製造プロセス革新セミナー！
★	収率・生産性の向上とナンバリングアップ他、生産設備への展開とは！

日時：2016 年 2月 5日（金）		13:00 ～ 16:30
会場：	京都・京都市下京区	京都リサーチパーク		東地区	1 号館	
受講料：43,200 円	(	会員受講料	41,040 円	)

【講師】徳島大学	大学院ソシオテクノサイエンス研究部	7						
															教授　外輪	健一郎　氏

医薬品 臨床開発、開発薬事、製販後 関連

臨床開発での ER/ES 対応と原データ（1/27）
～電磁的記録は何か、原データは何かを知り、ER/ES 対応を学ぶ～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/C160106.html
-		ICH	E6 改訂・米欧日当局の指摘事項・クラウド利用時の留意点	-

■臨床開発領域における原資料（定義・レビュー・保管）
■当局の指摘事項（当局の期待・米欧日の指摘事項）
■臨床開発領域の ER/ES 規制対応（臨床開発領域のシステムの特徴・クラウド利用時の留意点）
■ ICH	E6 改訂の影響は
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日時：2016 年 1月 27日（水）		10:30 ～ 16:30	
会場：東京・品川区大井町	きゅりあん		4F	第 1 グループ活動室	
受講料：	48,600 円	(	会員受講料	46,170 円	)
講師：	アズビル ( 株 )	アドバンスオートメーションカンパニー	エンジニアリング本部	PFA 技術部	部長	中野	健一　氏

ASEAN CTD 申請事例と各国資料の要求事項（1/28）
ASEAN 主要 6 カ国

（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム）の薬事制度を徹底解説
http://eCompliance.co.jp/C160105.html
【最近の申請経験をベースにお伝えします】

ASEANでの新薬申請に向けた A-CTD の概要、各国の要求事項とは？
【各国の薬事制度未整備や行政事情の絡み合いで ACTD作成・申請が複雑になっているのが現状】

ASEAN　CTD申請作成例
ガイドラインには記載されていない各国独自の記載要求とは？	申請後の照会事項とは？

【ここがポイント】
　・ASEAN	CTD の構成と申請書作成のノウハウとコツの習得
　・ACTDと ICH-CTD の違い
　・日本の申請書を参照する場合の注意点
　・ASEANで申請する上での注意点・
　・ASEAN各国特有の要件（特に Part	I），
　・ASEAN主要 6カ国の医薬品を取り巻く環境把握
　・各国の薬事制度と申請フローの把握

日時：2016 年 1月 28日（木）		10:30 ～ 16:30
会場：東京・大田区蒲田	大田区産業プラザ（PiO）		6F	D 会議室		
受講料：	54,000 円	(	会員受講料	51,300 円）
講師：	□10:30-12:15　第 1部　ASEAN申請に向けた ACTDの概要と各国における資料への要求事項
　　　　　　　　　　エーザイ ( 株 )			アジア開発薬事室	坂本	博史	氏
　　　□	13:00-16:30　第 2部　ASEAN	CTD 申請作成のコツと ASEAN各国の薬事制度
　　　　　　　　　																		Ｖファームコンサルティング ( 株 )		代表取締役	Ｐｈ．Ｄ	小出	倫正	氏

開発段階沿った TPP 設定 / テンプレート例と POC（2/25）
～開発段階に沿った Target Product Profile の構成要素とテンプレート例～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/C160208.html
【	TPP を達成するために開発初期に何をすべきか、どのような内容が、どのタイミングで含まれるべきか】

【より不確実な医薬品開発をマネージできるよう工夫されている POC	criteria の概念を活用】
開発戦略立案における研究開発部門・マーケティング部門との連携と TPP や POC	criteria の役割について、

具体的にどのような項目が内容に含まれるべきか考察

日時：2016 年 2月 25日（木）		13:00 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん		5F	第 4 講習室
受講料：43,200 円	(	会員受講料	41,040 円	)

【講師】第一三共 ( 株 )	プロジェクト推進部	
															プロジェクト企画グループ	グループ長	
															博士（医薬開発）	Ph.D.	塚本	淳	氏

CTD 作成効率化を見据えた治験総括報告書記載（2/26）
～どのような総括報告書を作成しておけば CTD を効率的に作成できるのか～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/C160201.html
【総括報告書の各章・各項目記載時のポイント、間違えやすい点とは？】

【日本語の読みやすい、正確な総括報告書作成とは？スキルアップを目指す】
　【ここがポイント】
　・ICH	E3 ガイドラインの適用範囲と位置づけ
　・治験総括報告書と CTDとの関係
　・CTD作成の効率化を図るために、治験総括報告書作成時に何ができるか
　・治験総括報告書の各章・各項目記載時に注意が必要な点
　・正確で読みやすい文章を書くコツ

日時：2016 年 2月 26日（金）		13:00 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん		4F	第 1 特別講習室

【講師】フリーランス	メディカルライター		大谷	雅子	氏
受講料：43,200 円	(	会員受講料	41,040 円	)
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メディカルライティング入門コース（2/26、3/25）
～どのような総括報告書を作成しておけば CTD を効率的に作成できるのか

治験実施計画書から治験総括報告書へ試験方法を記載する際のヒント、
文章構造の観点から試験結果を記載する際のヒントを伝授 ～

http://eCompliance.co.jp/P160260.html
				>>	A コース
≪ CTD作成の効率化を見据えた≫　治験総括報告書の各章・各項目記載時のポイントと間違えやすい点
　
　　【ここがポイント】
　　・ICH	E3 ガイドラインの適用範囲と位置づけ
　　・治験総括報告書と CTDとの関係
　　・CTD作成の効率化を図るために、治験総括報告書作成時に何ができるか
　　・治験総括報告書の各章・各項目記載時に注意が必要な点
　　・正確で読みやすい文章を書くコツ
>>	B コース
≪頻出するスタイル・表現を中心とした≫　英文治験総括報告書の作成
　　【ここがポイント】
　　・英文治験総括報告書の作成に欠かせない、英語のスタイルに関する知識
　　・日本人が特に間違えやすい英語表現や英文法
　　・日本語との共通点・相違点から見た、読みやすい英文の書き方
　　・英文治験総括報告書の試験方法、試験結果を記載する際のヒント
日時：[A コース	治験総括報告書 ]	2016 年 2月 26日（金）		13：00 ～ 16：30
　　　[B コース	英語 CSR]	　　　		2016 年 3月 25日（金）		13：00 ～ 16：30
会場：[A コース	治験総括報告書 ]	東京・品川区大井町	きゅりあん		4F	第 1 特別講習室
													[B コース	英語 CSR]																東京・品川区大井町	きゅりあん		5F	第 1 講習室		
受講料：	64,800 円	(	会員受講料	61,560 円）
講師：	フリーランス	メディカルライター		大谷	雅子	氏

英文治験総括報告書作成 ( 頻出スタイル・表現 )（3/25）
～治験実施計画書から治験総括報告書へ試験方法を記載する際のヒント、

文章構造の観点から試験結果を記載する際のヒントを伝授～
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C160301.html

【英文 CSR を初めて作成する方が疑問に思うであろう点、間違えやすい点をピックアップ】
ネイティブ・チェッカーから指摘を受けた体験をもとに治験総括報告書で頻出するスタイルや表現を重点的に解説

　【ここがポイント】
　・英文治験総括報告書の作成に欠かせない、英語のスタイルに関する知識
　・日本人が特に間違えやすい英語表現や英文法
　・日本語との共通点・相違点から見た、読みやすい英文の書き方
　・英文治験総括報告書の試験方法、試験結果を記載する際のヒント
日時：2016 年 3月 25日（金）		13:00 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん			5F	第 1 講習室

【講師】フリーランス	メディカルライター　大谷	雅子　氏
受講料：43,200 円	(	会員受講料	41,040 円	)

医薬品 創薬、毒性、薬物動態、薬理 関連

医薬品・逸脱発生時のリプロセス・リワーク判断（1/28）
～逸脱発生時の品質とレギュレーション上の対応～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/C160108.html
-	変更管理のミスが製品回収に繋がる事例が実際に起き始めている		-

■製造時の逸脱時の対応事例（リプロセス＆リワーク含む）
■現在の製造方法と製造販売承認書に齟齬が見つかった場合の対応
■変更管理において重大なミスをなくすために
■不要な顛末書提出 /製品回収を未然に防ぐには
日時：2016 年 1月 28日（木）		10:30 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん			4F			第 1 特別講習室
受講料：48,600 円	(	会員受講料	46,170 円	)

【講師】( 株 ) ミノファーゲン製薬
　											顧問　MBA			脇坂　盛雄	氏

バイオ / 抗体医薬 特性解析と生物活性測定・評価（2/15）
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C160205.html

特性解析	各項目につき解説！
構造、物理的化学的性質、免疫化学的性質、生物学的性質、純度及び不純物等

培養細胞を用いた生物活性測定試験法について
実施例を交えながら測定・評価とバリデーションを解説
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日時：2016 年 2月 15日（月）		12：30 ～ 16:30
会場：東京・品川区大井町	きゅりあん			4F			研修室		
受講料：	48,600 円	(	会員受講料	46,170 円	)
講師：	□12:30-14:30　第 1部　バイオ／抗体医薬品の特性解析において留意すべき事項
																																																										( 株 )TKY クリエイト		代表取締役社長	Ph.D.	吉森	孝行	氏

　　　□	14:45-16:30　第 2部　細胞を用いたバイオ医薬品の生物活性測定・評価とバリデーションのポイント
　　　　　　　　　																		一般財団法人	化学物質評価研究機構	日田事業所	試験第三課	課長	宮浦	英樹	氏

医薬品 製品戦略、マーケティング 関連

服薬アドヒアランス改善・医薬品包装デザイン（1/25）
～ 患者や調剤者の視点から見た包装形態の問題点とは ～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/C160102.html
－医療現場で問題となる医薬品包装・表示デザイン事例を多数紹介－

■患者が求める服薬アドヒアランスの改善に効果的な包装形態を知る
■医療現場におけるメディケーションエラーの発生原因とその回避策を理解する
■医療現場でメディケーションエラーを誘発する可能性のある医薬品包装・表示デザインを知る
■医療現場における薬剤部と CRC の役割分担を理解し、治験薬管理のリスク回避策を考える
■治験薬における包装形態の問題点を把握し、脱落症例を回避するためのポイントを知る
日時：2016 年 1月 25日（月）		10:30 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん			4F			第 2 特別講習室
受講料：48,600 円	(	会員受講料	46,170 円	)

【講師】東京薬科大学	薬学部　臨床薬剤学教室	
															准教授　下枝	貞彦　氏

【実験計画法】　研究者のための統計活用（2/5）
～ 研究開発・分析評価・品質管理で使いたい。実践のための統計学入門 ～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/B160235.html
				☑	デバイスの性能、材料の特性、薬の効果などに差が出た原因を、データから特定したい。
　☑	分析・実験回数を最低限に抑えるなど、実験自体のコストカットをしたい
　☑	新商品候補を一つに絞るために消費者の評価を知りたい
　☑	不具合発生率や、新薬の効果を確かめるためにはどれだけの対象が必要なのかを知りたい
　☑	品質工学（管理）に興味があるが，まずは直交計画の基礎について知りたい
こんな悩みを抱えた、技術者・エンジニアのための応用統計のセミナーです。ベストセラー『入門	統計学	―検定から多変量
解析・実験計画法まで―』の著者、栗原伸一先生が、身近な例などを引き合いに出しながら、業務で実践できるよう、分か
り易く解説します。
日時：2016 年 2月 5日（金）		10:30 ～ 16:30
会場：	東京・千代田区駿河台	連合会館		5F	502 会議室

【講師】千葉大学	園芸学部	教授	博士（農学）	栗原	伸一	氏
受講料：48,600 円	(	会員受講料	46,170 円	)

ワークショップを通じて学ぶ " 未来洞察手法 "（2/24）
～ 起き得る将来を洞察し、事業創発、製品開発にいかすために ～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/A160224.html
予見困難であるはずの未来の一端が洞察出来たら…

本セミナーでは、事業創発や製品開発に繋がる未来予測の手法をワークショップを通じて学ぶことを目的としています
日時：2016 年 2月 24日（水）		13:00 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん		5 階　第 3講習室

【講師】一橋大学	大学院商学研究科	教授　鷲田	祐一	氏
受講料：43,200 円	(	会員受講料	41,040 円	)

溶解度パラメータ (SP 値・HSP 値 ) の基礎と応用（2/25）
～ 実践的な SP 値の知識を習得したい方へ基礎、測定・計算方法、評価、実例まで ～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/B160275.html
相溶性評価、凝集・分散性評価、最適な溶媒や混合比の選択など、
色々使える　「	溶解度パラメーター（SP値・HSP 値）」を学ぼう！

「業務で SP値が必要になったので、基本的な知識を得たい」、「材料設計・実験方針の決定に SP値を役立てたい」
「自分の扱っている材料系における SP値の計算をしたい」とお考えの皆様にぜひご聴講頂きたいセミナーです。

本講座は、溶解度パラメータの基礎から、測定・計算方法、計算プログラムツールの使用方法、豊富な実用事例まで、体系
的に学べる貴重なセミナーです。実務で活用するための考え方、実践的な知識を得ることができます。
これから SP値を学びたい方、知識の再確認をしたい方、SP値計算ソフトを使いこなしたい方など、初学者からベテラン者
までこの機会をぜひご活用下さい！
日時：2016 年 2月 25日（木）		10:00 ～ 17:00
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん		5 階　第 4講習室
受講料：48,600 円	(	会員受講料	46,170 円	)

【講師】関西大学	環境都市工学部	教授	博士（工学）　
															山本	秀樹	氏
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新製品・新事業・次世代リーダーのための特別企画（3/3）
http://eCompliance.co.jp/S160303.html

■	イノベーションを起せと言われているけどどうしたらいいの？の答えが得られます。
■	パッとしない新製品しか出せない現状の課題と解決法を学べます。
■	イノベーションへのモチベーションが上がります。
■	貴方の企業の経営・組織体制におけるイノベーションの弊害に気付けます。
■	イノベーションに必要な人材の発掘・育成法について学べます。
■	イントレプナーの、等身大の人物像を得られます。
■	イノベーションを起す人間の脳内プロセスを学べます。
■	イノベーションを起す人間の行動プロセスを学べます。
日時：2016 年 3月 3日（木）		10:00 ～ 17:15　※終了後懇親会予定
会場：東京都内（詳細は後日ご案内いたします）				
受講料：	54,000 円	(	会員受講料	51,300 円）
講師：	□10:00-12:00　Session １グーグルやアップルなど、プラットフォーマーと呼ばれる企業の存在感が強まり、種々の
			　　　　　　　　　　　　　　	業界の勢力図が変わろうとする激動の時代に「今までと同じ」では通用しない。
　　　　　　　　　　　　　　　社会に変革を、世界に支配をもたらす、現代のビジネス論に迫る。
　　　　　　　　　																			　			アレックス ( 株 )	代表取締役社長		辻野	晃一郎	氏
　　　□13:00-15:00　Session ２　脚光を浴びる事が少なく希少な情報となっている BtoB 業界・生産技術分野でのイノベー
																																																						ションの実態とは。自身の経験から人間の生理的行動原理にいたるまで、ゼオンの若者を
																																																							イノベーターに育成するために反芻を繰り返し、考え抜いた一つの解がここに。
　　　　　　　　　																			　ゼオンナノテクノロジー ( 株 ) 代表取締役社長　荒川	公平	氏
　　　□15:15-17:15　Session ３　イノベーションの有無はカリスマの存在の有無なのか？
　　　　　　　　　　　　　　　ブランディングが強大な力を握る分野でカリスマ的な成果を上げた演者が実行してきたこ
　　　　　　　　　　　　　　　ととは。
　　　　　　　　　　　　　　　BtoC ならではのエンドユーザーを巻き込んだイノベーションへの金言
　　　　　　　　　																						Office	WaDa　代表　和田	浩子	氏

医薬品 品質、分析、CMC 薬事、製剤 関連

バイオ医薬品の規格設定と同等性 / 同質性担保（1/22）
～ 評価手順（CTD の記載内容、変更の重大性）の留意点とは ～

http://eCompliance.co.jp/C160114.html
－製法変更・技術移転時における

同等性 /同質性評価に必要な特性解析の方法 /解析のポイント－
【ここがポイント】
■変更管理の重要性を当局の視点を交えて解説
■評価手順（CTDの記載内容、変更の重大性）
■ GMPでの変更管理とリスク管理の重要性
日時：2016 年 1月 22日（金）		10:30 ～ 16:30
会場：	東京・港区芝公園　機械振興会館		B3-1
受講料：48,600 円（会員受講料	46,170 円	)

【講師】大杉バイオファーマ・コンサルティング ( 株 )　		　
　　　			CMC 開発コンサルタント	伊東	雅夫	氏

ドラッグリポジショニング / 医薬品 LCM の事例検討（1/22）
～ 新医薬品につながる DR や LCM 戦略を「自ら発想し，提案できる力」を養う ～

http://eCompliance.co.jp/C160104.html
DR/LCMに適用する薬剤とその適応症を選択するには，

知的財産の存続期間や再審査期間を考慮した慎重かつ戦略的な検討が必要
【	” 目からウロコ “	のここがポイント】
■各社のドラッグリポジショニング／ＬＣＭ戦略事例検討
　　・特許戦略と係争事例に学ぶ～成功例、失敗例その原因分析に学ぶ
　　・実際の先発メーカー各社のドラッグリポジショニング／ LCM戦略～先発メーカー各社の医薬品の実例とその裏側
　　・ジェネリックメーカーの智慧に学ぶ
　　・バイオ関連特許の判例とドラッグリポジショニング／ LCM戦略
■研究面から見たリポジショニング／ＬＣＭ戦略
■ドラッグリポジショニング／ＬＣＭ戦略に対する発想と気づき
日時：2016 年 1月 22日（金）		10:30 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん		6F	中会議室
受講料：48,600 円（会員受講料	46,170 円	)

【講師】ラクオリア創薬 ( 株 )	研究開発
															エグゼクティブ・ディレクター　
															薬学博士　嶋田　薫　氏

包装・容器資材ハラール認証判断基準 ( 指針 )（2/25）
～ ハラール樹脂・包装資材の製造開発指針 ～

http://eCompliance.co.jp/C160203.html
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【	2015 年マレーシアにおいて包装資材のハラール規格が設定された！	】
包装資材の開発指針を提示

【	食品と接触・非接触に関わらずハラール食品には包装資材もハラール性の要求事項がある	】
要求される具体的内容について詳細を解説

日時：2016 年 2月 25日（木）		13:00 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん		4F	第 1 特別講習室	
受講料：43,200 円（会員受講料	41,040 円	)

【講師】( 株 ) フードテクニカル・ラボ		
																代表取締役	伊藤	健	氏

医薬品 特許、知的財産、ライセンス

アバスチン最高裁判決と審査基準の全面改訂（1/27）
～ 元特許庁審判部（審判官）の講師が実務への影響を考察 ～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/C160111.html
-		特許権の存続期間の延長にどうような影響を与え、LCM戦略がどう変わっていくのか	-

【ここがポイント】
■平成 27件 10月に行われた審査基準の全面改訂のうち、医薬品分野に影響を与える項目は
■特許権の存続期間の延長に関する判例（アバスチン事件）を今後の LCM戦略にどう活かすか
■特許権の存続期間の延長における国際比較（日米欧）、事例研究（審査事例、判決例）
日時：2016 年 1月 27日（水）		13:00 ～ 16:30
会場：	東京・千代田区駿河台	連合会館		4F	404

【講師】青山特許事務所	顧問弁理士	加藤	浩		氏
受講料：43,200 円	(	会員受講料	41,040 円	)

日米コンビネーション製品 申請・医薬品 GCP 対比（1/29）
■ 米国コンビネーションプロダクト規制・ガイドライン ■  

■ 医療機器・医薬品の薬事申請対比 ■     ■ 医薬品・医療機器 GCP 対応の相違点 ■
http://eCompliance.co.jp/C160107.html

【	実際の申請では、個別の品目ごとに特性を考慮した対応が求められる	】
医療機器と医薬品の薬事申請を対比をふまえたコンビネーション製品の薬事申請をクリアするためのポイントとは？
臨床試験実施の際に重要となる医薬品 GCP と医療機器 GCP 対応の相違点について解説。
日時：2016 年 1月 29日（金）		10:30 ～ 16:20
会場：東京・港区芝	三田ＮＮホール＆スペース		地下 1階	スペース C		
受講料：	48,600 円	(	会員受講料	46,170 円）
講師：	□10:30-12:00　第 1部　「日米におけるコンビネーションプロダクト開発における規制・ガイドライン」
　　　　　　　　　																			( 株 ) 日本医療機器開発機構	薬事・品質保証部	部長	村上	哲朗	氏

　　□	12:50-16:20　第 2部　「初級者のための医療機器・医薬品の薬事申請対比をふまえたコンビネーション製品の薬事申
																																																											請をクリアするためのポイントと医薬品・医療機器 GCP 対応の相違点」
　　　　　　　　　																				国立研究開発法人	産業技術総合研究所	生命工学領域	健康工学研究部門	
　　　　　　　　　　　　　			セラノスティックデバイス研究グループ　主任研究員	三澤	雅樹	氏

その他

ナノ粒子表面へのポリマーグラフト化（1/15）
～ カーボンナノチューブ、グラフェン、ナノカーボン、シリカの表面修飾～

～ナノ粒子への機能付与と機能物質の固定化、分散性制御技術～
～ポリマーグラフト化ナノ粒子に秘められた可能性 ～

http://eCompliance.co.jp/B160135.html
グラフト化技術の全貌に迫る！グラフト化の功罪とは？			ポリマーグラフトで何故分散性が向上するのか
ナノ粒子の特性有と有機高分子の多彩な機能とを組み合わせ新しい機能性無機粒子を得るには
日時：2016 年 1月 15日（金）		13:00 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん		5F	第 3 講習室	
受講料：43,200 円（会員受講料	41,040 円	)

【講師】新潟大学	自然科学系教育研究院	
															名誉教授・フェロー	工学博士	坪川	紀夫	氏

徹底解説 クリーンルーム清掃の勘どころ（1/20）
～ 清掃方法から作業員への指導法まで綺麗に納得！ ～

http://eCompliance.co.jp/B160120.html
クリーンルーム清掃について徹底的に解説

持ち込みゴミ軽減策、静電気付着対策も動画や事例を挙げて紹介
日時：2016 年 1月 20日（水）		10:30 ～ 16:30
会場：	大田区蒲田	大田区産業プラザ（PiO）		6F	C 会議室	

【講師】シーズシー ( 有 )		代表取締役　稲永	健	氏
受講料：48,600 円（会員受講料	46,170 円	)
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技術者・研究者のための市場分析・競合他社分析（1/21）
～ 「技術」で勝って「事業」でも勝つための情報収集＆戦略の発想と実行～

～競争市場でサバイブバルしていく武器を身につける ～
http://eCompliance.co.jp/B160131.html

売上・利益につながる製品・事業企画とはどのようなものか
競争市場でサバイバルしていくための競合他社ベンチマーキングの実践的なポイント

製品・技術だけでなく事業レベルで競合の強み・弱みを把握する
日時：2016 年 1月 21日（木）		10:30 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町きゅりあん		4F 第 1 グループ活動
室	
受講料：48,600 円（会員受講料	46,170 円	)

【講師】( 株 ) ニューチャーネットワークス	
															取締役		シニアコンサルタント	福島	彰一郎	氏

≪臨床試験デザイン入門ワークショップ≫
統計手法選択の体験型学習セミナー（1/25）

http://eCompliance.co.jp/C160115.html
本講座の目標は、臨床試験の統計手法を適切に選択できるようになること！

臨床試験でよく用いられる統計手法を適切に選択し、解析結果を適切に解釈できる能力を身につける！
==============================================
臨床試験デザイン入門ワークショップコース ( 全 3回 )
==============================================

本ワークショップは『臨床試験デザイン入門ワークショップ』シリーズの第 3回です。
日時：2016 年 1月 25日（月）		13:00 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん			5F	第 3 講習室	

【講師】( 株 )H-STAT	代表取締役　濱野	鉄太郎　氏
受講料：43,200 円（会員受講料	41,040 円	)

化粧品 有効性・官能評価における被験者選出法（1/26）
http://eCompliance.co.jp/C160112.html

評価試験成功のための被験者の特性把握・選定条件と価試験成功のための被験者の生理心理計測法！
被験者の選出法・評価技術に由来する有効性評価結果に影響を与える具体的な要因とは？対策を解説！
日時：2016 年 1月 26日（火）		12:30 ～ 16:30
会場：東京・港区浜松町	芝エクセレントビル	B1F	KCD ホール		
受講料：	43,200 円	(	会員受講料 41,040 円）
講師：	□12:30-14:30　第 1部　「官能評価・実用試験のための被験者選出法の重要性と心理生理学的評価技術に基づく
																																																												評価項目の設定」
　　　　　　　　　																					花王 ( 株 )　開発研究第 2セクター　主席研究員　　矢田	幸博　氏

　　　□	14:45-16:30　第 2部　「化粧品開発／有効性評価のための被験者選出法とその評価技術」
　　　　　　　　　																				ポーラ化成工業 ( 株 )	肌科学研究部	肌分析研究室	室長	薬学博士	多田	明弘	氏

有機 - 無機ハイブリッド材料の合成法、各種応用例（1/27）
～ 発光材料、撥水・撥油材料、ポリマーの低膨張率化への応用とその可能性 ～

http://eCompliance.co.jp/B160137.html
有機 - 無機ハイブリッド材料の高機能化へのポイントとは？
基礎的な考え方やゾル - ゲル法をふまえ、屈折率制御技術や各種応用への可能性を知るセミナー
日時：2016 年 1月 27日（水）		13:00 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん			4F	第 2 特別講習室	
受講料：43,200 円（会員受講料	41,040 円	)

【講師】	( 株 )KRI	エネルギー材料研究部	エネルギー材料研究
　　　		部長	博士 ( 工学 )	福井俊巳	氏

混合物の SDS・ラベル作成の基礎とグレーゾーン解決のコツ（1/28）
http://eCompliance.co.jp/S160128.html

★ SDS の交付対象が 640 物質にまで拡大して、お悩みの事ありませんか？
★ひときわ難解な混合物の GHS 分類・SDS ラベル作成のコツがつかめるように、そもそも基礎的な知識に自信が無い、とい
う人にも分かりやすく解説！
日時：2016 年 1月 28日（木）		12:30 ～ 16:30
会場：東京・品川区大井町	きゅりあん			4F	第 2 特別講習室		
受講料：	43,200 円（会員受講料	41,040 円	)
講師：	( 一財 ) 化学物質評価研究機構	安全性評価技術研究所	主任研究員	吉川	治彦	氏

高活性物質 洗浄問題解決と暴露許容値設定演習（1/28）
洗浄評価・洗浄基準値設定、洗浄バリデーション、洗浄しやすい設備設計

http://eCompliance.co.jp/C160103.html
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限られた情報からどの様に暴露許容値を設定し、暴露防止や交叉汚染防止にいかに活用するか！
スペシャリストより事例と演習を用いて紹介

「演習１：OEL、ADE/PDE の算出」　「演習２：設備や保護具の選定、洗浄基準の決定」
	

EU-GMPにおける「健康ベースでの曝露限界値」を用いた洗浄評価とは！
従来の洗浄基準、最近の各種ガイドライン・法規制、健康ベースの曝露限界値を用いた数値シミュレーション、

今後の洗浄バリデーションへの具体的対応、洗いやすい設計のポイントなどについて解説
EU-GMPにおける交叉汚染防止要件	｜	EMAガイドラインにおける健康ベース曝露限界値の設定
EU-GMPにおける洗浄バリデーション	｜	健康ベース曝露限界値の設定	｜	新旧の洗浄評価基準
数値シミュレーションによる評価例	｜	今後の洗浄バリデーション対応	｜	洗浄しやすい設計

日時：2016 年 1月 28日（木）		10：15 ～ 17：30
会場：東京・港区浜松町	芝エクセレントビル	B1F	KCD ホール			
受講料：	54,000 円（会員受講料	51,300 円	)
講師：	□10:15-14:45(うち昼食40分)　
																																		第 1 部　高活性物質を取扱う設備での洗浄問題解決／洗浄評価・洗浄基準値設定、洗浄バリデーション、
																																																	洗浄しやすい設備設計
　　　　　　　　																							アルマハイジーンサポート	島	一己	氏
　　　□15:00-17:30　第 2部　≪演習で学ぶ≫	高活性物質の暴露許容値の設定とその活用
　　　　　　　　　																			外製薬 ( 株 )	CSR 推進部	環境・安全グループ	グループマネジャー　加藤	伸明　氏

PMDA 要求 
「EDC 管理シート」記載方法と適合性調査対応

～運用手順シートの記載方法／使用実績シートの記載方法～

～難解な「EDC管理シート」の具体的な記載方法と必要とされる手順書とは～

24,900 円

http://eCompliance.co.jp/SHOP/EB006.html

http://eCompliance.co.jp/SHOP/P086.html
34,900 円
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150万円の初期費用で始められる
ドキュメント管理システム、CAPAシステム、イベント管理システム

ご相談ください!

Perma Document®は、株式会社野村総合研究所の商標です。
初期費用以外に毎月の使用量に伴う費用が必要です。SaaSシステムのた
め、H/W導入費用は発生しません。
システムに関する費用とは別に、コンサルテーション費用が掛かりま
す。
詳しくはお問合せ下さい。

会社の規模が小さいなどの理由で、ドキュメント管理システムやCAPAシステムの
導入をあきらめてきた企業に朗報です。

株式会社イーコンプライアンスは、野村総合研究所と協力してPerma Document®
を利用した規制要件適応システムの導入支援を開始しました。

ますます厳しくなるFDA等の査察に対して、ドキュメント管理システム、CAPAシ
ステム、イベント（苦情、逸脱、不適合）管理システム、教育管理システム等の
構築・運用は必須です。

これまで市販されているシステムは、非常に高価なものが多かったですが、本シ
ステムは低コストを実現します。
しかもCSV実施やPart11対応についても、当社のお墨付きです。
詳しくはお問合せ下さい。

株式会社イーコンプライアンス
http://eCompliance.co.jp

コンサルテーション
ご相談ください!

　厚労省「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」に対応したい
　GAMP 5に対応したCSV SOPを作成したい
　FDAの査察に対応したい
　CSVを実施したい
　ベンダーオーディットを実施したい

株式会社イーコンプライアンス
http://eCompliance.co.jp
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【製本版＋ ebook+Excel 管理手順書サンプルデータ】
EXCEL・スプレッドシートの

品質保証・バリデーション実施と電子生データ
～ Excel を使用して GxP データを管理する場合の最低限の管理方法～

＜現在、品質試験記録や症例データなどの GxP データを EXEL で管理している方へ＞
Excel による記録作成等は、21 CFR Part 11 や ER/ES 指針の要求事項を満たすことができない。

↓
では、どう対応するべきなのか？

※製本版、電子書籍での閲覧の他に、『Excel 管理手順書サンプル』を word データとしてダウンロード可能※

24,900 円

株式会社イーコンプライアンス　　　　　　　  http://eCompliance.co.jp
〒 140-0004
東京都品川区南品川 3-4-1-1201 　　　TEL：03-5461-9538　FAX：03-5460-0955

検索イーコンプライアンス
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発行：株式会社イーコンプライアンス
住所：〒 140-0004　東京都品川区南品川 3-4-1-1201		
電話：03-5461-9538
●発行責任者	村山	浩一
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編集後記

私事ですが、先月スイスとドイツに旅行に行きま
した。事情があって、3年遅れの銀婚式旅行でした。
私自身は仕事で何度も出張していますが、夫婦で

ヨーロッパへ旅行するのは新婚旅行以来 27年ぶりで
す。
まだ寒くなく、晴天が続き、マッターホルンなど

のスイスの山々を眺め、ドイツでは白鳥城として知
られているノインシュバンシュタイン城を観光して
きました。
27年前は、大きなカメラとビデオを持参しました

が、現在ではスマートフォン１台で写真も動画も撮
影することができるので非常に便利です。しかも画
質ははるかに高いです。
撮った画像などはすぐに SNS に投稿ができ、皆さ

んに素晴らしい光景を披露することもできました。

ただ、新婚旅行の時と違う点がもう一つありまし
た。それは、娘も同行したことでした。
これはうれしい誤算とでもいうべきでしょうか。
家族が増え、今年の夏には初孫も生まれました。
時間の流れははやく、自分が思っているよりも色々
な出来事があります。
この先も健康で色んなところへ旅行ができればと
思う今日この頃です。

【要点をわかりやすく学ぶ】 
PIC/S GMP Annex15 適格性評価とバリデーション

～ Annexl11( コンピュ－タ化システム）， Annex13( 治験薬） .
ICH Q8,Q9,Q10 との関連性 ～

【著者】 ( 株 ) イーコンプライアンス 代表取締役　村山 浩一
【Annex15 改定版完全対応】

改定前と後では何が変わって、 どう対応していくべきなのか！
改訂版の日本語訳と定義解説で正しく読解！

■ PIC/S は改訂でなにを要求し、 どのように対応してほしいのかが分かる ■
 
・ Annex15 が求める製薬企業と供給者の責任範囲とそれぞれが対応すべき要件範囲とは
・ 必要関連条文の解説から、 改訂個所ごとに国内との対比や何を求めているのかを解説しているので理解が深まる。

PIC/S-GMP Annex 15 「Qualification and Validation」 の改定版が発出されました。
施行は 2015 年 10 月からとなりました。
改定版では 2013 年 1 月 1 日から改定された Annex 11 （コンピュ一タ化システム） Annex 13 （治験薬） との整合性や、 ICH Q8、 Q9、
Q10 との整合性を考慮されました。  
Annex 15 の改定により、 いったい何が変わるのでしょうか。
また製薬企業や構造設備等の供給者にとってどのようなインパクトがあるのでしょうか。 当書籍では、 難解な Annex15 をわかりやすく解説しま
す。   

発刊日 ： 2015 年 10 月 29 日　　体裁 ： B5 判並製本  180 頁
価格 ( 税込 ) ： 32,400 円 （会員価格 30,780 円）  
発行 ： サイエンス＆テクノロジー ( 株 )

ご注文はこちら ⇒ http://eCompliance.co.jp/SHOP/P104.html
 
※書籍の詳細とご注文は当社ホームページをご参照ください。

新刊書籍のご案内

 【内容】

 はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第 4 章 適格性評価とは

 第 1 章 Annex 15 改定のポイント                    第 5 章 Annex 15 と ICH Q トリオの関連性

 第 2 章 用語の定義                                     第 6 章 コンピュータ化システムのバリデーション

 第 3 章 バリデーションとは　　　　　　　　 　　　　　　 第 7 章 ANNEX 15 逐条解説

検索イーコンプライアンス


