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1.　はじめに

医療機器の品質管理システムの国際規格である ISO-13485
の改定版の発行がほぼ決まった。
現在使用している ISO-13485 は 2003 年版であるので、
12年ぶりの改定となる。
本年 12/29 まで FDIS（Final	Draft	International）に対す
る投票が行われており、ほぼ可決される見込みである。
早ければ 2016 年 1月には改定版が発行され、ISO-
13485:2016 となる。
改定版 ISO-13485 は、FDAの強い要請により、FDAの
QSR に近いものとなった。
医療機器は、医薬品と異なり、設計管理が非常に重要であ
る。医薬品の不具合のほとんどは製造工程にある。例えば不
純物が混入していたとか、規格外の製品（OOS）が製造され
たとか、錠剤が欠けていたなどである。しかしながら医療機
器の場合、たとえ出図された設計図面の通りに適切に製造し
たとしても、そもそも設計が間違っていれば安全な医療機器
にはならないのである。そこで、FDAは設計管理を重要視し
ている。
改定版 ISO-13485 においては、品質マネジメントシステ
ムの PDCA サイクルを回す上で欠けていた事項が補足され
た。
また、製造業者の役割が明確化された。
多くのプロセスで「リスクマネジメント」が要求されてい

る。
さらに、多くのプロセスで統計的手法が要求されている。
改定版 ISO-13485 は、今年改定された ISO-9001 とは整

合していない。
かつては、品質管理システムの国際規格である ISO-9001

の医療機器版として ISO-13485 が作成されたが、今ではそ
れぞれ必ずしも整合させることなく、改定が行われた。
筆者はしばしば、ISO-9001 と ISO-13485 は何が違うかと

いうことを質問されることがある。答えは明確である。ISO-
9001 は任意の規格であるのに対して、ISO-13485 はもはや
規制要件である。なぜならば各国の規制当局がレビュするか
らである。
ISO-9001:2008 においては、製造業のみならず、サービ

ス業にも適用できるような改定が実施されたことが特徴的で
ある。
ISO	9001:2015 の構造が大きく変わったため、Annex	A に

おいて、ISO	13485:2003 と ISO	FDIS	13485:2015 の対比
（ISO13485:2003 から変更点の説明）をしている。
また、Annex	B においては、ISO	9001	:2015 と ISO	FDIS	

13485 との対比を両方向から項目単位で行っている。

2.　ISO 13485 改定の経緯

2011 年 4月の ISO/TC	210	WG1 会議（米国	Malvern/
Siemens社）において、IWG1でISO	13485の改定を決定した。
そこでNWIP（新作業提案）が作成された。
また、2013 年 9月	WG1	リヨン会議と 2013 年	10 月	

WG1	ミネアポリス会議において、CD（Comittee	Draft）の
コメントが審議され、DIS（Draft	International）版が作成さ
れた。2014年2月～7月にDIS版に対する投票が実施された。
しかしながら、米国、	日本、	英国、	オーストラリア、ベル

ギー、カナダ、ドイツ、オランダ、スペインの 9ヶ国が反対
投票し否決された。
日本、EU、カナダは、同時期に改定作業が進められてい
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た ISO-9001 との整合性に問題があるとして反対した。
一方、米国は、DIS 版が EU寄りであることから反対した。
つまり FDA	QSR との整合性について問題視したのである。
2014 年 9月	WG1 会議および ISO/TC	210 総会（ストッ
クホルム）において、DIS の改訂を決議し、DIS 第二版を作
成した。
2015 年 2月～ 5月に ISO	DIS2	13485 に対する	投票が実
施された。投票結果は可決され、FDISに進むことが確定した。
2015 年 6月	WG1 デンバー会議と 2015 年 8月	WG1 英
国Wokingham会議を経て、DIS 第二版のコメントの審議が
行われ、FDIS が完成した。
2015 年 10 月 29日に ISO	FDIS	13485 が発行され、同日
投票が開始された。投票は 2ヶ月間実施されるため、2015
年 12 月 29日に締め切られる。
おそらく日本は否決票を投票すると予想されるが、ほぼ間
違いなく賛成多数により、可決されるであろう。
これにより、早ければ 2015 年 1月に ISO-13485:2016 が
発行されることになる。

3.　移行期間について

ISO13485:2003 からの認証の移行期間は ISO-9001 と
同様で 3年間となる模様である。改定後 3年間は、旧版
（ISO13485:2003）での認証が有効である。
また、改定後 2年間は、旧版（ISO13485:2003）での認
証が可能である。
改定後 2年たってから 3年までの期間は新版（ISO	
13485:2016）でのみ新たな認証が可能である。

4.　ISO-13485 改定の要点

表１．において、改定版の目次を掲載する。赤字になって
いる箇条が追加または変更されたものである。

4.1 QMS 要求事項の明確化

ISO-13485 改定の主な目的は、QMS要求事項の明確化で
ある。QMSは PDCA を基本としているが、これまでの内容
では PDCA における重要なタスクが完全ではなかった。そこ
を補っている。

4.2 規格の構造

今年 9/15 に ISO-9001 が改定された。しかしなが
ら、ISO-13485 は、ISO-9001:2015 には追従せず、ISO-
9001:2008 に整合させている。
改定版では、マネジメントシステムの共通のMSS

（Management	System	Standard）要求仕様である Annex	SL
に従わず、従来の構造のままである。
ISO-9001 が、今後 Annex	SL の MSS に従った改定を行っ
た後に、ISO-9001 に合わせる方向で、再度 Annex	SL に従
う構造への改定を行うとのことである。

4.3 用語の定義の明確化

旧版に比べて、改定版では多くの用語の定義が記載されて
おり充実した。また、それら定義の国際整合にも配慮してい
る。例えば「医療機器」の定義などは、GHTF の定義の変更
に合わせた。
ただし、ISO-9001:2008 において、「リスク」の定義が
ISO-31000 に整合させ、「諸目的に対する不確かさの影響
（effect	of	uncertainty	on	objectives）」と変更になったのに対
し、ISO-13485 は従来通り ISO-14971 の定義を引用し、「危
害の発生確率	とその危害の重大さとの組合せ」としている。
これは、ISO-9001 は、製造業のみならず、サービス業を
含めあらゆる業種に対応する必要があるためである。しかし
ながら、ISO-13485 や ISO-14971 においては、この「リスク」
の定義は受け入れがたいものである。
用語の定義で特に変更が大きいものは「苦情」であろう。
旧版においては、「顧客苦情」と題されていたが、改定版に
おける「苦情」は、顧客のみならず、製造工程からの情報や
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表 1．ISO FDIS 13485 の目次（赤字が追加・変更された箇条）

付帯サービス（サービスマンのサービスレポート等）などの
情報も含まれることになった。QSR の定義に近いものとなっ
たわけである。
また、製造業者、ディストリビュータ、インポーター（輸
入業者）の区別が明確化された。
特に「製造業者」は、GHTF/SG1/N055:2009	定義	5.1 を
参照し、明確に定義されている。
さらに改定版においては、医療機器の「ライフサイクル」
全般を対象とすることとなり、GVP省令やMDRに代表され
る「市販後監視」についても定義がなされている。
「無菌バリアシステム」という新しい用語も定義された。
また「4.2.4	文書管理」において、「文書」には「文書」お
よび「記録」が含まれることが明確化された。
「リスク」「ライフサイクル」「規制当局」といった用語は、
条文中に頻回出現している。

4.4 明確な表現

ISO-13485 に限らず、国際規格はインプリメントする組織
毎に解釈が異ならないよう、明確でわかりやすく詳しい表現
を心掛けている。
改定版では、あえて「修正」と「是正」を併記することに
よって、それらが異なる概念であることを明確化している。
筆者もしばしばコンサルテーションにおいて遭遇するが、

「修正（Correction）」と「是正（Corrective	Action）」を混同
しているケースが多々見られる。

4.5 FDA QSR との整合

改定版は、FDA	QSRの要求事項にかなり近づいたといえる。

QSR は 1996 年に作成されてから未だに一度も改定されてい
ない。（細かな修正はある。）つまり、FDAは 20年後の国際
規格を先取りしていたといえる。
これは筆者の想像であるが、FDAの要求によって ISO-

13485 に盛り込まれたものは以下の事項があると思われる。

4.5.1	文書化

これまでは、明確化するといった表現が多くみられたが、
多くは文書化という記述に訂正されている。

4.5.2	医療機器ファイル

4章において「4.2.3	医療機器ファイル」という箇条が追
加された。医療機器ファイルは、QSR における「DMR（Device	
Master	Record）」のことである。しかしながら、本邦におけ
る「製品標準書」に相当するため、特に大きなインパクトは
ないと思われる。

4.5.3	設計・開発ファイル

設計・開発ファイルは、QSR における DHF（Design	
History	File）に相当する。当該医療機器の設計に関するあら
ゆる記録（設計変更を含む）を時系列で参照しやすくファイ
リングしておかなければならない。

4.5.4	設計移管

旧版では、設計・開発計画書のコンテンツとして記載があっ
たのみであるが、「7.3.8	設計・開発の移管」として独立した
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箇条になった。なお、設計移管と量産移行を混同しているケー
スを多く見かけるが、これは間違いであるので注意すること。

4.5.5	統計的手法

品質に対する傾向分析などは、統計的手法によらなければ
ならない。例えば、マネジメントレビュは 1時間から 2時
間程度で実施されるのがもっぱらである。そんな短時間に、
多くの資料をインプットとして見せられても経営者としては
適正に判断し、指示事項を出すことが困難である。
また、プロセスバリデーションにおけるバッチサイズやス
ケールの妥当性についても統計的手法により証明することが
求められている。
さらに「サービスレポート」も統計的手法の対象となった。

4.6 設計管理の充実

「設計管理」に対する要求事項が充実した。医療機器の安
全性は何といっても適切な設計管理により担保される。
改定版では、設計管理に関して「文書化」が要求された。（従
前は「明確化」）

【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。
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 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
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〒 140-0004
東京都品川区南品川 3-4-1-1201 　　　TEL ： 03-5461-9538　FAX ： 03-5460-0955

また「設計・開発計画書」の遵守が求められた。「設計・
開発計画書」は、自社のQMSに従って作成され、適宜更新
しなければならない。また設計業務においては、「設計・開
発計画書」に定義したとおりのリソースで、定義したとおり
の成果物を作成しなければならない。万が一、「設計・開発
計画書」と作成した成果物などの間に不整合があった場合に
は、指摘に及ぶことがあるだろう。
さらに、設計管理において「トレーサビリティ」や「力量」
が追記された。
医療機器を設計する者は、相応の力量がなければならない。
スタッフの力量表を作成し、各部署の力量マップを作成し
ておくこと。
設計へのインプットに「ユーザビリティ」が追加された。
これは、医療機器の使い勝手が悪いために事故につながる恐
れがあるためである。従来のリスク分析に加えて、ユーザビ
リティにも配慮が必要である。
医療機器のネットワーク接続を想定して「インターフェー
ス」が加えられた。昨今の医療機器は、単独で動作するもの
のみではなく、院内の LANなどに接続する場合も増えてき
た。この場合、バリデーションを実施することは当然として、
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コンピュータウィルスやサイバーテロにも対応しなければな
らない。
設計検証、設計バリデーションにおいて、必要に応じて「統
計的手法」が要求されている。
バリデーションの記録（「結果」）のみではなくバリデーショ
ン報告書（「結論」）の作成が求められた。これまでは、「記
録書兼報告書」などという成果物も存在したが、今後は記録
書と報告書は明確に区別して作成しなければならない。
前述のとおり、「設計・開発の移管」が要求された。
また「設計変更」が充実した。照査な要求事項が記載され
ており、文書及び記録の保存が求められている。
前述のとおり、「設計・開発ファイル」（FDAの DHF に相当）
の作成が要求された。

4.7 ソフトウェアバリデーション

これまでは、製造設備におけるソフトウェアバリデーショ
ンのみ要求されてきたが、改定版では品質システムを管理す
るコンピュータシステムなどへ拡張された。
品質システムを管理するコンピュータには、イベント管理
システム（例：MasterControl、Trackwise 等）やドキュメ
ント管理システム等が含まれる。
ただし、あくまでもリスクベースで対応するべきであり、
過剰なコンプライアンスコストはかけるべきではない。

4.8 苦情処理の詳細化

旧版において、苦情処理が「製品受領者からの意見」と「改
善」に含まれていたが、「8.2.2	苦情処理」において箇条を独
立させた。
また、苦情処理に関する要求事項が詳細化された。なお、
QSR においても苦情ファイルについて詳細な要求をしてい
る。
「修正」と「是正処置」を明確に区別した。
サービスレポートからの情報も苦情処理の対象となった。
全ての苦情に対して原則「CAPA」を要求していたが、こ
の条文は削除された。
全ての苦情について原則「調査の実施」を要求している。

4.9 順序の変更

読みやすく・理解しやすいように順序が多少変更になって
いる。
「供給者の管理」など、重要な事項を旧版よりは前の箇条
に移動させている。また「7.5	製造およびサービスの提供」
では、順序が変更になっている。

4.10 箇条の詳細化

指摘を出す際に、どの箇条に対するものかが明確になるよ
うに要求事項を細分化している。
例えば、マネジメントレビュへのインプットにおいて、「是
正処置」と「予防処置」を箇条を分けて記載している。どち
らに対する指摘かが明確になるようにするためである。

4.11 リスクベースドアプローチの採用

改定版では、いたるところに「リスクに応じて」という記
載が見られる。つまり、品質保証にかける資源（ヒト、モノ、
金、労力、時間等）は、当該製品のリスクに応じて適切であ
るように検討しなければならない。
リスクベースドアプローチは、2003 年頃から FDAが提唱
しているアプローチである。
患者やユーザの安全性を守るためには、規制要件を強化し
なければならない。しかしながら、規制要件を強化しすぎる
と企業においてコンプライアンスコストがかかってしまう。
このコストは製品の価格に反映され、医療費が高くなってし
まう。つまり、これは規制当局にとってジレンマである。患
者のために規制強化したとしても、医療費の高騰を招き、高
額所得者しか救われない医療になってしまうのである。

そこで、医療機器企業はリスクに応じた適切な対応が要求
されることになったのである。

4.12 識別

「7.5.8	識別」において、旧版では「識別」と「製品状態
の識別」に分かれていたものが「識別」に統一された。
筆者はコンサルテーションを実施する中で、「識別」と「製

品状態の識別」の違いについて明確に説明することが困難で
あった。やはり、改定版では、統一されている。

4.13 時系列別の不適合品管理

「8.3	不適合製品の管理」において、「引渡し前の不適合
品における処置」と「引き渡し後に発見された不適合品のお
ける処置」に区分された。
また旧 GQP省令と同様に「通知書」の発行が盛り込まれた。

4.14 是正処置・予防処置

CAPA（是正処置・予防処置）にタイムフレームが要求さ
れた。つまり、CAPA を起票してからクローズするまでの期
限管理を要求している。

4.15 その他の新規要求事項

「4.2.5	記録の管理」において「健康機密情報の保護」が
追加された。例えば、修理や返却された医療機器のメモリな
どに患者の健康状態（検査結果など）に関するデータが記録
されている場合などに配慮しなければならない。
「	6.4.2　汚染管理」が「作業環境」から独立した箇条となっ

た。
「7.4.2	購買情報」において、契約書に「変更の事前通知」

が要求された。昨今、サプライチェーンが国際化することに
よって、中国をはじめ ASEAN諸国から原材料を購買するケー
スが増えてきた。その際、コスト削減のため、事前予告なく
（黙って）原材料を変更したり、製造方法を変更する供給業
者が存在し、結果的に最終機器に欠陥が生じ、患者に危害を
加えるリスクが高まった。そこで、該当する場合、契約書に
は「変更の事前通知」を明記しなければならないことになっ
た。これも FDAからの強い要請があったものと思われる。
「顧客とのコミュニケーション」に加えて、「規制当局と

のコミュニケーション」が追加された。
GDP（Good	Distribution	Practice：輸送のバリデーション）

が含まれた。医療機器は、適切に製造したとしても、包材の
不良や輸送時の振動などにより不具合を起こすことがある。
したがって、輸送時における種々の配慮も求められる。

5.　MDSAP との関連

FDA などは、MDSAP（Medical	Device	Single	Audit	
Program：単一監査）を推進させようとしている。
そのため、MDSAP が実施しやすいように箇条が詳細化さ

れた。
また、旧版における多くの注記が本文（条文）に組み込ま

れた。これは、MDSAP 実施に向けて各国毎の差異を最小限
にしたものと思われる。

【留意事項】
本稿は、ISO	FDIS	13485 をもとに作成しております。
ISO	13485:2003 および ISO	FDIS	13485 には著作権があ

ります。
また記事の内容には筆者の考えが含まれております。あく

までも参考としてご利用ください。内容等の間違いにつきま
しては当社は一切の責任を負いません。

【参考文献】
「医療機器の品質マネジメントシステム規格	ISO	FDIS	

13485 説明会	テキスト」　（一社）日本医療機器産業連合会
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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　　　　　　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

[ 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
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



イーコンプライアンス通信　　　　14

技術移転（試験法や製法変更・サイトチェンジ）（2/29）
～ 判定基準・同等性評価・製法変更・サイトチェンジ時の品質評価など ～

http://eCompliance.co.jp/C160204.html
-	試験法や製法変更・サイトチェンジでの品質トラブル事例から学ぶ		-

【ここがポイント】
■サイト変更の技術移転時の GMP/ レギュレーション
■試験法の技術移転時における具体的な手順、規格設定、バリデーション
■製法変更・サイトチェンジ時の品質評
■技術移転時の判定基準・同等性評価
日時：2016 年 2月 29日（月）		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：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

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
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
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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



　　　　イーコンプライアンス通信 17

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

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	)

　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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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

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

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



　　　　イーコンプライアンス通信 19

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
【	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

≪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	)
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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
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

　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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技術移転（試験法や製法変更・サイトチェンジ）（2/29）
～ 判定基準・同等性評価・製法変更・サイトチェンジ時の品質評価など ～

http://eCompliance.co.jp/C160204.html
-	試験法や製法変更・サイトチェンジでの品質トラブル事例から学ぶ		-

【ここがポイント】
■サイト変更の技術移転時の GMP/ レギュレーション
■試験法の技術移転時における具体的な手順、規格設定、バリデーション
■製法変更・サイトチェンジ時の品質評
■技術移転時の判定基準・同等性評価
日時：2016 年 2月 29日（月）		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：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

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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編集後記

私事ですが、今月誕生日を迎えました。昨年高校
時代の同窓会があったこともあり、30年ぶりに会っ
た多くの友人などと Facebook などによりつながりま
した。そのため、お祝いのメッセージが沢山送られ
てきました。
すべてのメッセージに返信するのに夜中までか

かってしまいました。
何歳になってもお祝いのメッセージをもらうこと

は嬉しいことです。
逆に、友人たちの誕生日には欠かさずメッセージ

を送る習慣がつきました。つまり、普段からメッセー
ジを送っているから、多くのお祝いをもらえるのだ
と思います。
日本人がフランスでレストランなどに入ったら、

店員達の不愛想な態度に嫌な思いをしたという経験

をよく聞きます。
しかし、それは店員が不愛想なのではなく、客で
ある自分自身が不愛想なのです。こちらから笑顔で
挨拶をしないから、なんと愛想のない客なんだろう
とあきれられているわけです。日本では、客が黙っ
ていても店員が平等にサービスを提供しますが、外
国ではそんな日本の常識は通用しないようです。
相手は自身の鏡みたいなものです。
気を付けたいものです。

【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


