
　　　　イーコンプライアンス通信 1

株式会社イーコンプライアンス
http://eCompliance.co.jp平成 25 年 12 月 9 日発行

第 49 号

イーコンプライアンス通信

目　次
・ FDA 査察対応の考え方（第 1 回）　……………………… P.1 ～ P.4
・150 万円で始めるドキュメント管理システム、CAPA システム

発売のお知らせ　……………………………………………   P.20

1.　はじめに

最近になって、FDA 査察の頻度が増加している。特に医療
機器に関しては、顕著である。これは、民主党のオバマ政権
の政策であると思われる。

FDA 長官は大統領が任命するため、政権の方針によって、
FDA の方針も影響を受けることが多い。

2004 年以降、FDA の査察はリスクベースに変更された。
したがって、リスクが高くない製品を米国に輸出している

企業に対しては、査察頻度はかなり低くなった。しかしなが
ら、原材料（資材）等を中国やインドなどから輸入している
場合は、査察を受ける可能性がある。

また、FDA 査察の対象となる品目は、米国輸出品目とは限
らない。なぜならば、彼らは当該企業の「姿勢」に関心をも
つからである。つまり米国輸出品目に関しては、査察の通知
を受けてから、十分に対応したであろうことは織り込み済で
あるからである。

米国内の企業に対する査察は、最悪 1 日前に連絡が来るこ
とがある。査察が数週間続き、徹底的に調査をされる。

一方で、米国外の企業の場合は、3 ヶ月程度前に査察の通
知がある。査察期間は、４～ 5 日程度であることが多い。

米国へ医薬品や医療機器を輸出している企業は、FDA 査察
を拒否することができない。

FDA 査察を拒否したり、査察で不合格になった場合は、米
国税関当局で輸入が差し止められることにもなりかねない。

FDA 査察で重要なことは、不作成ドキュメントを後から作
成してはならないという事である。ありのままで、正直に対
応する必要がある。

査察時には、査察官から要求された文書・記録を 15 分以
内で提示しなければならない。そのためには、十分な資料（情
報）整理とリハーサルが不可欠である。 

大部分の資料は日本語のままで構わないが、マネージメン
トミーティングや監査の報告書等は、事前に英訳しておく必
要がある。 通訳者の事前のリハーサルも重要である。

2.　FDA が査察を行う理由

FDA が日本までやってきて査察を行う理由はただ 1 つで
ある。「粗悪な医薬品・医療機器の米国輸出を阻止し、米国
における患者・ユーザを保護する。」ということである。つ
まり、FDA は日本の製薬企業や医療機器企業を指導したり、
成功へ導こうとしているわけではないのである。

3.　査察の傾向

査察では、対象施設の品質マネジメントシステム（Quality 
Management System=QMS）が調査の対象となり得る。承認
前査察（Pre-Approval Inspection=PAI）の場合、米国輸出品
目の不適合、規格外品（Out Of Specification=OOS）、苦情処
理などにとどまらず、対象施設全体のシステムにつき調査さ
れることがある。

その他、トピック事項としては、以下のものがある。
・ Quality Control Unit（品質管理部門、もしくは品質保証

部門）の機能確認
・ 書類への署名の意味：承認者レベル等の内容把握レベル、

責任範囲への言及
・ 高度な連邦規則集（Code of Federal Regulations=CFR）

の知識の要求
・ 変更管理、不適合、規格外品、苦情、教育、安定性試験 

etc.

3.1 輸出品目とは限らない

多くの企業は、当該米国輸出品目に関する文書と記録を調
査されるものと思っているかも知れない。FDA 査察では、輸
出品目以外も調査されることがある。

なぜならば、FDA の査察官は、当該企業の「姿勢」に関心
を持っているからである。

やってはならないことは、ダブルスタンダードである。つ
まり、企業内に例えば輸出用と国内用といったように、SOP
を 2 系統作ってしまうということである。

3.2 狭く深く

当社のようなコンサルタントが実施する模擬査察（Mock 
Inspection）と FDA の査察では、その範囲とレベルで大きく
異なる。

模擬査察では、“ 広く浅く ” 調査を実施しておかなければ
ならない。それに対し、FDA の査察は、ある特定の事象に対
して “ 狭く深く ” 質問がなされる。

例えば、ある顧客クレームに関して、
① いつクレームを受け取ったか
② 根本的な原因は何であったか
③ 手順書（またはその他関連資料）の何を変更したか
④ 変更後の手順書に関して、教育訓練をいつ、誰に実

施したか
というようにである。上記のような質問に、短時間で回答

するためには、記録を適切に管理しておかなければならない。
つまり情報の連携が重要である。

3.3 15 分ルール

「査察官の要求に対し、15 分以内に適確な資料等を提示
しなければならない。」という暗黙のルールのこと。（実際に
明文化されているわけではない。）

もし資料の提示に 15 分以上かかる場合は、“ 査察コーディ
ネータ ” は、いつまでに（例：本日の午後、明日の朝など）
資料を提示できるかを説明し、次の質問に移ってもらうよう
に要請しなければならない。
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15 分以上、査察官を待たせるということは、「査察妨害」
ととらえられる可能性がある。

待たされた査察官は、本来指摘に及ばない事項に関しても、
言及することになりかねない。

3.4 資料の提示

査察官から資料の提示を求められた場合、オリジナル資料
あるいは、説明用資料を見せること。

資料は、品質保証部門等の承認を受けた、原本を提示しな
ければならない。

説明用資料は、事前に必要となりそうな資料を予想して、
英訳しておく必要がある。説明用のただし書きを入れておく
と良いだろう。

査察官からの要求があった場合、コピーとったものを提供
することになる。コピーは資料の説明後に渡すのが通常であ
る。

正式資料について、補足として、説明用資料を付けること
もある。

紙ベースで査察に対応する場合、15 分以内に適切な記録
を探し出すためには、すべての文書・記録を査察が行われて
いる部屋の近くに配置しておかなければならない。その上で、
各部署の担当者が即座に適切な文書・記録を探し出し、届け
られなければならない。

文書・記録は、出来る限り電子化されていることが望まし
いが、その場合は電子記録の信頼性も問われることになる。
つまり Part11 対応が重要となるのである。

3.5 SOP の理解

当該作業に関係した者の全員が、正確に SOP を理解して
いるかが試される。

特に、広い責任範囲を有する上位の者は、自分の管轄の
SOP を完全に覚えているかが試される。

3.6 署名の意味

署名をした者は、署名の意味する内容につき細部のことま
で掌握しているかについて質問を受けることがある。この
際、実務者を呼んで答えてもらうことができない場合もある
ので、事前に十分な再レビュを実施しておくこと。

さらに、署名に関しては、署名者がどういった権限で、ま
た資格で署名したかが問われる。

つまり、当該文書や記録を署名するに値する力量（業務経
験、知識、教育訓練の受講等）があるか、また経営者から署
名権限を委譲された証拠（例：経営者が承認した組織図、署
名者の任命書等）があるかが調査される。

3.7 印鑑について

印鑑に対しては、FDA は好ましくないと考えている。なぜ
ならば、他人が本人に成り代わって押印することができるた
めである。つまり、なりすましが容易にできてしまうのであ
る。

手書きの署名の場合、筆跡が残るため、なりすましは起こ
りにくい。

ただし、査察では、相手国の法令や習慣について否定する
ことは暗黙の了解として実施されない。

そのため、承認等の際に手書き署名ではなく、印鑑を押印
しているといった指摘が出ることはない。

しかしながら、印鑑の管理手順を作成していない場合など
は、指摘を受けることがある。

印鑑は、鍵のかかる当該個人のキャビネットに保管しなけ
ればならない。どこかにまとめて置いてあるなんて言うこと
は、言語道断である。

できる限り、印鑑を手書き署名（サイン）に切り替えるこ
とが望まれる。

3.8 CAPA

非常に高い確率で調査されるのは、CAPA プログラムであ
る。日本の企業では、CAPA が紙ベースや Excel などで管理
されていることが多い。

近年は、CAPA システムの構築がほぼ当たり前となりつつ
あり、FDA の指摘（Form FDA 483）が最も出されていると
ころである。

ただし、CAPA システムと称しながらも、苦情管理のみを
対象としている企業も多い。

FDA の査察官のモチベーションはただ 1 つである。それは、
粗悪な海外の医薬品・医療機器・食品から米国民を守ること
である。

FDA 査察の前には、企業は過去のエラーを見つけ出し、適
切に処理されたことを確認する。しかしながら、エラーは修
正されていて然りである。修正だけでは、是正にはならない。

CAPA プログラムによって、如何に是正措置が実施され、
予防措置が実施されているかがキーとなる。

FDA の査察の目的は、過去のエラーだけではなく、今後の
リスクを見るのである。つまり、同様のエラーが繰り返され
たり、この先に何らかの新たなエラーが生じる可能性が存在
しないかということである。

日本の企業は、リスクを管理することに必ずしも長けては
いない。

3.9 サプライヤの管理

昨今の医薬品や医療機器の製造において、サプライチェー
ンがグローバル化している。

特に原材料を中国やインドから購入している場合は、FDA
が査察を実施する可能性が高くなる。

2008 年には、ヘパリンナトリウムの副作用（異物混入に
よるアレルギー）により 81 名が死亡したが、これは中国の
原薬製造業者がコストを下げるために、偽薬を混合したこと
に原因があった。

問題は、FDA が当該の中国の製薬会社を一度も査察してい
なかったことであった。事件以降、FDA は上海を中心に中国
に 4 か所の事務所を設置し、監視を強化している。

日本企業に対しても、同様にサプライヤの管理は非常に厳
しく追及されることになる。原材料の購買には、経理部門だ
けではなく、技術スタッフが関与し、定期的に監査を行わな
ければならない。

3.10 監査報告書

これまで FDA の査察では、監査報告書を調査される機会
は少なかった。その理由は、監査の独立性を担保するためで
ある。

しかしながら、昨今では、監査報告書は高い確率で調査さ
れている。

監査報告書を規制当局に提示できる品質で作成している企
業は少ない。なぜならば企業内で監査報告書が最も監査され
ていない文書だからである。

また、指摘事項が枝葉末節であり、本質ではなく、またエ
ラーの指摘ばかりで、リスクを発見・是正する内容となって
いないことが専らである。

監査報告書と同様に、マネージメントレビュの結果も調査
されることが多い。ここで大切なことは、マネージメントの
レビュは、経済面ではなく品質面に対して行われなければな
らないということである。

3.11 通訳

日本の企業では、FDA 査察時に通訳を入れるのが通例であ
るが、良い面、悪い面がある。

つまり、考える時間が稼げるが、反面、説明に時間がかかっ
てしまう。

一番の問題点は、慣れている通訳者でも、専門用語が多く、
誤訳あるいは通訳者の勘違いにより、査察官に意図したこと
と異なった内容が伝えられる可能性があることである。

通訳者は、リハーサルに必ず出席し、適切な訳語をあらか



　　　　イーコンプライアンス通信 3

じめ知っておかなければならない。通訳者を介さないで、自
ら英語で説明する場合も同様である。

3.12 コンピュータ化システムの説明

査察はプレディケートルール（GMP や QSR 等）に適合し
ているかどうかを確認するために行われる。

査察官は、製造過程、検査実施課程での異常、逸脱処理、
不適合品に関して調査を行うのが通例である。

関連して、使用しているコンピュータ化システムの説明を
求められることがある。つまり、最初からコンピュータ化シ
ステムの説明を求められる可能性は低いのである。

コンピュータ化システムは、あくまでも各プロセスの構成
要素のひとつであるということである。通常、査察期間中に
おいて、システムの全体説明から個別システムを説明する時
間的な余裕は無い。

説明を求められている部分が、どのコンピュータ化システ
ムのどの機能に該当するかを簡潔に示し、内容説明ができる
ような資料の準備が必要となる。

この時点では、コンピュータ化システムの説明であり、
CSV の説明でないことに留意する必要がある。

3.13 電子による査察

FDA の査察官の多くは、紙媒体よりは電子による査察を好
む傾向にある。

電子による査察のメリットは、
・ 検索が容易である。（査察官が自ら検索できる）
・ 自由な検索が可能である。
・ 検索（資料の確認）に時間がかからない。
・ 紙媒体に比べて、信頼性が高い。（バックデートできな

いなど）
・ 監査証跡の確認
・ 資料をコピーして持ち帰ることができる。
などがあげられる。
査察官によっては、SQL 文の提供を要請される場合もある。

3.14 Part11 は怖くない！？

電子で資料を提示する場合、当該コンピュータシステムは、
21 CFR Part 11 に適合していることが求められる。

Part11 の功罪については、列挙するときりがないほどあ
げられる。

FDA は、2000 年頃に Part11 に関する非常に厳しい指摘
とペナルティを業界に課したことがあった。

そのため、今でも業界では ”Part11 に対するトラウマ ” を
持っている。

Part11 の適用に関しては、FDA と医薬品業界の間で大
論争になり、2003 年に ”21 CFR Part 11 ER/ES; Scope and 
Application” ガイダンスによって、強制執行を裁量すること
となった。

2010 年以降、Part11 に関する調査は、ヒト用の医薬品を
製造する企業にのみ実施されている。ただし、2001 年以降、
Part11 に関する Warning Letter は 1 件も発行されていない。

ここで注意が必要なのは、”Part11 査察 ” というものはな
いということである。つまり、Part11 の各条文に関して、
チェックリストを用いた質問などは実施されない。

査察はあくまでも GMP や QSR といったプレディケート
ルールを中心に実施される。

査察官は、提示された電子記録・電子署名の信頼性が乏
しいと思われた場合、プレディケートルールを根拠に指摘

（483）または警告（Warning Letter）を発することになる。
しかしながら、Part11 を軽んじてはならない。Part11 は

取り下げられたわけでもなく、重要でないわけでもないので
ある。

企業は、コンピュータシステムによって電子記録・電子署
名を使用する場合は、Part11 を遵守する必要がある。

ただし、コンプライアンスコストを跳ね上げるような過剰
な対応は不要である。Part11 対応では、セキュリティや監

査証跡に関して ” あたりまえ ” の対応を実施すればよいので
ある。

4.　FDA 査察の行われ方

4.1 FDA 査察の典型的スケジュール

以下に FDA 査察の典型的なスケジュールを示す。
1) 査察官の紹介（ID 提示）
2) スケジュールの提案
3) 施設確認（プラントツアー）

製造工程に沿った調査
倉庫（原材料、製品）
製造施設（組み立て、出荷）
品質試験施設（工程内、規格、安定性の各試験）

（同時に）製造支援システムの確認
施設確認時での指摘事項（もしあれば）

4) 文書・記録類調査
変更管理
不適合
苦情（品質情報）処理
教育

5) まとめのミーティング
指摘事項（もしあれば）
施設（医療機器会社）側からのコメント等
査察官より総括評価

4.2 オープニングミーティング

査察のスタート時にオープニングミーティングが実施され
る。

1) 査察官による査察の目的の説明
承認申請、変更の承認、定期査察
対象システム
スケジュール

2) 企業からのプレゼンテーション
会社概要等、製造所の概況、ＧＭＰ組織、前回からの変
更箇所等
このプレゼンテーションをもとに、査察官が施設査察報
告の企業・製造所の概要を作成する。

4.3 プラントツアー

プラントツアー（ファシリティツアー）は、査察の初期に
行われることが多い。

倉庫→製造工程→品質管理部門の順に実地に巡視する。
1) GMP ハードの適合確認
2) ソフトの実施確認

・ マテリアル管理
・ 原材料・包材等の表示
・ 先入れ先出し
・ 温度管理
・ 使用原料のトレーサビリティ
・ 製造管理
・ 品質試験管理

4.4 ドキュメントレビュ

査察は、資料を対象とする。口頭での回答は、その根拠と
なる資料が求められる。根拠となる資料がない場合は、その
行為を実施したことにならない。

1) 手順書
2) 記録類（製造記録、試験記録等）
3) 技術移管関連
4) DQ、IQ、OQ、PQ 関連
5) 異常、逸脱、OOS
ツアーとドキュメントレビュの時間割り振りは、査察官に

よって異なる。FDA は、ドキュメントレビュに全体の 70％
もの時間を費やすのが通例であった。ただし、FDA が PIC/S
に加盟したため、プラントツアーが強化される傾向にある。
つまり、現場重視になったということである。
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4.5 ラップアップミーティング

査察期間中は、通常 1 日の終了時にラップアップミーティ
ングが 30 分程度行われ、その日の総括がされる。

指摘された項目に対しては、内容を確認し、何が問題かを
きちんと把握する必要がある。

指摘を受け入れ、改善策を示すことが出来るのなら、翌日
にでも実施すべきである。また改善策はすぐに示すことが出
来なくても、後日示すことを査察官に伝えるべきである。

4.6 クロージングミーティング

査察の終了時に、査察官が査察結果をまとめてから行う。
1) 施設の GMP・QSR 遵守状況
2) 対応等についての所見
3) オブザベーションとして、要改善点、Form FDA 483

への該当事項
オブザベーションに対しては、質問・反問は可能である。

4) 査察報告書
Form FDA 483 指摘事項、口頭指摘事項を記載する。
査察中の改善事項は、改善済みと記載される。

4.7 指摘を受けた場合

指摘を受けた場合には、正面から受け止め、言い訳（Excuse）
でなく自信を持って回答（Justification）をすることを、基
本姿勢とすること。

以下の４項目を十分に考慮して回答をすること。
1) 指摘された問題点を正確に把握すること。
2) 査察官が、どの事項を問題として認識しているかを確

認すること。
3) 指摘された事項が誤解に基づいているのか、事実なの

かを確認すること。
4) 事実であれば、謙虚に反省し、SOP の不備等をできる

だけ早く改め、実施に移すこと。

5.　FDA による行政処置および法的処置

正式な処置が必要な場合に FDA がとる方法には 2 つのタ
イプがあり、FDA はどちらか、あるいは両方のタイプの処分
を執行する。

行政上の処分：査察所見報告書（Form FDA 483）、警告文
書（Warning Letter）、リコール、製品承認／認可の取り
消し、輸入制限、民事上の罰金。
司法上の処分：製品の押収、差し止め命令、同意判決、刑
事訴追。（米国司法省による連邦裁判所によって執行され
る）

5.1 ペナルティ

FDA が着手する可能性のある処置にはいくつかあるが、違
反行為の深刻度と反復性によって決定される。

不遵守があった場合のペナルティとしては、以下のような
処置がとられる。

a. Form FDA 483（規制不適合を含む指摘事項）
b. Warning Letter（警告文書）
c.  ライセンスの一次停止 ･ 取り消し
d.  差止め
e.  押収
f.   輸入制限
g.  告訴 / 民事刑罰

FDA が施設を訪れて、違反行為を発見した場合には、査察
官は査察の終了時に「Form FDA 483」を企業に対して発行
する。

当該企業が Form FDA 483 で示された問題点を解決しない
場合には、警告文書（Warning Letter）が発行される。

Warning Letter は、マーケティングや宣伝についての重大
な違反行為に対しても発行される。

Warning Letter では企業に対して、15 実働日以内に是正
処置計画についての回答を要求する。是正処置計画で違反行

為の対処方法が明確でなく FDA が満足しない場合、あるい
は是正処置計画のタイムラインが不適切な場合、あるいは公
衆衛生に対するリスクが大きい場合には、FDA は更に進んだ
行動を起こすことになる。

Predicate Rules（既にある GxP 諸規制）に対して、重大な
不適合があれば、相応の法的執行手段が適用されることもあ
る。

5.2 法的処置

法的処置とは、食品医薬品化粧品法（FDC 法）に対する違
反行為への対応として FDA によってとられる処置のことで
ある。

FDA 査察で品質システムの問題、製品品質の問題、患者の
安全性に対する懸念の証拠、その他が発見された場合には、
査察は法的処置のひきがねとなる。

ただし、FDC 法が適用されるのは、米国内のみであり、日
本等の米国外の国では対象外である。

つまり、日本企業に対しては、法的処置が実施されること
はない。ただし、米国への輸出が拒否されることになる。

6.　Form FDA 483 とは

Form FDA 483 は、一般には公開されない。ただし情報
公開法に基づき、有償で公開請求はできる。また Warning 
Letter で 483 の内容に言及することが多い。

6.1 Form FDA 483 を受取ったら

Form FDA 483 により指摘された内容に対し、15 営業日
以内（必着）にレスポンスを送付しなければならない。

15 営業日以内に発送すれば良いのではなく、FDA に到着
しなければならないことに注意が必要である。

Form FDA 483 による指摘への初回レスポンスは、極めて
詳細である必要はない。

早急な回答により、企業がその期待を理解し、指摘を重大
なことと受け止めているといった姿勢を表明することにもな
るため、できる限り早い目に送付することが必要である。

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ある。つまり、
査察の現場を知らない FDA の上位組織が、レスポンスにつ
いて評価を行うことを理解しておかなければならない。

FDA がレスポンスを受取った場合、アクナレッジが返信さ
れる。

企業は、初回レスポンスで約束したとおり、その後の改善
作業（例：SOP の改訂、スタッフの教育など）を実施した場
合、継続的にその進捗を報告しなければならない。

この継続的な報告は、FDA からクリアランスレターが送付
されて来るまで実施しなければならない。

万が一、FDA がレスポンスや改善内容が不適切であると判
断した場合、ワーニングレターに発展することもあり得る。

6.2 レスポンスに記載する事項

レスポンスには、以下の事項を記載すること。
1) オブザベーション 

オブザベーションを再記載する。完了したものは太字に
すると、読み易い。 

2) CAPA または他のアクション（計画書） 
問題を解決あるいは対処するために、オブザベーション
について企業が何を実行するか

3) 改善した証拠文書
改訂した SOP やその教育記録等を添付する。
日本語のままでは、FDA がレビュができないので、必
ず英訳すること。英語以外で提出したことにより、ワー
ニングレターが発行された事例もある。

（次号に続く）
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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

検索イーコンプライアンス

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
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注目セミナーのお知らせ  

EDC を利用した
製造販売後調査の留意点と規制当局対応（12/17）

～手順書作成・改訂と医療機関側に依頼すべき対応準備事項とは～ 
★ EDC システム導入後の製造販売後調査は、どのように変わるのでしょうか
★ 製造販売後の使用成績調査等でも、いよいよ本格的な査察が実施
★ 再審査に支障をきたすという事案があり、今後、EDC システムを導入する際、ベンダーオーディットを実施することや、
      CSV の厳重な実施は必須
★ CRO やベンダーを使用する際に、どういった役割を分担し、それぞれがどのような手順書を作成すべきでしょうか。
★ バリデーションについては、誰がどの程度実施し、どのような記録を残すべきでしょうか。
★ EDC システムをこれから導入する場合、いったいどうやって、どのシステムを選べばよいのでしょう

【日時】2013 年 12 月 17 日（火） 10:30 ～ 16:30           【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】( 株 ) イーコンプライアンス   代表取締役   村山 浩一

【講演要旨】 
PMDA は、2013 年 3 月 27 日に「EDC 管理シート」を発表いたしました。EDC を使用した製販後使用成績調査等に適用されます。EDC に
関する査察は、治験を中心として 2009 年頃から開始されてきましたが、製造販売後の使用成績調査等でも、いよいよ本格的な査察が実施
されることとなりました。「EDC 管理シート」は、これまで適合性調査（査察）で使用してきた「EDC チェックシート」を置き換えるもので、
事前提出資料として、PMDA に提出が義務付けられました。「EDC 管理シート」では、GPSP（GCP）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」の記載方法は難解です。規制当局の意図を良く理解し、適切かつ正確
に記載しなければなりません。
 2012 年の夏には、ある EDC システムの不具合が発見され、再審査に支障をきたすというような事態が発生しました。今後、EDC システム
を導入する際、ベンダーオーディットを実施することや、CSV の厳重な実施は必須です。規制当局は、EDC の安易な運用により今後の EDC
推進に悪影響を及ぼさないように慎重に経験を積んで 進めていくよう、要請をしています。 EDC を利用することによって、調査票を電子化し、
電子 CRF を原本とすることができますが、 規制当局が持つ多くの懸念を払拭しなければ、電子 CRF の原本化はリスクとなります。 EDC を
利用した治験・製造販売後調査の品質および品質保証を行うためには、これまでの紙ベースの手順書以外に、 多くの手順書の作成・改訂が
伴います。 
 ＃ EDC システム導入後の製造販売後調査は、どのように変わるのでしょうか。
 ＃また CRO やベンダーを使用する際に、どういった役割を分担し、それぞれがどのような手順書を作成すべきでしょうか。
 ＃バリデーションについては、誰がどの程度実施し、どのような記録を残すべきでしょうか。
 ＃ EDC システムをこれから導入する場合、いったいどうやって、どのシステムを選べばよいのでしょうか。
 ＃ベンダーオーディットは、どのタイミングでどうやって実施し、どのような記録を残すべきでしょうか。 
 「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。EDC 管理シート対応のための手順書は、すでに EDC を運用してきた企
業でも整備しておくことが必要です。
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. セキュリティに関するポリシー・ガイダンス 
3. 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 
4. ユーザーによる ID/ パスワードの使用に関する手順書 
5. セキュリティに関するユーザーの教育訓練手順書 
6. 保存情報の修正に関する手順書（実施中・終了後） 
7. 監査証跡の閲覧のための手順書（実施中・終了後） 
8. データのバックアップ及びリカバリーの手順書（実施中・終了後）
9. 終了後の保存に関する手順書 
10. 電子署名に関するポリシー、ガイダンス
11. 電子署名本人認証利用のための手順書
これらの手順書は、すでに EDC を運用してきた企業でも整備しておくことが必要です。
 本講座では EDC を利用する製造販売後調査において留意すべき事項をはじめ、「EDC 管理シート」の記載方法や査察時に規制当局から指摘
を受け ないために実施しなければならない事項を解説します。さらに CRO やベンダーが作成すべき手順書、医療機関側に対して対応準備
を依頼しておかなければならない事項についても解説します。 

 手順書に関しては、実際のサンプルを配布し解説をいたします。　　

【お申込み方法】
お申し込みはこちら ⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/131217P.html

【アジェンダ】

１．電子化における規制当局の懸念                                     ５．EDCに関する法令や規制要件

２．EDC入門                                                                           ６．臨床試験データの電子的取得に関するガイダンス

３．EDCを利用した試験等のプロセスと手順書の作成 　  ７．EDC管理シートの記載方法

４．CRO、ベンダーの管理方法                                            ８．査察事前チェック項目
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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

注目セミナーのお知らせ  

【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

■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



イーコンプライアンス通信　　　　8

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 の Part11、ER/ES 指針対応方法～（12/20）
～いったいどのようにして EXCEL による電子記録の信頼性を保証すれば良いのか～

＜手順書サンプル付（データ）＞

★ Excel では、Part11、ER/ES 指針、Annex11 対応ができない！？
★ Excel を使用した電子データの管理方法はいったいどうすれば良いのか？
★ 電子生データは SOP で定義しておかなければならない。
★ 電子生データは、セキュリティ、監査証跡、バックアップの対象となる。 
※ 12/19 発売『EXCEL バリデーション（製本版＋ ebook* 手順書サンプル）』書籍ご購入の方は、特別割引（半額）  
　 にてご参加いただけます※  書籍の詳細はこちら⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/EB008.html 

【日時】2013 年 12 月 20 日（金）  13:00 ～ 16:30      
【場所】東京・千代田区駿河台 連合会館  4F 401 会議室  
【価格】 42,000 円（会員受講料 39,900 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】
製薬業界において、EXCEL は臨床試験、製造販売後試験、製造、品質試験等で多用されています。特に GMP におけ
る品質試験では、試験記録書や試験成績書の多くが Excel で作成され、出荷判定に用いられています。しかしながら、
EXCEL では Part11 や ER/ES 指針などには対応できません。それは、セキュリティや監査証跡などに対応することがで
きないからです。
 出荷判定などでは、患者の安全性に大きく影響するため、規制当局は電子記録に関して、非常に厳しい要件を課してい
ます。だからと言って、EXCEL の使用を今すぐ止めて、別のシステムを導入するということも事実上困難です。

" それでは、いったいどのようにして EXCEL による電子記録の信頼性を保証すれば良いのでしょうか。"

本セミナーでは、Part11 や ER/ES 指針にのっとった、EXCEL ファイルの適切な管理方法や、計算式やマクロなどのバ
リデーション方法などをわかりやすく解説いたします。一方で、業務が電子化された場合、これまでの紙媒体による記
録に代わって、電子記録が用いられるようになりました。生データを電子化し、電子生データを使用する場合、あらか
じめ SOP 等で業務（試験）毎に電子生データを定義しておかなければなりません。なぜならば、電子生データは、何回
コピーしても生データであるためです。プロセスのいたるところで、同一の電子生データが存在することは好ましくあ
りません。また、電子生データは、Part11 や ER/ES 指針に適合させるためには、「セキュリティ」「監査証跡」「バックアッ
プ」といった要件を満たす必要があります。

" いったいどのような SOP を作成すれば良いのでしょうか。"

本セミナーでは、電子生データを扱う SOP のサンプルを配布し、具体的な電子生データの規制要件対応方法を解説いた
します。平成 24 年 4 月 1 日から、コンピュータ化システム適正管理ガイドライン（新ガイドライン）が施行されました。
新ガイドラインでは、CSV の実施要求とともに、ER/ES 指針への準拠を求めています。 これまで GMP や GQP の分野で
は、ER/ES 指針への対応が十分に実施されてこなかったことと思われます。 ところが、すでに新ガイドラインによる査
察が開始され、電子記録・電子署名（ER/ES）に関する指摘も出されています。 GMP においては、特に QC ラボにおい
て ER/ES 指針対応が強く求められます。その理由は、品質試験における分析結果は、ほぼ 100% 電子記録を使用してい
るためです。 本セミナーでは、まだ ER/ES 指針対応を行っていない製薬企業のために、正しい対応方法を詳しく解説い
たします。

 

　　　　　　　　

【お申込み方法】
お申し込みはこちら ⇒  http://eCompliance.co.jp/SHOP/131220P.html

注目セミナーのお知らせ  

【アジェンダ】
１．EXCEL の問題点
２．Paｒｔ11、ER/ES指針、Annex11の要求事項
３．電子生データの管理方法
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注目セミナーのお知らせ  

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

【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
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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

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

【医薬品 出荷判定コース】全２コース
＜コース 1 ＞

 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） 

＜コース 2 ＞ 
出荷判定にかかわる基準値設定、品質試験データの

まとめ方・活用と有効期間設定（1/29） 
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C131222.html

コース１「出荷判定可否判断編」(12/18) 
『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』

コース２「出荷規格設定編」(1/29)
『出荷判定にかかわる基準値設定、品質試験データのまとめ方・活用と有効期間設定』

日時： 【1】「出荷判定可否判断編」 2013 年 12 月 18 日（水）  10:30 ～ 16:45
           【2】「出荷規格設定編」  　   2014 年　1 月 29 日（水）  13:00 ～ 16:30
会場：【1】「出荷判定可否判断編」 東京・港区浜松町芝エクセレントビル B1FKCD ホール  
           【2】「出荷規格設定編」        東京・港区浜松町芝エクセレントビル B1FKCD ホール  
価格： 63,000 円（会員受講料 59,800 円）
講師：【1】「出荷判定可否判断編」 （12/18）  
                  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
                  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
          【2】「出荷規格設定編」 （1/29）  　
          KMT Pharm. Consulting Japan CMC 開発推進部長　高橋 謙一 氏
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PIC/S 関連

PIC/S 加盟を見据えた医薬品の微生物試験における
試験方法の設定並びに実施上の日常管理・逸脱管理（12/11）

～医薬品 出荷判定コース ～「出荷規格設定編」
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C140103.html

■微生物試験法の設定
■無菌試験の培地及び培養温度
■無菌医薬品製造区域の環境モニタリング法
■国際調和が図られていない微生物試験法

日時：2013 年 12 月 11 日（水）  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：42,000 円（会員受講料 39,900 円 )

【講師】GQP・GMP コンサルタント 　小田　容三　氏

出荷判定にかかわる基準値設定、品質試験データの
まとめ方・活用と有効期間設定（1/29）

～医薬品 出荷判定コース ～「出荷規格設定編」
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C140103.html

【PIC/S GMP ガイドラインをふまえ製品出荷に係る基準値の設定、試験データのまとめ方を解説】
出荷判定の妥当性を評価する為のデータの信頼性確保と出荷のための判定基準とは？
試験検査室における出荷試験管理、および
出荷判定を実施する上で評価すべき項目の変更管理、逸脱管理をどうする？

日時：2014 年 1 月 29 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：42,000 円（会員受講料 39,900 円 )

【講師】KMT Pharm. Consulting Japan CMC 開発推進部長　  
　　　  高橋 謙一 氏

 その他

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 )】
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＜研究開発者・知的財産部若手を対象とした＞
 均等論および新規性・進歩性の判断 実践：特許セミナー（12/6）

■自社の研究開発の成果が特許を受ける事が出来るか否かの特許性判断■
 ■他社の特許を無効にする事が出来るか否かの特許性判断■

 ■自社の特許で他社製品を抑える事が出来るか否かの属否判断■
 ■自社製品が他社の特許を侵害する事になるか否かの属否判断■ 

http://eCompliance.co.jp/SHOP/B131206.html

★ デンソー知財部長に学ぶ、新規性・進歩性の判断と、均等論を含む属否の判断！
★ 考え方の基礎から主要判例の解釈までわかりやすく解説！　新人教育・スキルアップ・知財戦略に最適！ 

日時：2013 年 12 月 6 日（金）  10:30 ～ 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：47,250 円（会員受講料 44,800 円 )

【講師】( 株 ) デンソー 知的財産部 担当部長　碓氷 裕彦　氏

DSUR、RMP 作成も考慮した
定期的ベネフィット・リスク評価報告書 (PBRER) 作成方法（12/10）

～ DSUR、RMP との関連は、Global SOP はどう作るべきか～ 
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C131203.html

◆置かれた状況ごとに対応違う。実務ベースの解説。
◆実務担当者がどう動くべきか、Global SOP はどう作るべきか。
◆新薬をグローバルに上市しようとする企業（日・欧米同時または逐次申請）での対応は。
◆ PBRER（英文）と定期的リスク・ベネフィット評価報告の相違 

日時：2013 年 12 月 10 日（火）  13:00 ～ 16:30
会場： 東京・港区芝公園　機械振興会館  B3-1 
受講料：42,000 円（会員受講料 39,900 円 )

【講師】( 株 )CAC ExiCare 医薬ＢＴＯユニット　安全性業務
　　　   受託企画室 エグゼクティブコンサルタント　
              岩岡　貞樹　氏

欧米査察指摘・対応をふまえた
ALCOA 原則に基づく記録の残し方と治験 QM（12/19）
～ FDA/EMA の GCP 査察に対応可能なソースドキュメントとはどうあるべきか～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/C131202.html
＝ ALCOA 原則に沿った Good Documentation Practice ＝

■なぜ海外当局査察が証拠文書を重要視するのか
■試験の説明と同意取得のプロセス
■医師による臨床検査結果や心電図のレビュー
■経験から学ぶ査察官チェック事項

日時：2013 年 12 月 19 日（木）  13:00 ～ 16:45
会場： 東京・大田区蒲田 大田区産業プラザ（PiO）  6F C 会議室 
受講料： 42,000 円（会員受講料 39,900 円）
講師： 第 1 部：（13:00 ～ 15:00）『欧米査察に対応できる ALCOA 原則に基づく記録の残し方と QM の役割り』
                                                       QM Perspective Independent Auditor/QM Consultant 薬学博士　末吉 忍　氏

          第 2 部：（15:15 ～ 16:45）『医療現場からみた EMA 査察対応とその留意点』
 　                                   　　　　 岡山大学病院 新医療研究開発センター　治験推進部 副部長、薬剤部　副薬剤部長　
　　　　　　　　　　　　　　　 医学博士　川上　恭弘　氏

≪日本語メディカルドキュメント作成とレビュー≫
正確で読みやすい日本語を書くコツと

 ドキュメントの品質確保（12/19）
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C131209.html

【レビュー、自己点検時の着眼点はどこか？統一が必要なスタイルは？　品質確保にむけたコツを教えます！】 
 【治験総括報告書のレビューを体験！　約 1 時間、演習をじっくり取り組んでいただきます！　理解度アップ！】 
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日時：2013 年 12 月 19 日（木）  12:30 ～ 16:30
会場： 東京・大田区産業プラザ（PiO）  1F A+B 会議室 
受講料：42,000 円（会員受講料 39,900 円 )

【講師】フリーランス メディカルライター　大谷 雅子　氏

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   ← 終了しました。
　　　[ 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

クリーンルームにおける
作業手順書作成 / 改訂方法と日常管理への落とし込み（1/30）

～ 3 極要求事項に対応した日常管理・作業手順書作成・作業員教育～
http://eCompliance.co.jp/SHOP/C140181.html

【PIC/S GMP・改正無菌操作法対応】
医薬品製造クリーンルームにおける具体的日常管理手法

・ PIC/S 加盟申請に伴うクリーンルームに求められる要求事項とは
・3 極要求事項に対応した日常管理・清掃の具体的実施方法
・クリーンルーム維持管理の為の手順書作成・改訂方法、手順書の必須項目
・手順書をどう作業者に浸透させるか、作業者への教育方法とは

日時：2014 年 1 月 30 日（木）  10:30 ～ 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： 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

数式の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～（1/31）
～数式のほとんどない臨床統計 超入門コース講座 全２コース ～

コース 2「症例数・エンドポイント設定編」 
http://eCompliance.co.jp/SHOP/P140132.html

【統計担当者以外の臨床開発・薬事担当者にもわかりやすく解説】
 試験の種類別に実際のポイントを解説
 「症例数設定に必要な情報の集め方」
 「試験実施計画書に症例数設定の根拠を記載する方法」

日時：2014 年 1 月 31 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】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

国内外の配合剤申請に
必要な非臨床試験データと試験可否判断（1/31）

http://eCompliance.co.jp/SHOP/C140105.html

【非臨床試験における申請時に考えるべきポイントとは何か？！　case study を交え解説】 
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日時：2014 年 1 月 31 日（金）   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： 42,000 円（会員受講料 39,900 円 )

【講師】ハンティンドン ライフ サイエンス ( 株 ) 医薬品開発   
　　　  コンサルタント　佐村 恵治　氏

各開発ステージにおける
ポートフォリオ評価の最適判断への落し込みと
正確な意思決定へのクライテリア設定（1/31）

http://eCompliance.co.jp/SHOP/C140107.html
【開発を継続するか・中止するかの意思決定をいかに正確に行うか】

【説得力のある解を示すため、どのような分析を行い最適な判断に落し込むか】

日時：2014 年 1 月 31 日（金）  10:30 ～ 16:30
会場： 東京・千代田区駿河台 連合会館  4F 404 
受講料： 52,500 円（会員受講料 49,800 円）
講師： 第 1 部：(10:30 ～ 13:00) 開発ステージアップ Go/NoGo 判断プロセス／必要な情報と意思決定におけるクライテリ  
　　　　　　　　　　　　　　  アの設定～開発を継続するか・中止するかの意思決定をいかに正確に行うか 
　　　　　　    エーザイ ( 株 ) 事業開発部部長 兼 事業開発グループ統括部長 執行役員　鈴木 蘭美　氏

          第 2 部：(13:40 ～ 16:30) 開発および上市後の各ステージにおけるポートフォリオ評価と意思決定
　　　　　　                               ～説得力のある解を示すため、どのような分析を行い最適な判断に落し込むか
                         グラクソ・スミスクライン ( 株 ) ヘッド ポートフォリオマネジメント　薬学博士　佐藤 博章　氏

【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 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（1/8）

【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（2/12）

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
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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
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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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１．対応のためのガイドラインサンプル付
         【改定版】厚労省ＥＲ / ＥＳ指針対応実施の手引き
　　A4版 132頁　　価格（税込)：12,600円 （会員価格 12,000円）　ISBN：978-4-905321-01-9
       2008年に発売開始した『厚労省ＥＲ/ＥＳ指針対応実施の手引き』の改定版を発行いたしました。
 　今回、改定を行ったのは、旧版があまりにも正確性を重んじたばかりに、その内容が高度かつ難解となってしまっ
　 たためです。 改定版では、わかりやすさを主眼とし、構成もかなりの変更を行いました。

２．GAMP 5,FDA,Annex 11 に対応した
         【改定版】コンピュータバリデーション実施の手引き
　　A4版 132頁　　価格（税込)：12,600円 （会員価格 12,000円） 　ISBN：978-4-905321-00-2
       グローバル標準、業界標準、最新の規制要件に適合したCSVの手順書を作成する際にはお勧めの1冊！！
     ANNEX 11の改定、厚労省「コンピュータ化システムt規制管理ガイドライン」の発出に伴い全面改訂いたし 
　　ました。

3．『eCTD申請』－ここまで身近になったeCTD申請－ 
        A4版 156頁　　好評発売中　価格（税込)：18,900円（会員価格 18,000円） ISBN：978-4-905321-03-3
        著者　比留間　良一（エーザイ株式会社）
         　　    深澤　    秀通（プラネットファーマソリューションズ株式会社）
　
4．ベンダーオーディットチェックリスト付
         実践ベンダーオーディット実施の手引き
　　 B5版 110頁　　価格（税込)：10,500円 （会員価格 10,000円） ISBN：978-4-904512-02-9
       GAMP 5や厚労省CSVガイドラインで義務付けられるベンダーオーディットの要点を詳細に解説していま   
　　す。

5．コンピューターシステムバリデーション・厚労省ER/ES指針・21 CFR Part 11
　　社内監査の手引き
          B5版 104頁　　価格（税込)：10,500円 （会員価格 10,000円） ISBN：978-4-904512-04-3
      コンピュータ化システムに関する社内監査を実施するためのノウハウを余すところなく解説した1冊です！

6．GAMP5, Annex11, 厚労省CSV指針を基礎から解説
　【超入門シリーズ ①】コンピュータバリデーション
        B5版 120頁　　好評発売中　価格（税込)：12,600円 （会員価格 12,000円） ISBN：978-4-904512-05-0
　　初心者、ベンダー、情報システム部門の方々へのCSV超入門書です。

7．－ eCTD の解説，実務，医薬品開発におけるeCTD の現状と課題－ 
          eCTD （基礎から応用まで）
          A4版　194頁　価格（税込)：12,600円 （会員価格 12,000円）　ISBN：978-4-904512-06-7
          著者　比留間　良一（エーザイ株式会社）

8．【厚労省新ガイドライン対応シリーズ ①】
　    医薬品・医薬部外品製造販売業者における
　　「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」対応準備の手引き
　　　～適用日までに何を準備しなければならないか～
           A4版 136頁　　好評発売中　価格（税込)：12,600円 （会員価格 12,000円） ISBN：978-4-904512-08-1

好評
発売
中！！ これまでセミナーで好評だった内容を書籍化しました！



イーコンプライアンス通信　　　　18

【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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サイエンス＆テクノロジー書籍のご案内

〔改訂版〕医薬品包装の材料要求と品質基準
～偽造防止・ＧＤＰ・環境配慮・ＵＤ・包装規格・表示・海外情報～

http://ecompliance.co.jp/SHOP/BOOK-SAT-P085.html
【 包装材料に関わる局方・GMP・トレンド・・・最新の情報を掴む！】
医薬品包装における JP・USP・EP の各局方をふまえた試験法と品質基準

 医薬品企業が求める包装資材の要求特性／３極と新興国を含めた医薬品包装におけるトレンド
PIC/S が要求する包装工程のバリデーション方法とは 

発刊 ： 2013 年 9 月 27 日
体裁 ： B5 判並製本  約 350 頁
価格 ( 税込 ) ： 47,250 円（会員価格 44,800 円 ) （送料は当社負担） 
ＩＳＢＮコード ： 978-4-86428-080-8
Ｃコード ： C3047

著者    清水　太一　　( 株 ) マイクロ・テクニカ （元 東洋アルミニウム ( 株 )) 
           久保　博司　　東洋アルミニウム ( 株 ) 
           前原　隆　　    ( 株 ) タケトモ  ( 元 第一三共プロファーマ ( 株 )) 
           水野　博昭　　新新薬品工業（株） ( 元 大洋薬品工業 ( 株 )) 
           南野　実           大和特殊硝子 ( 株 ) 　他

【 洗 浄 全 集 】 
製造設備の洗浄バリデーションと 3 極要求事項対応

～製造品目特性を考慮した洗浄手法と基準値設定～
http://ecompliance.co.jp/SHOP/BOOK-SAT-P081.html

【PIC/S GMP 対応】原薬 / 製剤 / バイオ医薬品各洗浄バリデーションの実例と各製造品目別効果的・効率的な洗浄方法
＊ PIC/S 査察で国内企業が洗浄バリデーションで求められる要求事項 / 現行との差異＊
＊残留許容基準の設定根拠 / 基準値の計算方法 / サンプリング方法の設定と科学的根拠＊
＊製造設備の日常的洗浄手順 / クリーンルーム・無菌製造区域の扱い / 作業者教育・手順書例＊
発刊 ： 2013 年 6 月 27 日
体裁 ： B5 判上製本  約 395 頁
価格 ( 税込 ) ： 63,000 円（会員価格 59,800 円）（送料は当社負担） 
ＩＳＢＮコード ： 978-4-86428-074-7
Ｃコード ： 3047

著者    野崎　義人　　大日本住友製薬 ( 株 )　　　　　　　　 　               
           宮木　晃　　    SANSHO( 株 )　テクニカルアドバイザー
　　　宮嶋　勝春　　武州製薬 ( 株 )                                                            
           村上　大吉郎　( 株 ) 大氣社
　　　小宮　正明　　武州製薬 ( 株 )　他                                                            

[ 新装版 ] 界面活性剤の選択方法と利用技術【使用目的・対象物質別】
～各製品に依存する特異性の把握とトラブル対策～

http://ecompliance.co.jp/SHOP/BOOK-SAT-M014.html
製品に影響を与える界面活性剤の分析・評価方法とトラブル事例が満載

500 頁を超える各業種に対応した界面活性剤の基礎と最適な選定・使用ノウハウ
　　　　・・・界面活性剤とは何だろう？　　　　　　・・・沢山の種類があるけれどもどのように使ったら良いか？
　　　　・・・担当者はどこみればいいの？　　　　　・・・業種ごとで製品に良い界面活性剤の基準は？
　　　　・・・安全性はどうなの？　　　　　　　　　・・・親水性・疎水性比の評価法は？　　　などなど
発刊 ： 2013 年 8 月 8 日
体裁 ： B5 判上製本   533 頁
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 ： 978-4-86428-076-1
Ｃコード ： C3058
著者    堀内　 照夫　　  神奈川大学  　　　　                
　　　間宮　富士雄　　間宮技術士事務所 
　　　池田　 直哲　　   横浜国立大学  　　　                
　　　松村　吉信　　　関西大学 
　　　荒牧　 賢治　　  横浜国立大学　他  　　　               
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編集後記

最近、私自身を含めて、家族、社員のクレジットカー
ドの不正利用が少なからず発生しました。

クレジットカード会社から電話があり、わかった
のですが、インターネットショッピングで何者かに
よって、カード番号が入力され、不正取引として検
出したそうです。

どこでカード番号が他人に知られたのかは定かで
はありませんが、ほとんどがショップ側の管理に問
題があるとのことでした。

最近は、インターネットショッピングを利用する
機会が非常に多いのですが、ショップ側の個人情報
の管理が不十分だと、こういった不正行為につながっ
てしまうようです。

連絡を受けた後、直ちに当該カードを無効にして
もらいました。

しかしながら、長年所持していたカードですので、
色々な費用の定期的な支払いに使用していました。

明細書を見ながら、それぞれのショップでカード
番号の変更などの手続きをしました。

でも、悪いことばかりではなく、もう使用してい
なかったプロバイダとかサービスを見つけることが
でき、解約をしました。

古いものは、14 年も前に登録したまま使用してい
なかったサービスもありました。

皆様もお気を付け下さい。

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!

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

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。


