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1.　はじめに

2013 年 8 月 30 日に、「医薬品及び医薬部外品の製造管理
及び品質管理の基準に関する省令の取扱いについて」（薬食
監麻発０８３０第１号　厚生労働省医薬食品局監視指導・麻
薬対策課長）が通知された。

これにより、平成 17 年 3 月 30 日付け薬食監麻発第
0330001 号「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の
一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器等の製造
管理及び品質管理（GMP/QMS）に係る省令及び告示の制定
及び改廃について」（GMP 施行通知）が改正された。

本通知は、GMP 省令の改定ではなく、GMP 施行通知の改
定ではあるが、全ての医薬品製造所に適用される。

また、同日「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管
理の基準に関する省令の取扱いについて（案）に関する意見
募集の結果について」（パブリックコメントの回答）も発表
された。

前号で紹介したとおり、厚生労働省（PMDA）は、2013
年 6 月 14 日～ 7 月 13 日に「「医薬品及び医薬部外品の製造
管理及び品質管理の基準に関する省令の取扱いについて」に
関する意見募集について」と題したパブリックコメントの募
集を実施していた。

これは PIC/S GMP との国際整合性を明確にするための、
今後の GMP 省令の取扱いに関する通知に関する意見を募集
したものである。

提出意見数は、84 通（171 件）であったとされる。
毎回のことではあるが、パブリックコメントの回答には落

胆させられる。
パブリックコメントの募集期間が約１ヶ月間、また締切り

から発出までが 1.5 ヶ月という短時間であることもあり、十
分な検討と、説得力のある回答になっているとは思われない。

GMP 事例集も改定される予定である。GMP 施行通知に概
論的な記載をし、事例集で細かく丁寧な解説が予定されてい
る。 

つまり、施行通知に盛り込むほどではないが、PIC/S ガイ
ドラインと比較して注意するべき点について、事例集で解説
がなされる。

 事例集で対応しきれない部分については、リスクベース
での判断になる。 

PIC/S ガイドライン記載の方法以外にも、GMP の品質保証
の原則を達成できる方法があることは認められている。 

 査察官はオープンであり、代替の方法、手順が品質リス
ク管理の原理を考慮してこれらの原則に適合しているか否か
を判断できなければならない。 

パブリックコメントの回答において、数箇所で「GMP 事
例集で解説する予定としております。」とある。

日本においては、遵守すべき要件が沢山ある。薬事法施行
令、GMP 省令、薬局等構造設備規則、GMP 施行通知（その
他課長通知）、事務連絡、事例集、Q&A などである。

筆者は、しばしば外国企業に日本のレギュレーションを解
説することがある。その際に一番戸惑うのは、どこまでがレ
ギュレーションであるかということである。色んなものを参
照しなければならず、非常に複雑である。

2.　GMP施行通知の改定

PIC/S の GMP ガイドラインを活用する際の考え方につい
ては、平成 24 年 2 月１日付け厚生労働省医薬食品局監視指
導・麻薬対策課事務連絡「PIC/S の GMP ガイドラインを活 
用する際の考え方について」が出されていた。 

しかしながら、やはりグローバル（欧米とのギャップ）な
観点、品質保証の充実の観点で、欧米では当然のように実施
されているようなことは、日本でも拘束性のある GMP 施行
通知に入れ込んでいく必要があると判断された。

本改定に当たっては、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻
薬対策課を中心に、PMDA 品質管理部、学識者等および日薬
連品質委員会にて検討を進めてきた。 

3.　バリデーション基準の改定

改定後の GMP 施行通知において、バリデーション基準が
大きく改定された。

主な改正点は以下の通りである。
1) バリデーションは、品質リスクを考慮して実施するよ

う明記された。
2) バリデーションの目的を達成するために、製品ライフ

サイクルを通じて集積した知識や情報の活用、必要な
技術移転を実施するよう明記された。

3) バリデーション全体を総括したマスタープランについ
て明記された。

4) バリデーションの定義を見直し、バリデーションを実
施する際の基本的な要件（適格性評価、プロセスバリ
デーション、洗浄バリデーション、再バリデーション、
変更時のバリデーション）を規定した。

バリデーション基準の１．には、以下のような記述がある。 

 医薬品・医薬部外品ＧＭＰ省令に規定するバリデーショ
ンについては、品質リスクを考慮し、以下の「バリデーシ
ョン基準」に基づいて実施すること。 

つまり、品質リスクを考慮して実施するよう明記がされた。 
またバリデーションの目的に、 

 （バリデーションの）目的を達成するために、医薬品開発、
日常的な工程確認及び製品品質の照査を含む製品ライフサ
イクルを通じて集積した知識や情報を活用すること。 

と明記された。 

GMP 施行通知改正のインパクト 
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さらに、大規模プロジェクトの場合は、バリデーションマ
スタープラン（VMP）を作成することが明記された。 

バリデーション基準は、平成 17 年 3 月 30 日に改定され
たが、その際には DQ、IQ、OQ、PQ といった、どの製薬企
業でもなじみのある用語が使用されていなかった。 

 今回の改定では、DQ、IQ、OQ、PQ が定義された。 
これらの定義は、平成 13 年に発出された「原薬ＧＭＰの

ガイドライン」と整合している。 

プロセスバリデーションを実施する前に、適格性評価にお
いて DQ、IQ、OQ、PQ を実施することが明記された。 

これまでは、当たり前のように使用してきた DQ、IQ、
OQ、PQ という用語が、GMP 施行通知では定義されていな
かった。 

これらの定義は、平成 13 年に発出された「原薬 GMP の
ガイドライン」と整合している。

3.1 バリデーションの種類

 改定後の GMP 施行通知では、バリデーションの種類とし
て、

1) 適格性評価
2) プロセスバリデーション
3) 洗浄バリデーション
4) 再バリデーション
5) 変更時のバリデーション
が規定された。（図１参照）

これまでのバリデーション基準では、再バリデーションの
中に「変更時の再バリデーション」と「定期的な再バリデー
ション」があったが、改定されたバリデーション基準では、「再
バリデーション」と「変更時のバリデーション」は明確に区
別されている。 

「回顧的バリデーション」は、削除された。 
 現行の PIC/S GMP（Annex 15）との整合性をとるために

は「回顧的バリデーション」は残すべきであるが、FDA の最
新のプロセスバリデーションのプラクティスや EU GMP で
はすでに回顧的バリデーションというものは存在しない。 

おそらく、近い将来に PIC/S GMP からも「回顧的バリデー
ション」が削除されることを見越しての措置であると思われ
る。

バリデーションは、あくまでも予測的に実施することが原
則である。 

3.2 バリデーションの実施対象

バリデーションの実施対象は、 
ア．設備（製造設備、製造環境制御設備等を含む。）、シス

テム（製造用水供給システム及び空調処理システム等
の製造を支援するシステムを含む。）又は装置（計測
器を含む。）

イ．製造工程
ウ．洗浄作業
となった。

ここで、ア．において、「設備、システム又は装置」となっ
ていることに注意が必要である。つまり、及びではない。

設備、システムを丸ごとバリデーションすることもあれ
ば、装置単位でバリデーションすることもあるとの意と解釈
する。

3.3 適格性評価

ア．について（設備、システム、装置）は、プロセスバリ
デーションを実施する前に、適格性評価を実施しなければな
らない。（図２参照） 

プロセスバリデーション（PV）は、適格性が確認された
設備、システム、装置（GMP ハード）を使用し、GMP ソフ
トを組合せて実施する。 

PV は、製品（薬剤）毎に実施しなければならないのに対
して、適格性評価は設備（システム）毎に実施することで構
わない。

つまり製造する品目が変われば、PV を再度実施すること
が必要になるが、適格性評価は再実施する必要はない。

装置には、計測器を含むとある。計測器とは、プロセス中
に組み込んだ各種センサーのことであると考えられる。 

ここで、QC ラボ等で使用する分析機器も含まれるのであ
ろうか。つまり、分析機器もバリデーション対象に含まれる
と解釈するべきなのであろうか。

適格性評価は、ハード（設備）に対して実施する。昨今、ハー
ドはハードウェアとソフトウェア（ファームウェア、PLC を
含む）で構成されていることが多くなった。

ソフトウェア（ファームウェア、PLC を含む）で制御され
ているシステムをコンピュータ化システムと呼ぶ。

コンピュータ化システムの場合、ハードの適格性評価を実
施する際に、当該ソフトウェアの品質をあわせて保証しなけ
ればならない。

これがコンピュータ化システムバリデーション（CSV：開
発業務、検証業務）である。つまり CSV はソフトウェアに
対して実施する。

しかしながら、改定されたバリデーション基準には CSV
の記述は見当たらない。CSV は、適格性評価の一環である。 

CSV に関しては、平成 24 年 4 月 1 日より、「コンピュー
タ化システム適正管理ガイドライン」が施行されている。本
GMP 施行通知の改定に際しても、言及または参照すべきで

バリデーション

コンピュータシステム
バリデーション（CSV）

適格性評価
（Qualification） プロセスバリデーション

（PV）

洗浄バリデーション再バリデーション

変更時のバリデ
ーション

図１．バリデーションの種類
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はなかったであろうか。 
パブリックコメントにおいても、バリデーション基準と

CSV の関係を明らかにするように求めたものがあったが、回
答において必要がないと一蹴している。このままでは、業界
に混乱が生じることは間違いない。

コンピュータ化システムに対して逃げ腰な態度であること
は、問題である。

CSV を含めた適格性評価が完了したハードは、ソフト（実
際の原材料、手順、作業員など）を含めた実生産規模でのバ
リデーションを実施する。これがプロセスバリデーションで
ある。（図３参照）

混同してしまうのは、DQ、IQ、OQ、PQ という用語を、
PV でも CSV でも使用してきたことである。

FDA は、2002 年に発行した General Principles of 
Software Validation の中で、DQ、IQ、OQ、PQ という用語は、
一般の IT 業界では理解されないことを指摘している。

つまり、CSV に対しては DQ、IQ、OQ、PQ という用語を
使用することは、推奨されないということである。

4.　電磁的記録について

製造・品質管理業務において、製品品質の照査を定期的に
実施（年次レビュ）することが求められている。

（案）の段階では、 製品品質の照査の際に「電磁的記録が
利用できるようにすること」という趣旨が述べられていたが、
改定された施行通知では削除された。

しかしながら、平成 17 年 3 月 25 日に発令された「厚生
労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う
書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」 

（厚生労働省令第 44 号） によると、電磁的記録で保管しても
良いものは、製品標準書、衛生管理基準書、製造管理基準書、
品質管理基準書、各種手順書等、製造指図書等の「文書の保
管」に限られており「記録の保管」は除外されている。 

 厚生労働省令第 44 号との整合性に問題が生じている。 

逐条解説の 35 において「その他（電磁的記録について）」
において、以下の記述がある。 

記録の入力、変更及び削除を行った場合において、その内
容及び理由（変更又は削除の場合）、作業した日時、職員
の氏名又は識別記号等作業者を特定する情報、入力を行っ
た電子媒体等を特定するための固有標識についての記録を
作成すること。

ここで唯一追記されたのが「その内容及び理由（変更又は
削除の場合）」、「職員の氏名又は識別記号等作業者を特定す
る情報」である。 

コンピュータ化システムで記録を入力、変更、削除した場
合には、その内容を記録しなければならない。 

また変更や削除を行った場合には、その理由を記録しなけ
ればならない。 

さらに操作を行った職員の識別記号（すなわちユーザ ID）
を記録しなければならない。 

つまり監査証跡についての要件を、2013 年 1 月 1 日に改
定された PIC/S GMP Annex 11 と整合させている。

ここで注意が必要なのは、監査証跡は変更履歴のことであ
ると勘違いしている場合があることだ。

監査証跡は、変更だけではなく、入力の記録も採取しなけ
ればならない。つまり、電磁的記録を入力した者、入力時刻、
入力した値である。

PVへ

•バリデーションマスタープラン （変更管理文書を含む）

•校正要領書／成績書

• IQ実施計画書
／報告書

★製作（決定）仕様書

★設計図面

★工場検査要領書
／成績書

★据付検査要領書
／成績書

• IQ変更管理文書

IQ文書

• OQ実施計画書
／報告書

★製作（決定）
仕様書

★運転（適格性）
検査 要領書

／成績書

• OQ変更管理文書

OQ文書

• PQ実施 計画書
／報告書

•性能適格性検査
要領書／成績書

• PQ変更管理文書

PQ文書• DQ実施計画書
／報告書

★要求仕様書

★製作仕様書

★設計図面

★ｼｽﾃﾑﾌﾛｰ図
（配管・計装図）

• DQ変更管理文書

DQ文書

適格性評価 文書

GMPハード適合文書

図 2．適格性評価を実施した後プロセスバリデーションを実施する

GMPハード（設備、システム、装置）

ハードウェア

ソフトウェア
（PLC、ファームウェア）

GMPソフト

各種基準書
手順書
操作マニュアル
校正・メンテナンス
年次レビュ
教育訓練

CSV

適格性評価

プロセスバリデーション

図 3．CSV、適格性評価、プロセスバリデーションの関係
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【アジェンダ】
１.電子化のリスクとER/ES指針                  ３.「治験関連文書における電磁的記録の
２.e文書法、厚生労働省令概要　　　　　　　　　　　　　　　 活用に関する考え方について」の考察 
        　　　　　　　　　　　　　　　　  ４.治験関連文書の電子化のための手順書概要

【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 22,400 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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　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

注目セミナーのお知らせ  

医療機器業界における 
PLM システム導入のための FDA 対応の留意点（12/9）

～ FDA の要求事項を満たしたコンピュータシステム導入のノウハウ～
★ 医療機器業界で構築すべきシステムと留意点 
★ 医療機器業界における PLM システム導入の留意点 
★ FDA 査察に合格するためのコンピュータシステム導入方法 
★ 21 CFR Part 11 対応方法

【日時】2013 年 12 月 9 日（月）10:30 ～ 16:30       【場所】東京・大井町 きゅりあん  5F  第 3 講習室
【価格】 47,250 円（会員受講料 44,800 円）                 【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、医療機器業界において PLM（Product Lifecycle Management）システム等のコンピュータシステムの導入が注
目されるようになってきました。 しかしながら、一般に販売されている PLM システムは、一般製造業向きのもので、そのままで
は FDA の 21 CFR Part 820（QSR）等の規制要件を満たせるものではありません。 

いったいどのような要件を作成すれば良いのでしょうか。 また、FDA 査察において、合格できるものでなければなりません。 
 市販のパッケージシステムを無節操に導入した場合、FDA 査察で必要な資料等をすみやかに提示することができなくなります。 
まずは、システム全体のグランドデザインを描くことが大切です。 
多くの医療機器企業では、ISO-13485 に従って、プロセスを構築し、また QMS 等を作成しているものと思われます。 
しかしながら、FDA の QSR は、ISO-13485 にはない要求事項が含まれています。 
いったい、FDA の要求事項はどのようなもので、何を付加すれば良いのでしょうか。 
医療機器企業に対する FDA 査察は、QSIT（Quality System Inspection Technique）に従って実施されます。 
QSIT における 4 つの重要ポイントは、 
・CAPA（是正処置／予防処置） 　　・経営管理 
・製造管理 　　　　　　　　　　　・設計管理です。 
特に CAPA においては、多くの指摘が出され、またワーニングレターも発行されています。 
 多くの場合、CAPA は苦情管理のみを対象としていることが多く、また Excel に記録するなど紙ベースの運用も見受けられます。 
いったいどのような CAPA システムを導入すれば良いのでしょうか。 また、どのような運用上の注意点があるのでしょうか。 
設計管理においては、ISO-13485 の要求事項に加えて、DHF の作成と維持が求められます。 
また設計情報を効率的に管理し、設計変更を確実に行うには、設計情報等の電子化とワークフローの構築が必須です。 
 製造管理においては、ISO-13485 の要求事項に加えて、DMR、DHR の作成と維持が求められます。 
さらに 21 CFR Part 803 に従った MDR 報告も必要です。 
一般の市販パッケージでは、これらの FDA 要求事項を満たしたものはなく、またベンダーにもその構築経験やノウハウがあま

りないのが現状です。 
 多くの場合は、パッケージのカスタマイズを実施しなければならないことになります。 
また、医療機器業界では、コンピュータシステムを導入する際に、バリデーションや 21 CFR Part 11 対応が必須です。 
いったいどの程度の対応を行うべきでしょうか。 
本セミナーでは、医療機器企業がコンピュータシステムを導入する際に留意する点や、FDA の規制要件や査察をクリアするた

めのポイントを解説します。

【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/131209P.html

【アジェンダ】
１．医療機器業界の規制要件とコンピュータシステム　　４．CSVとPart11対応について
２．PLM導入における留意点　　　　　　　　　　　　   ５．FDA査察対応について
３．CAPA導入における留意点
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【アジェンダ】
１．医療機器業界の規制要件とコンピュータシステム　　４．CSVとPart11対応について
２．PLM導入における留意点　　　　　　　　　　　　   ５．FDA査察対応について
３．CAPA導入における留意点

注目セミナーのお知らせ  

GMP 実地調査の経験・実例をふまえた
医薬品の出荷判定の可否判断 / チェックリストと

電子データ / 記録管理（12/18）
～製造・試験検査記録書のレビュ－と効率的な在的・顕在的リスクの発見～

★ 製造所での荷判定のキーは製造・試験検査記録書のレビュ－を如何に効率よく又潜在的・顕在的リスクを見つけ出す
　 ことである
★ 企業で出荷可否判定を実施してきた経験と当局で国内・海外製造所のＧＭＰ実地調査（査察）を行った経験から解説
★ 出荷判定における ER/ES 要求への具体的対応方法とは
★ 過去に出された ER/ES に関する Warning Letter とは

【日時】2013 年 12 月 18 日（水）  10:30 ～ 16:45       
【場所】東京・港区浜松町 芝エクセレントビル B1F KCD ホール  
【価格】 47,250 円（会員受講料 44,800 円）                 
【講師】第 1 部：（10:30 ～ 13:00）『製造所における出荷可否判定の判断 / チェックリストと
                                                           バッチレコードのレビュー～ＧＭＰ査察官の視点と指摘事項を踏まえて～』                             
　　　　　　　  宮木  晃　氏  【元 PMDA GMP エキスパート】

             第 2 部：（13:45 ～ 16:45）『PIC/S GMP、FDA 査察に対応したＱＣラボ・出荷判定における ER/ES 対応方法』
                          ( 株 ) イーコンプライアンス   代表取締役   村山 浩一

 

　　　　　　　　　

【お申込み方法】
  お申し込みはこちら ⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/C131212.html

「出荷規格設定編 (1/29）」とコース (63,000 円（会員受講料 59,800 円 )) でのお申し込みは
こちらからお願いします。⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/C131222.html

【講演内容】
■第１部：『製造所における出荷可否判定の判断/チェックリストとバッチレコードのレビュー
                                                                                 　　　　　 ～ＧＭＰ査察官の視点と指摘事項を踏まえて～』
１．強調したい点　　　　　　　　　　　　　　　　　７．品質保証（ＱＡ）部門の役割と責任
２．規制要件とガイドライン                                            ８．製造・試験検査記録書のレビューの重要性
３．ＰＩＣ/Ｓ ＧＭＰと日本のGMP　　　　　　　　　 ９．レビューを実施する際のポイント
４．レギュレーション上の出荷の種類                          １０．出荷判定の留意点と心構え
５．GQP省令とGMP省令の出荷の扱い                         １１．ＰＭＤＡによるＧＭＰ実地調査（査察）時の留意点                                     
６．医療機関（市場）までの出荷の流れ
□質疑応答・名刺交換□

■第2部：『PIC/S GMP、FDA査察に対応したＱＣラボ・出荷判定におけるER/ES対応方法』
１．QCラボ・出荷判定におけるFDA Warning Letterの変遷        ３．ハイブリッドシステムの危険性と改善策
２．Part11の動向について                                                            ４．PIC/S GMP Annex 11対応の具体的方法
□質疑応答・名刺交換□
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注目セミナーのお知らせ  

【アジェンダ】
１．医療機器業界における品質規則　　
２．General Principles of Software Validation（GPSV）概要　
３．IEC62304概要

医療機器ソフトウェアバリデーションセミナー（1/29）
～知っておきたい裁判例、各社 LCM 事例（賢い事例や大失態事例）から学ぶ～

★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
★ FDA が求める全てのソフトウェアの妥当性確認・検証作業とは
★ 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らない
★ 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
※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）

【日時】2014 年 1 月 29 日（水）10:30 ～ 16:30       【場所】東京・大井町 きゅりあん  
【価格】 47,250 円（会員受講料 44,800 円）                 【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】

ISO-13485 では、ソフトウェア開発品質システムが導入・保守されていることの実証をメーカーに求めています。 
しかしながら、ISO13485 だけでは各国の法的規制に準拠していることにはなりません。 
 米国内で販売される医療機器に対しては、米連邦食品・医薬品・化粧品法（FD&C 法）および連邦行政規則集に準拠することが
義務付けられています。 
 特に重要なのが 21 CFR Part 820 であり、ここには品質システムフレームワークの制定に必要な企業ポリシー、業務手順、ガイド
ライン、目標を設定するための標準が示されています。 
FDA では、全てのソフトウェアの妥当性確認・検証作業が 21 CFR Part 820 に示された「Quality System Regulation（品質システ
ム規制）」に従い実施されることを求めています。 
FDA Quality System Regulation（QSR）は、品質管理システムの構築で使用するための基本要件のフレームワークを、完成医療機
器のメーカーに提供しています。 
 『General Principles of Software Validation』の要件と同様、QSR でも、開発プロセス―およびそこから生まれる製品―が指定要
件を満たしていることの証拠を検証活動によって示すように求めています。 
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。 
医療機器に搭載するソフトウェアの開発には、非常に厳格な規制要件の遵守が義務付けられています。 
しかしながら、医療機器企業のエンジニアリング リソースは、決して多いとは言えません。 
 規制要件では、医療機器企業に対して、医療機器に搭載するソフトウェアの開発時に特定のベスト プラクティスに従うように定
めています。 
FDA による主なガイダンスとして、 

・Guidance for the Submission Of Pre-market Notifications for Medical Image Management Devices（医療画像処理機器の市販前 
　通知申請に関するガイダンス） 

・Guidance for the Content of Pre-market Submissions for　Software Contained in Medical Devices( 医療機器に含まれるソフトウェ 
　アの市販前申請に関するガイダンス )

・General Principles of Software Validation; Final Guidance for Industry and FDA Staff（ソフトウェアバリデーションの一般原則） 
・Off-The-Shelf Software Use in Medical Devices（医療機器ににおける市販ソフトを利用） 
などがあり、また規制要件や業界標準は常に更新されるため、必要な規則を全て遵守することは容易ではありません。 
General Principles of Software Validation では「医療機器ソフトウェアの妥当性確認または医療機器の設計、開発、製造に使用さ
れるソフトウェアの妥当性確認に適用可能であると食品医薬品局（FDA）が考える、バリデーションに関する一般原則」の概要を
示しています。 
これらの原則は以下のソフトウェアに適用されます。 

・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） 
ただし、FDA は特定の開発・バリデーションに関する手法には言及していません。 
また、ソフトウェアの開発プロセスを構築する際には、IEC62304「Medical device software —Software life cycle processes」に
も注目する必要があります。 
IEC62304 には、ライフサイクルプロセスの規格が概説され、ソフトウェア品質を確保するための製造者のアクティビティについ
て規定されています。 
 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。 
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とバリデーション手順について、基礎からわかりやすく解説します。

【お申込み方法】
  お申し込みはこちら ⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/140129P.html

「出荷判定可否判断編 (12/18）」とコース (63,000 円（会員受講料 59,800 円 )) でのお申し込みはこちらか
らお願いします。 ⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/C131222.html
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検索イーコンプライアンス

EDC 運用のための手順書ひな形集

PMDA による EDC に関する査察は、2009 年頃から開始されてきましたが、いよいよ本格的な査察
が実施されることとなりました。
 
PMDA は、2013 年 3 月 27 日に「EDC 管理シート」を発表しました。
 「EDC 管理シート」は、EDC を使用した治験や製販後調査に適用されます。
 GCP や GPSP における書面調査の際には、「EDC 管理シート」を記載し PMDA に提示することが求
められます。
 

「EDC 管理シート」では、GCP 省令、GPSP 省令に準拠することはもとより、ER/ES 指針に対応する
ことが強く求められています。
 

「EDC 管理シート」では、多くの手順書の作成が求められています。
 これらの手順書は、EDC を導入・運用する前までに整備しておくことが必要です。

 
株式会社イーコンプライアンスでは、

                                                                                                       
ひな形を使用すれば、貴社の手順書作成が短時間で効率良く実行できます。
 

 

    
詳細はこちら  http://eCompliance.co.jp/SHOP/EDC-SOPs.html

また別途「EDC システムの製薬協自主ガイダンス対応状況チェックリスト」も販売しております。
     http://eCompliance.co.jp/SHOP/EDC-CHK-01.html

ご連絡いただきましたら、手順書のサンプルを持参し、貴社をご訪問いたします。
その他、お見積りのご要望など、ご遠慮なくお申し付けください。
 詳しくはお問合せ下さい。

EDC 導入・運用にかかわる手順書のひな形（全 13 種類）をご提供いたします。

【作成する手順書一覧】
1．治験等の情報の設定内容に関するバリデーションの手順書
2．ユーザーの登録申請から ID/ パスワードの交付、ユーザーの確認、 

登録したユーザーの削除のための手順書
3．ユーザーによる ID/ パスワードの使用に関する手順書
4．セキュリティに関するユーザーの教育訓練手順書
5．保存情報の修正に関する手順書（治験実施中）
6．監査証跡の閲覧のための手順書（治験実施中）
7．保存情報の修正に関する手順書（治験終了後）
8．監査証跡の閲覧のための手順書（治験終了後）
9．データのバックアップ及びリカバリーの手順書（治験実施中）
10．データのバックアップ及びリカバリーの手順書（治験終了後）
11．終了後の保存に関する手順書
12．電子署名に関するポリシー、ガイダンス
13．電子署名本人認証利用のための手順書
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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、各種割引は適用
されませんが、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
セミナーの詳細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

GMP 関連

三極に対応した洗浄バリデーションの具体的実施法と
洗浄作業手順書の作成（11/26）

～実例から見る許容基準設定と均一な洗浄性を確保するための SOP 作成～
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C131181.html

・3 極に対応した洗浄バリデーションの具体的実施方法
・目視検査員の教育訓練、目視基準をどう設定するか？
・「解り易く・間違いにくい」洗浄作業手順書作成方法を事例をもとに解説！
・PIC/S GMP 査察における洗浄バリデーションの確認ポイントとは

日時：2013 年 11 月 26 日（火）  13:00 ～ 16:30
会場： 東京・品川区大井町 きゅりあん  4F 研修室 
受講料：47,250 円（会員受講料 44,800 円 )

【講師】元 塩野義製薬 ( 株 ) 製造部 次長 長岡 明正 氏 

【分析法バリデーション・統計 入門コース】
( 全 2 コース )（11/26、29）

～分析法バリデーション・統計 入門コース「実験計画法入門編」～
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C131123.html

日時：[ コース 1 分析法バリデーション入門編 ] 2013 年 11 月 26 日（火）  10:30 ～ 16:30
           [ コース 2 実験計画法入門編 ] 　　　　　2013 年 11 月 29 日（金）  10:30 ～ 16:30
会場： [ コース 1 分析法バリデーション入門編 ] 東京・大田区蒲田 大田区産業プラザ（PiO） 6F C 会議室
           [ コース 2 実験計画法入門編 ] 東京・港区芝公園　機械振興会館  地下 3 階 B3-6
受講料： 68,250 円（会員受講料 64,800 円）※各回で別の方の参加も OK です　( 同一法人に限る )
講師： [ コース 1 分析法バリデーション入門編 ] （11/26）
　　　『初めて携わる方が分析能をイメージしやすいように解説する【分析法バリデーション・統計 超入門講座】』
　　　大日本住友製薬 ( 株 ) 技術研究本部 治験薬品質保証部 GMP 業務グループ  主席部員　数崎 正人　氏

          [ コース 2 実験計画法入門編 ] (11/29)
          『医薬品の品質関連での統計手法と実験計画法入門講座』
          エーザイ ( 株 ) ＣＪ部 技術センター 川島研究室　桃井 和久 氏
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― GMP 監査員養成講座 ―
模擬監査場面描写による不適合指摘演習（11/28、29）

～ GMP 監査（導入）とスキルアップ～
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C131108.html

【GMP 監査の勘所を体感する！】
第１部　GMP 監査技法・適合性調査手法の習得
　　１．システム監査の目的、技法、事例の習得
　　２．当局の査察：PIC/S GMP 踏まえた GMP 適合性調査概要の理解
　　３．GMP システム監査の対象となる６サブシステムの理解

第２部　GMP 監査実務における計画～フォロアップまでの勘所
　　１．監査における焦点エリアの決め方を学ぶ
　　２．対面調査や指摘の仕方及び盲点となり易いポイントの事例を学ぶ
　　３．CAPA の検証の仕方を学ぶ

第３部　机上監査（模擬監査 )
　　１．模擬監査演習により、机上にて監査の臨場感覚を養う
　　２．現場で役立つ付録 ( 資料 ) 付き　～改善に結びく効果的なフォローアップ監査
　　３．是正処置の４要素（CAPA を含む）
　　４．フォロアップ活動のフローチャート（監査側の検証を含む）
　　５．是正処置報告書の様式と記載事例
GMP 監査演習を一部紹介！
>> 監査場面描写による模擬監査事例 

【オーバークオリティ／オーバーリアクション防止と品質確保の両立を考える！】
 ＃ 1　日本治験の品質を担保するために QC 及び QA システム ( 監査含む ) をどのように構築すれば良いのか？！ 　　　
 　　　～モニタリング業務でのリスクマネジメント手法の落し込み
 ＃ 2　ALCOA 原則・実践事例と原資料マネジメント　～オーバークオリティの考察～
 ＃ 3　臨床（CTD モジュール 5）に対する GCP 適合性調査の最近の傾向とは？！ 

日時：[1 日目 ] 2013 年 11 月 28 日（木）  10:30 ～ 17:30
 　　   [2 日目 ] 2013 年 11 月 29 日（金）  9:40 ～ 16:30 
会場：[1 日目 ] 東京・大田区平和島 東京流通センター 2F  第 4 会議室
           [2 日目 ] 東京・品川区大井町 きゅりあん  5F 第 3 講習室 
価格： 63,000 円（会員受講料 59,800 円）
講師：高槻医薬品 GMP ／食品 ISO リサーチ [ 元 塩野義製薬 ( 株 ) 品質保証部 ]　若山 義兼　氏

PIC/S 関連

PIC/S 対応と FDA 査察指摘をふまえた 
Excel スプレッドシートの管理とバリデーション（11/22）

～スプレッドシートに対する 3 極対応と管理・運用・Val 実施～ 
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C131102.html

■ URS、FS、DS に何を記載すればよいのか？
■ IQ、OQ、PQ をどのように実施すればよいのか？
■ カテゴリ分類は？ 
■ リスクアセスメントをどのように行えばよいか？
■ システムアセスメントの結果をどのようにバリデーションに反映させるのか？
■ 適正管理ガイドラインに従いバリデートしなおす必要があるのか？
■ スプレッドシートはどのように管理・保管すればよいのか？
■ スプレッドシートを GMP 施設外のサーバーに保管する場合の留意点は？
■ FDA 対応、PIC/S 対応で留意すべきことは？

日時：2013 年 11 月 22 日（金）  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：47,250 円（会員受講料 44,800 円 )

【講師】アズビル ( 株 )　ビルシステムカンパニー 営業本部
　　　  第３営業部 シニア・コンサルタント 望月 清 氏
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想定される PIC/S GMP 査察での指摘事項・審査官の着眼点と
改訂 EU-GMP の徹底解説・今後の対応（11/29） 

http://eCompliance.co.jp/SHOP/P131124.html

PIC/S GMP&EU GMP コース 　【４】査察＆ EU GMP 編  

日時：2013 年 11 月 29 日（金）  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：42,000 円（会員受講料 39,900 円 )

【講師】医薬品 GMP 教育支援センター 代表　髙木 肇　氏

CMC 関連

グローバル CMC 申請ノウハウ コース実践解説コース（10/29 ～）
～欧米要求に応える設定根拠と妥当性検証並びに信頼性保証範囲～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/P131010.html
【選べる全 4 コース徹底解説！】 

【１】分析法バリデーション 編 
        『当局審査対応を念頭においた分析法バリデーション実施手順と CTD 申請の要求基準』 　　　
　　～評価に必要な分析能パラメータと判定基準の考え方～

【２】規格試験・有効期間設定編 
        『3 極対応の CMC 申請：規格及び試験方法の設定、有効期間設定』 　　
　　～妥当性の根拠とその提示方法（ロット分析と分析法バリデーション結果）～

【３】製法変更・品質同等性 編 
        『製法等の変更における品質に関する同等性評価と変更管理』 　　
　　～妥変更の重大性と提示すべき評価結果および GMP 変更管理手順～ 

【４】試験検査室管理 編 
        『試験検査室管理～グローバル GMP の要求事項と逸脱管理～』
 　　～ OOS（Out of Specification）対応と当局査察方法および逸脱管理の考え方～

日時：【１】分析法バリデーション 編　　　2013 年 10 月 29 日（火）  10：30 ～ 16：30　終了しました。
           【２】規格試験・有効期間設定 編　　2013 年 10 月 30 日（水）  10：30 ～ 16：30　終了しました。
           【３】製法変更・品質同等性 編　　　2013 年 11 月 27 日（水）  10：30 ～ 16：30
           【４】試験検査室管理 編　　　　　　2013 年 11 月 28 日（木）  10：30 ～ 16：30
会場：東京・品川区大井町 きゅりあん  5F  第 4 講習室 ( 全コース )
価格： 126,000 円（会員受講料 120,000 円）
講師：中外製薬 ( 株 ) 品質保証部　治験薬品質グループ 副部長　伊東 雅夫 氏　

 その他

製薬企業が行う 
 プローモション活動の効果測定（ROI 分析）（11/22）

～ Excel を用いた将来予測を実例で紹介！～ 
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C131111.html

やっぱり汎用性の高い Excel のほうが共有できる！
スプレッドシート上に展開する方法やワークシート関数の使い方をわかりやすく解説！

日時：2013 年 11 月 22 日（金）  13:00 ～ 16:30
会場： 東京・港区芝公園　機械振興会館  6F 6-62 
受講料：42,000 円（会員受講料 39,900 円 )

【講師】バイエル薬品 ( 株 ) 循環器領域事業部 
             SFE オペレーションズ 課長　久内 英明　氏
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申請資料、報告書記載等における 
臨床検査値変動の表現とニュアンスの違い（11/22）

～「生理的変動」、「一過性」、「個人差・日内変動」の見極め～
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C131104.html

■検査値の変動を「上がった」「下がった」と表現するのは、それが何に基づいて出現している現象か。
 　　＞＞　その理解が正しくないと、細かなニュアンスの点で齟齬が生じる可能性がある。
■「生理的変動の範囲」「一過性の現象」「個人差・日内変動」の用語には曖昧さが残っており、書類作成に迷いが生じる。
 　　＞＞　検査値変動が起きるメカニズムは。
■臨床検査値の変動の解釈について、臨床医の立場から解説

日時：2013 年 11 月 22 日（金）  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： 52,500 円（会員受講料 49,800 円）
講師： 第 1 部：『申請資料等記載、報告における臨床検査値変動の正しい表現と用語選択の判断
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～「生理的変動」、「一過性」、「個人差・日内変動」の見極め～』
                         昭和大学　医学部病理学講座　臨床病理学部門　教授　福地　邦彦　氏

          第 2 部：『有害事象判定における臨床検査変動の意味と表現』
 　                    東邦大学　医学部　内科学講座　膠原病分野　蓮沼　智子　氏

医薬品承認申請での 
照会事項事例考察と適切な対応・回答の仕方（11/28）

～申請資料作成のポイント（無駄な部分、科学的根拠の必要性など）～
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C131114.html

#1 「審査経験をふまえた承認申請における照会事項事例考察と不要な指摘を受けないコツ」
#2 「対面助言における機構とのコミュニケーションのとり方と照会事項の対応方法」
#3 「照会事項を軽減するための申請資料記載の留意点」 

■審査官が申請資料に感じる無駄な部分、科学的根拠の必要性
■過不足のない文書を書くために
■具体的、客観的な表現、審査側の目を意識した作成とは
■照会事項を防ぐ（軽減する）には、申請資料にどこまで盛り込むか

日時：2013 年 11 月 28 日（木）  10:30 ～ 16:40
会場： 東京・港区芝公園　機械振興会館  6F 6D-4 
受講料： 52,500 円（会員受講料 49,800 円）
講師： 第 1 部：(10:30 ～ 12:15)『審査経験をふまえた承認申請における照会事項事例考察と不要な指摘を受けないコツ』
                         帝京平成大学　薬学部　薬学科　准教授　博士（薬学）　齋藤 充生　氏

          第 2 部：(13:00 ～ 14:45)『対面助言における機構とのコミュニケーションのとり方と照会事項の対応方法』　
                         アステラス・アムジェン・バイオファーマ ( 株 ) 薬事・安全性部門 薬事部長　博士（理学）　小池　敏　氏

          第 3 部：(14:55 ～ 16:40)『照会事項を軽減するための申請資料記載の留意点』
                         マルホ ( 株 ) 臨床開発部　臨床薬理グループ　土井 正治 氏

　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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数式がほとんどない臨床統計 超入門コース講座
≪全２コース≫（11/29、1/31）

http://eCompliance.co.jp/SHOP/P131130.html
★コース 1：～最低限必要な統計知識編～
　　　　　　『数式がほとんどない臨床統計 超入門～最低限必要な統計知識とは～』
★コース 2：～症例数・エンドポイント設定編～

　　　　　『数式がほとんどない症例数設定～試験デザイン，エンドポイントの設定から～試験実施計画書への記載法まで～』

日時：[ コース 1 最低限必要な統計知識編 ]　　　　 2013 年 11 月 29 日（金）  10:30 ～ 16:30
　　　[ コース 2 症例数・エンドポイント設定編 ] 　2014 年　1 月 31 日（金）  10:30 ～ 16:30
会場： [ コース 1 最低限必要な統計知識編 ]               東京・大田区蒲田 大田区産業プラザ（PiO）  6F D 会議室
 　　   [ コース 2  症例数・エンドポイント設定編 ]   東京・品川区大井町 きゅりあん  4F 第 1 特別講習室
受講料： 68,250 円（会員受講料 64,800 円）
　　　　※各回で別の方の参加も OK です　( 同一法人に限る )
講師： 愛知医科大学 先端医学研究センター 生物統計研究室 准教授　博士（工学）　五所 正彦 氏

開発段階における生物学的同等性担保とヒト試験の免除（12/5）
～製剤変更時、申請書への記載、IVIVC、ヒト試験を行わずに同等性を担保する～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/C131261.html
・高い確率で起こる開発段階での製剤・処方変更において、求められる同等性を担保するには？
・2012 年改訂、生物学的同等性ガイドラインの変更ポイントとは？
・各剤型ごとの申請資料への記載方法を審査報告書から読み取る
・開発処方と最終処方はどうあるべきか？ 製剤開発戦略の視点に立った考察

日時：2013 年 12 月 5 日（木）  10:20 ～ 17:15
会場： 東京・品川区大井町 きゅりあん  5F 第 3 講習室 
受講料： 52,500 円（会員受講料 49,800 円）
講師： 第 1 部：(10:20 ～ 12:20) 審査報告書から読み取る開発段階の生物学的同等性担保と申請資料への記載 
　　　　　　   参天製薬 ( 株 )　生産技術センター　バリデーション室　室長　中田 雄一郎　氏

          第 2 部：(13:00 ～ 15:00) 3 極における開発段階の製剤変更時のヒト BE 試験のバイオウエーバと IVIVC の相関性
                         ( 有 ) レギュラトリーサイエンス研究所 代表取締役　秦 武久　氏 

          第 3 部：(15:15 ～ 17:15) 開発段階での製剤変更時における生物学的同等性担保とヒト試験の免除
                         立命館大学　薬学部　客員教授　伊吹 リン太　氏　【元 アステラス製薬 ( 株 )】

【最新法規制動向を踏まえた】
医療機器・体外診断薬 (IVD) における

米国 510(k) と欧州テクニカルファイルの徹底理解（12/5、6）
～具体的記載内容を含めた各国でのケーススタディ～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/P131260.html
日本人の歯がゆいところに手が届くように徹底的に究明します！

2012 年 10 月 1 日にアメリカで施行された医療機器ユーザーフィー修正法（MDUFA Ⅲ）のポイントは？
2012 年 9 月 26 日に欧州で公表された医療機器及び体外診断薬それぞれの大きな法律案の要点は？ 
★ (12/5）米国 510(k) 申請書作成上の必須知識と具体的記載内容
★ (12/6）欧州テクニカルファイル作成上の必須知識と具体的記載内容

日時：2013 年 12 月 5 日（木）  13:00 ～ 16:30
 　　   2013 年 12 月 6 日（金）  13:00 ～ 16:30 
会場： 東京・品川区大井町 きゅりあん  5 階 第 1 講習室（両日とも） 
受講料： 73,500 円（会員受講料 69,800 円）
　　　　※どちらか 1 日のみ (47,250 円 ( 会員受講料 44,800 円 )) 受講可能です。
講師： 医療機器薬事・品質保証コンサルタント （元 日医機協国際部長）　吉田 正人 氏
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【日時】2013 年 12 月 2 日（月）13:30 ～ 16:30（開場 13:00）
【場所】東京・大井町　きゅりあん  5F  第 2 講習室
【参加費】5,000 円
【参加資格】特にありません。個人、法人、製薬企業、サプライヤの方々等広くご参加いただけます。
【研究会 趣旨】
これまでシステム信頼性保証研究会（CSV 研究会）は、平成 22 年 5 月から平成 24 年 3 月まで、合計 35 回実施してまいりました。 
その研究内容は、厚労省から平成 22 年秋に発出された「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」に対応するための SOP

作成が主目的でした。 
それらの活動も一段落しましたので、本年度は CSV 研究会の開催を休止しておりましたが、以下の GMP 施行通知の改定等に対応

して 8 月より再開することといたします。 

厚生労働省は、2013 年 06 月 14 日に、「「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の取扱いについて」
に関する意見募集について」と題したパブリックコメントの募集を開始いたしました。 

これはPIC/S GMPとの国際整合性を明確にするための、今後のGMP省令の取扱いに関する通知に関する意見を募集するものです。 

本通知（案）では、 
1. 品質リスクマネジメントの活用 
2. 製品品質の照査におけるコンピュータ（電子記録）の利用 
3. GMP 施行通知の改正 
4. バリデーション基準の見直し 
 などが大きな改正点です。 

本通知は、平成 25 年 7 月に発出される予定です。 
 施行通知とバリデーション基準の改定は、全製薬企業に影響します。 

製薬企業各社において、PIC/S GMP に対応した組織、基準、手順書等の構築は必須です。 
GMP 施行通知の改定後は、すべてのプロセスにおいて「品質リスクマネジメント」の概念を導入しなければなりません。 
しかしながら、リスクマネジメントは難解で複雑です。 

“ どのような SOP を作成すれば良いのでしょうか。” 

一方で、2013 年 1 月から、PIC/S GMP Annex 11 Computerised Systems が改定されました。 
Annex 11 では、これまでにない非常に厳しい要求事項が含まれています。 
これまでに作成してきた、コンピュータ化システム適正管理ガイドライン対応 SOP は、PIC/S GMP Annex 11 対応に修正が必要で

す。 

今後の PIC/S 査察においては、電子記録による査察が積極的に実施されます。 
 多くの場合、電子で記録を作成し、紙に印刷後手書きの署名（記名・捺印）を行うといった、いわゆるハイブリッド運用が行わ

れていると思います。 
 今後は、ハイブリッドシステムであっても、電子記録を調査されることになります。 
なぜならば、ハイブリッドシステムの問題点として、電子記録を改ざんし、再印刷の上で、バックデートで署名することが可能だ

からです。例え貴社の SOP において、紙が原本である旨を規定していても、電子が原本と認定される可能性があります。 
PIC/S GMP 対応では、これまでの JGMP とは大きく違った概念や、査察方法を理解しなければなりません。 

本研究会では、以下の活動を予定しています。 

・CSV 研究会で作成された適正管理ガイドライン対応 CSV の SOP を PIC/S GMP Annex11 に合わせて改訂 
・ER/ES の SOP を PIC/S GMP Annex11 に合わせて改訂 
・新バリデーション基準の理解と対応手順書の作成 
・IT インフラの適格性評価 SOP の作成 
・品質リスクマネジメント手順書の検討 
・電子記録による製品品質の照査に関する手順書の検討 
・供給者管理手順書の検討 
今後も皆様からのアンケート等によるフィードバックをもとに、内容を適宜考案したいと思います。
 
　本研究会における成果物は参加された方々で共有していただき、自由にご利用いただけます。
 　参加資格は特にはありません。ご都合のつく方は是非ともご参加ください。

【お申込み方法】  「第 40 回 CSV 研究会」のお申し込みはこちら⇒ http://eCompliance.co.jp/SHOP/SOCIETY-040.html

第 40 回システム信頼性保証研究会（12/2）
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第 40 回システム信頼性保証研究会（12/2）

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

34,900 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



イーコンプライアンス通信　　　　16

サイエンス＆テクノロジー CSV 書籍のご案内

3 極規制要件をふまえた

コンピュータ化システムの 
カテゴリ別 CSV 実践方法

～製造用コンピュータ化システム編 ・ ラボ（分析機器）編 ・ IT アプリケーション編～

発刊 ： 2012 年 8 月 24 日
体裁 ：B5 判並製本 約 200 頁
監修 ：( 株 ) イーコンプライアンス 代表取締役　村山 浩一
価格 ( 税込 ) ：42,000 円  ( 会員価格 39,900 円 ) （送料は当社負担） 
ISBN コード ：978-4-86428-054-9　C コード ：3047

【著者】
村山 浩一    　( 株 ) イーコンプライアンス 代表取締役

横井 昭彦 氏　IT エンジニアリング ( 株 )　 
　　　　　　　P- ＩＴソリューション統括製薬ソリューション部

杉本 隆之 氏　( 株 ) ソアズ　代表取締役【元　エーザイ ( 株 )】

　【書籍趣旨】
最近になってグローバルのコンピュータ化システムに対する規制要件に大きな動きがあった。2009

年の 3 月には GAMP 5 の日本語版が発行された。また EMA では、2011 年 1 月に EU GMP ANNEX 11 

"Computerised Systems" の改定が行われた。これは今後のグローバルスタンダードになり得るものである。

一方、本邦においても、2008 年から ER/ES 指針査察が開始され、また 2012 年 4 月からは「コンピュー

タ化システム適正管理ガイドライン」が施行された。今後は、業許可更新に伴う製造業の定期 GMP 調査

では、この新ガイドラインの確認を主眼に実施されることになる。したがって、CSV に関する理解と適切

な実施は、必要不可欠である。ちまたでは、CSV に関するセミナーや書籍が多くみられる。しかしながら、

どれをとっても概念的であったり、抽象的であるものばかりである。また教科書的に資料を一通り解説す

るだけに終始しているものが多い。製薬企業や医療機器企業で CSV を実施している人や、それら企業をサ

ポートしているサプライヤは、もっと具体的な CSV 実施方法を望んでいるはずである。つまり実践的な

CSV の解説である。

ご注文は、以下の URL までお願いいたします。
http://eCompliance.co.jp/SHOP/BOOK-SAT-73.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。 検索イーコンプライアンス
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セミナーを収録した
DVD 付！

株式会社イーコンプレスでは、これまで販売してきましたイーラーニングを書籍版として発刊すること
となりました。今後は、書店経由でもお求めいただくことができます。
各書籍には、セミナーで使用したPowerPoint資料、その他配布資料を掲載しております。
 また添付のDVDには、セミナーを収録したビデオ（PCでのみ再生可）や電子資料（一部イーラーニン
グを除く）が収録されております。
セミナーに参加したいけどなかなか参加できない、そんな方にはイーラーニングBOOKで学習いただけ
ます。 各企業におけるグループ学習、自習、自宅学習、自己研鑽に最適です。
1．【超入門】コンピュータバリデーション    村山 浩一　ISBN：978-4-905321-06-4
2．【中級編】コンピュータバリデーション    村山 浩一　ISBN：978-4-905321-07-1
3．「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」基礎＆査察対応 村山 浩一　ISBN：978-4-905321-08-8
4．  PIC/S査察対応のためのSite Master File作成と記載方法  村山 浩一　ISBN：978-4-905321-09-5
5．【入門編】FDAが要求するCAPAシステム導入に関する留意点  村山 浩一　ISBN：978-4-905321-10-1
6．【超入門】GMP基礎              上武大学　宮木 晃        ISBN：978-4-905321-11-8 
7．【超入門】厚労省ER/ES指針、21 CFR Part 11とANNEX 11  村山 浩一　ISBN：978-4-905321-12-5 
8．  EDC適合性調査と医療機関事前対応     村山 浩一　ISBN：978-4-905321-13-2
9．「適正管理GL」対応 システムの適格性確認および回顧的バリデーションの具体的実施方法
                  株式会社ソアズ　杉本 隆之     ISBN：978-4-905321-14-9 
10.「適正管理GL」対応 “SOP作成”実践講座    村山 浩一　ISBN：978-4-905321-15-6
11.「適正管理GL」対応のための『回顧的バリデーション』および『リスクアセスメント』実施方法
         村山 浩一　ISBN：978-4-905321-16-3
12.  QCラボにおける「コンピュータ化システム適正管理GL」対応 村山 浩一　ISBN：978-4-905321-17-0
13.「適正管理GL」に対応した供給者監査実施のノウハウと注意点 村山 浩一　ISBN：978-4-905321-18-7
14.  LIMS導入の留意点 ～最新のグローバルの規制要件を満たすために～ 村山 浩一　ISBN：978-4-905321-19-4
15. リスクマネジメント入門               株式会社ソアズ　杉本 隆之     ISBN：978-4-905321-20-0 
16.  最新のCSV動向および21 Part 11も視野に入れたFDA査察対応方法 株式会社ソアズ　杉本 隆之
                 ISBN：978-4-905321-21-7 
17. グローバルスタンダード対応のためのCSV実施方法 PIC/Sの動向と改定版ANNEX 11 村山 浩一
                 ISBN：978-4-905321-22-4 
18.【超入門】GMP、GLP、信頼性基準に基づく品質試験担当者の標準作業
          元第一製薬　橋爪 武司     ISBN：978-4-905321-23-1 
19.【超入門】原薬輸入のリスク管理        創薬パートナーズ　橋本 光紀     ISBN：978-4-905321-24-8 
20.【超入門】知的財産入門         TechnoProducer株式会社　五丁 龍志     ISBN：978-4-905321-25-5 
21.【超入門】当局の規制要件に対応する品質保証QAシステムの構築と運用・教育　超おすすめ !!
          元塩野義製薬　野村 章     ISBN：978-4-905321-26-2
22.【超入門】PIC/S GMP解説セミナー                                 村山 浩一     ISBN：978-4-905321-27-9
24.【超入門】コンピュータに関する最新の規制要件対応方法                村山 浩一     ISBN：978-4-905321-02-6
各 書 籍 に は セ ミ ナ ー を 収 録 し た D V D が 添 付 し て お り ま す 。 本 D V D に 含 ま れ る 教 材 を 視 聴 す る た め に は 、 D V D ド ラ イ ブ を 装 備 し た P C が 必 要 で す 。 

またAdobe® Flash® Playerが必要です。

イーラーニングBOOK
セミナーをそのまま収録したイーラーニングが書籍になりました。
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検索イーコンプライアンス

貴社ではまだシステム台帳を MS-Excel で管理していませんか？
Excel の管理ではシステムのバージョン管理や、システムの変更管理が大変です。
またファイルが突然消えてしまうといったリスクも考えられます。
本システム台帳管理システムは、監査証跡を自動的に残します。
複雑なインストーレーションも不要です。

★ システム台帳の作成・管理が義務付けられています。
★ コンピュータ化システムが一元管理できます。
★ コンピュータ化システムの導入・変更・廃棄が管理できます。
★ 廃棄したシステムも一覧表示可能です。
★ 査察時に必要な条件で抽出した台帳を印刷することができます。
★ 21 CFR Part 11 で要求されている監査証跡機能も搭載しています。
 
 

【コンピュータ化システム適正管理ガイドライン対応】システム台帳管理システム  
     価格 :  105,000 円 ( 税込 )  

  詳細はこちら  http://eCompliance.co.jp/SHOP/SystemInventory.html

その他、お見積りのご要望など、ご遠慮なくお申し付けください。
 詳しくはお問合せ下さい。

～査察時に提示が必要なシステム台帳を安全に管理します～

【コンピュータ化システム適正管理ガイドライン対応】

システム台帳管理システム

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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【厚労省新ガイドライン対応シリーズ②】
システムの適格性確認および

回顧的バリデーションの具体的実施方法
～どういう順序でどこまで実施するべきか～

【著者】( 株 ) イーコンプライアンス 代表取締役　村山 浩一

システム適格性調査チェックリスト付！

ISBN：978-4-905321-06-4　　　A4 版 64 頁
発刊日：2013 年 1 月 20 日
価　格 ( 税込 )：18,900 円（会員価格 18,000 円）（送料は当社負担）  

【書籍趣旨】
厚生労働省 医薬食品局 監視指導・麻薬対策課は、2012 年 4 月 1 日から「医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけ

るコンピュータ化システム適正管理ガイドライン」（以下、新ガイドライン）を施行した。
新ガイドラインの「1.2　コンピュータ化システムの取扱い」には、回顧的バリデーションの要求がある。
信頼性に乏しいコンピュータ化システムについては、再度その品質の保証を実施しておかなければならないことは明白

である。
この「回顧的バリデーション」実施の要求は、新ガイドラインを策定する段階で、EU GMP や PIC/S との整合を考慮し

た結果により追加されたものである。
何らかの事情で適切に開発・検証・運用が行われていない場合には、早急にその適格性を確認し、「回顧的バリデーショ

ン」を実施する必要がある。しかしながら、工場内や施設内のすべてのコンピュータ化システムに対して、「回顧的バリデー
ション」を実施することはとても困難である。

やはり対象となるコンピュータ化システムを絞り込み、また優先順位をつけることによって、効率的な対応を行うこと
が望ましい。また実際に「回顧的バリデーション」を行うにあたっては、コンピュータ化システム毎にその対応方法が異
なり、適切に判断を行うことが望まれる。

どういう基準で、コンピュータ化システムを絞り込み、優先順位を付け、対応方法を決定すれば良いのだろうか。
本書では、これから「回顧的バリデーション」を実施しようとする製薬会社向けに、新ガイドラインの要求を満たすよ

う効率的にかつ効果的な対応方法を、具体的に解説したものである。

お申し込みは、最寄りの書店または下記の URL からお願いいたします。
 　　　　　　　    　⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/Book-Retro-Val.html

【内容】
   第 1 章　ガイドラインにおける回顧的バリデーション要求　　　第 6 章　システムの問題点の確認
   第 2 章　ガイドラインの適用範囲　　　　　　　　　　　　　　第 7 章　回顧的バリデーションの実施手順
   第 3 章　適格性評価とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 8 章　PIC/S における回顧的バリデーション要求
   第 4 章　適格性の確認のための 3 つの方法　　　　　　　　　　

第 5 章　バリデーション概説　　　　　　　　　　　　　　　　 付　録 　システム適格性調査結果報告書

イーコンプレス書籍のご案内
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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
E-mail info@eCompliance.co.jp
Presentation URL http://eCompliance.co.jp

編集後記

やっと猛暑が去りました。ここのところの夏の暑
さにはまいります。

私は仕事柄、出張が多いものですから、訪問した
先の皆さんから、「東京と比べてどっちが暑いです
か。」という質問を受けます。

新幹線や飛行機を降りた瞬間、東京の気温に比べ
て若干の違いに気付かされることがあります。しか
しながら、真夏はどこに行っても暑いですから、「ど
こも一緒ですよ。」と答えることにしています。

新幹線といえば、最近は携帯電話の IC カード機能
（IC-EX）を利用しています。

JR や地下鉄と同じように、新幹線も IC カードで乗
車できるので便利です。

しかも予約の変更は何回でも無料です。
そこで私は、駅についたら一番早い列車を予約す

ることにしています。改札口の前で携帯電話を操作
し、予約が完了したら、改札口を通ります。

これにより、切符を買う手間や、列に並ぶといっ
た時間のロスが全くなくなりました。

考えてみれば、最近、駅で料金表を見ることもな
ければ、小銭を用意することもなくなりました。

公衆電話が携帯電話に置き換わったように、今後
は、駅の券売機も数が少なくなっていくのでしょう
か。

残暑はまだまだ厳しいですので、ご自愛ください。

【日　時】  各講のページをご確認ください。
【場　所】東京・大井町 きゅりあん（教室は各講ごとに異なります。）
【参加費】各 5,000 円（税込）
【講　師】株式会社イーコンプライアンス　代表取締役　村山 浩一
【参加特典】具体的な資料やサンプルを電子ファイルで差し上げますので、貴社での編集・   　　　

　　  　　　利用に最適です。
【セミナー趣旨】

株式会社イーコンプライアンスでは、これまで毎月 1 回開催してきました『5,000 円ぽっきりの CSV セミ
ナー』をご好評につき、再開催することとなりました。
出席できなかった方はぜひこの機会に参加してください。
各講とも 150 分間で 5,000 円です。

　5,000 円ぽっきりの CSV セミナー（全 9 講）
【第１講】【超入門】コンピュータバリデーション（5/28）　　　　　             ←終了しました。
【第 2 講】【超入門】システムライフサイクル入門（7/18）　　　　　             ←終了しました。
【第 3 講】【超入門】CSV SOP の作成方法（8/5）                     　　　　　           ←終了しました。
【第 4 講】ユーザ要求仕様書、バリデーション計画書の書き方（9/4）             ←終了しました。
【第 5 講】機能仕様書、構成設定仕様書、機能リスク評価の書き方（10/8）←終了しました。
【第 6 講】テスト計画書、テストスクリプト、テストログの書き方（11/8）←終了しました。
【第 7 講】リスクアセスメント報告書の書き方（12/2）
【第 8 講】「バックアップ / リカバリー計画書」「災害対策計画書」 「サービスレベルアグリーメント」

　　　　  「事業継続計画書」の書き方（1 月）
【第 9 講】「文書管理計画書」「教育訓練計画書」「セキュリティ計画書」「電子署名管理規則」の書き方（2 月）

お申し込みは、当社のホームページよりお願いいたします。

　　　⇒  http://eCompliance.co.jp

150 分間 5,000 円で学ぶ CSV 講座
   【大好評につきシリーズを再開催 ! ! !】

検索イーコンプライアンス


