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インテグリティ（integrity）を辞書で引くと「誠実」「高潔」、
「清廉」などと記載されている。しかしながら、データが誠
実という表現には違和感を覚える。
データインテグリティとは、規制当局にとってデータが信
用できるということである。
そのためには、データは作成されてから現在までの経緯

（例：変更、削除）がわかるようにしておかなければならない。
つまり紙媒体であれ、電子記録であれ監査証跡が必要だ。
監査証跡が必要ということは、データが「生データ」だけで
はなく、「メタデータ」も含めて完全でなければならないと
いうことである。
したがって、データインテグリティは、しばしば意訳され

「データの完全性」と訳される。
ではいったい、データの完全性を担保するためには、どの
ような事項に留意するべきだろうか。またデータインテグリ
ティが失われた場合、何が問題になるのだろうか。
その答えは、監査証跡の保持である。監査証跡のない電子
記録は、改ざんやねつ造の有無（証拠）がわからない。
したがって規制当局はデータが信用できない場合は、査察
を実施することができなくなってしまう。なぜならば信用で
きるかどうかわからない記録を調査しても意味	がないから
である。
査察が実施できない場合、規制当局は医薬品の出荷を認め
ることができなくなってしまい、結果的に患者に迷惑がか
かってしまうのである。
FDAは、1999 年に発行した「Computerized	Systems	
Used	in	Clinical	Trials」というガイダンスにおいて「電子的
なソース・データ（生データ）やソース・ドキュメント（原
資料）は、紙の記録に期待されるものと同じ基本的なデータ
の品質を持っていなければならない。」と記載している。
そのうえで、FDAが電子記録の品質評価を実施する基準と
して「ALCOA（アルコア）」と呼ばれるメトリックスを発表
した。（図 1．参照）
「ALCOA」とは、属性を持つこと（Attributable）、
判読可能であること（Legible）、同時性があること
（Contemporaneous）、オリジナルであること（Original）、
正確であること（Accurate	）といった電子記録に要求され
る管理要件の頭文字をとったものである。
電子記録を作成・変更・削除および保存する場合には、こ

データインテグリティについて

1.　はじめに

インテグリティ（integrity）を辞書で引くと「誠実」とい
う意味であることが分かる。では、データが誠実ということ
は何を意味するのだろうか。その答えは、規制当局にとって
データが信用できるということである。
製薬業界においては、大掛かりな製造記録や品質試験記録
の改ざん事件が後を絶たず、規制当局にとっても患者の安全
性を確保するために査察を強化しなければならなくなってい
る。
紙媒体であれ、電子記録であれ、記録（データ）や文書の
信頼性を担保することは極めて重要だ。
筆者は昨今世間をにぎわしている某製薬企業の不正につい
て、ある大手新聞社のインタビュを 3回にわたって受けた。
当該新聞記者の関心事は、日米の査察の方法の違いであった。
また米国において不正が発見された場合にはどのようなペナ
ルティが	課せられるかということであった。
FDAは 1997 年に 21	CFR	Part11 を発行し、電子記録の信
頼性に関する要求事項を明らかにした。しかしながら、その
要件には実現が困難なものも多くあった。特に問題となった
のは、コンプライアンスコストだ。規制当局は、患者の安全
性を担保するために規制要件を強化する必	要があるが、規
制要件を強化しすぎるとコンプライアンスコストを高める結
果となってしまう。製薬企業が負ったコンプライアンスコス
トは薬価に転嫁され、結果的には患者負担となってしまう。
すなわち、いたずらにコンプライアンスコストを高めて	
しまうことは、逆に患者に負担を強いる結果となってしまう。
そこで FDAは、2003 年に新しい医薬品監視指導方針とし
て「リスクベースドアプローチ」という方法を発表した。
製薬企業は、FDAの最新の Part11 の期待と指導はどのよ
うになっているのかを知っておく必要がある。

図 1．ALCOAとは
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の ALCOA に適合しなければならず、また関連法令やレギュ
レーション要求を遵守しなければならない。

3.　データ不正の代償

2000 年 12 月に、FDAの査察により、某大手米国製薬企
業における組織的かつ大々的なQCデータ改ざんが発見され
た。（図 2. 参照）
その不正の手口は多種多様であった。
また不正による代償は大きなものがあった。2001 年には
FDAからWarning	Letter が発行された。それに対して、当
該企業は Part11 対応をはかり、またQC要員を 500 名増員
することを FDAに約束した。しかしながら、FDAはその手
口等が悪質であることや、患者に対する安全性の観点から、
500Mドル（当時のレートで 600 億円程度）の罰金を科した。
さらに、2000 年には株価が 60 ドルであったものが、
22 ヶ月後の 2002 年には 18 ドルまで下落した。なんと 70%
もの下落率である。
当時の CEOはこの事件発覚および株価の下落を受けて、
2002 年 11 月に引責辞任した。
また、米国のジェネリックメーカーであった Able	
Laboratories 社において、FDAが QCラボの紙記録が電子記
録と一致しないことを発見した。そのため FDAは、全品回
収命令を出した。その結果、当該企業は最終的に 1億ドルの
負債を抱えて倒産に追い込まれた。
いずれの企業も、データ不正の代償は大きかった。

4.　ハイブリッドシステムの問題点

昨今の製薬企業では、記録を手書きにより作成することは
非常に少なくなった。多くの場合、記録は電子で作成されて
いるだろう。しかしながら、記録の保管については電子記録
を紙媒体に印刷したものに手書き署名（記名・捺印）をする
といった	ハイブリッドな使用方法が多くを占める。（図 3．
参照）
しかしながら、ハイブリッドシステムでは不正が容易に
なってしまう。例えば、査察の直前に電子データを改ざんし、
紙媒体に印刷したうえで、バックデートで署名を行うといっ
た手口である。
ハイブリッドシステムは、署名（記名・捺印）を紙媒体化
したのみであり、記録は電子である。
FDA査察官は、署名を紙媒体で確認するが、記録は電子で
確認する傾向にある。その理由は不正な改ざんの発見のため

である。
紙媒体の記録の内容と電子記録の内容が一致していない場
合は、不正が行われたという証拠になる。
また、紙媒体の記録の内容と電子記録の内容が一致してい
たとしても、紙媒体への署名の日にちが当該電子記録（例：
MS-Excel）よりも古い場合、すなわち電子記録が署名日以降
である場合は、不正が疑われるのである。（図 4．参照）
FDAの査察官は、電子記録の不正の手口を教育され、見破
り方を身に付けているとされる。

5.　MS-Excel の問題点と管理方法

製薬企業において、MS-Excel は多用されている。しかし
ながら、MS-Excel には Part11 に照らしてみた場合または実
用的な問題点として以下の問題点がある。

1) 監査証跡がとれない
2) セキュリティの問題
3) 入力データの自動チェックができない
4) 印刷時に、欠け、はみ出しが起きる
5) 有効桁数（丸め誤差）の問題
6) バージョン間の互換性の問題
7) マクロウィルス感染の危険性
8) 電子署名が使用できない
9) 毎回手作業を伴う
10) 目次、インデックス等の自動生成ができない
MS-Excel による電子記録の不正を疑われないようにする
ためには、以下のような配慮が必要である。

1) 入力後、すみやかに印刷し当日の日付でサインするこ
と。

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

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

上記 2) において、電子記録を削除してはならない理由は、
前述の通り、FDA査察官は記録を電子で確認することがある
ためである。
万が一、電子記録を削除していた場合、データを改ざんし
たのちに証拠を隠滅したととらえられる可能性があるからで
ある。
紙媒体で承認したからといって、電子記録は絶対に消去し
てはならない。

図 2．米国大手企業によるQCデータ改ざん事件とその代償
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また、MS-Excel の一つの問題点は、内容を参照するため
にファイルを開いたのちに閉じる際、変更を加えていないに
もかかわらず「ファイル保存」のためのダイヤログボックス
が表示されることである。つい迂闊に「はい」を選択してし
まうと、ファイルの日付が今日になってしまうのである。し
たがって、改ざんが疑われてしまうことになりかねない。
ハイブリッドシステムは中途半端な電子化であるため、も
し可能であれば、pdf 化し電子署名を付した方が確実であろ
う。

もしくは、上記 4) のようにセキュリティで保護し、Read 
Only でのみファイルを開くことができるようにする必要が
ある。

6.　FDA による警告

2007 年 3月 14 日にアテネで開催された「第 31 回	国際
GMP会議」において、FDA事前承認査察オフィスチーフの
Edwin	Rivera	Martinez 氏が	「データインテグリティと不正－
新たに迫りくる危機か？」というタイトルで講演を行った。
その中で、査察時に発覚した以下のような問題を紹介した。
1) 試験データにバイアスをかけ改ざん
2)	OOS となったテスト結果を規格内であったとするため
に、クロマトグラフィックデータをカット＆ペースト
するといった、クロマトグラムの意図的なコンピュー
タの操作

3)	分析においてサンプルの重量および標準を改ざん
4)	不正な計算
5)	クロマトグラムの実行パラメータの変更
6)	正当化できる理由のないラボ分析担当者によるクロマ
トグラムの改ざんおよびOOS を規格の範囲内とするた
めの計算の変更

7)	分析担当者が仕様の範囲内であるという分析評価結果
をバッチ製造記録に記載した

そこで FDAは、ORA（Office	of	Regulatory	
Administration）と呼ばれる地方事務所に 10 件の査察を割
り当て実施した。
その結果 3件の査察において、非常に信頼性の疑わしい

データが発見された。
この臨時査察は、その後も引き続き実施された。
この結果を受け、FDAは以下の方針を発表した。
1) データの完全性、データの改ざんおよび不正を明らか

にするために査察官に特別な訓練を施す
2)	データの完全性および不正をより注視する
3)	当局は、データの改ざんおよび不正行為に関する情報
をフォローアップする

また、業界に対して、以下の要請を行った。
1) 適切なデータの受け渡しと報告のため従業員を教育
2)	申請および記録の作成時に報告されるデータの信頼性
を確認

3)	全社員がデータインテグリティに責任をもつことに重
点を置く

7.　Part11 査察の再開

2003 年 9月以降、FDAは Part11 に基づくWarning	Letter
の発行を中止した。すなわち Part11 に対する強制措置執行
を猶予（enforcement	discretion）してきた。その理由は、
コンプライアンスコストの増大である。
規制当局は患者の安全のためなどを目的に規制要件を強化
してきた。しかしながら、規制要件を強化した場合、製薬企
業におけるコンプライアンスコストが増大し、結果的に薬価
に反映されてしまう。つまり、患者負担になってしまうので
ある。
Part11 の運用については、FDAと業界で真っ向から衝突
してきた経緯もある。
しかしながら、前述の通り、電子記録による不正や改ざん
が多く発見され、Part11 による査察の重要性が再認識された。
そこで FDAは、2010 年 7月 8日に 21	CFR	Part	11 の査察
開始（再開）を発表した。
その目的の一つは、業界が Part11 をコンプライアンスし、
理解しているかを評価することである。
また、Part11 要件の違反が、その重大性に応じて、遵守の
強制措置を執行する可能性があることも示唆した。

8.　Warning	Letter の変遷

電子化の進歩に伴って、FDAの査察方針も大きく転換され

図 3．ハイブリッドシステム

図 4．手書き署名の日付よりも Excel のタイムスタンプが新
しいということは．．．
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た。（図 5. 参照）
当初は装置やシステムといったハードウェアの査察が中心
であった。
1990 年代には、ソフトウェアにより自動化が進み、必然
的にソフトウェアのバリデーションが注目されるようになっ
た。
また 1990 年代の後半には、パーソナルコンピュータの普
及に伴い、従業員が自身のパソコンにおいてMS-Excel 等を
用い、電子記録を作成・保存するようになった。これに伴い

FDAは、コンピュータシステムのバリデーションのみではな
く、Excel のバリデーションにも重点を置くようになった。
さらに前述の通り、Excel のような電子ファイルのセキュ
リティや、データインテグリティに関しても査察が開始され
た。
しかしながら、Part11 を過度に適用すると、製薬企業ーし
いて言えば患者に大きな負担をかけてしまうことになる。
そこで、FDAは2003年9月以降はリスクベースドアプロー
チを提唱するようになった。

図 5．Warning	Letter の変遷
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【要点をわかりやすく学ぶ】 
製薬 ・ 医療機器企業におけるリスクマネジメント

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

【著者】 ( 株 ) イーコンプライアンス 代表取締役　村山 浩一

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

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

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

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

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

新刊書籍のご案内

	【内容】

 はじめに

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

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

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

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

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

すなわち医薬品のリスクに伴って、コンプライアンスコス
トを適正にかけることといった指導である。
例えば、ビタミン剤や栄養剤の製造や品質試験においては、
そんなに過度な品質保証は必要ないかも知れないが、抗がん
剤、向精神薬、ワクチン、血液製剤などは非常に厳しい管理
が求められるといったものである。
なお、現在 FDAは Part11 の適用をヒト用の医薬品の品質
試験に限って運用している。
その目的は、患者の安全性の確保である。
医薬品の品質試験の結果（試験成績書、試験報告書等）を
セキュリティで保つなど適正に取り扱い、また出荷判定にお
いて不正を検出し、OOS になった医薬品がけっして市場出
荷されないようにしなければならない。
なお、PIC/S	GMP	Annex11 において、出荷判定を電子記
録で実施する場合は、手書きの署名ではなく、電子署名を使
用することが求められている。
その理由は、バックデートによる署名の阻止である。

【お知らせ】
2/24（水）に「製薬業界におけるデータインテグリティセ

ミナー」を開催いたします。
ぜひご参加ください。	

	

【要点をわかりやすく学ぶ】		
製薬業界におけるデータインテグリティセミナー	
～データの信頼性保証の方法と当局の査察方法・懸念事項とは～

お申し込みは以下のURL からお願いします。
http://eCompliance.co.jp/SHOP/160224P.html
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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	



イーコンプライアンス通信　　　　8

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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注目セミナーのお知らせ  

【要点をわかりやすく学ぶ】	
製薬業界における

データインテグリティセミナー	（2/24）	
	～データの信頼性保証の方法と当局の査察方法・懸念事項とは～

特別キャンペーン！ 2名同時申込みで 1名分無料！！
－当局が要求するデータの完全性を担保するには、どのような事項に留意するべきか－

★	データインテグリティが重要視されるようになった訳とは
★	データインテグリティは紙媒体、電子記録を問わず重要！
★	PIC/S や FDA が要求するデータインテグリティの要件とは
★	FDA はデータの不正をどのように見破るのか

【日時】2016 年 2月 24 日（水）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】
　製薬業界においては、大掛かりな製造記録や品質試験記録の改ざん事件が後を絶たず、規制当局にとっても患
者の安全性を確保するために査察を強化しなければならなくなっています。
紙媒体であれ、電子記録であれ、記録（データ）や文書の信頼性を担保することは極めて重要です。
インテグリティ（integrity）を辞書で引くと「誠実」という意味であることが分かります。では、データが誠実
ということは何を意味するのでしょうか。その答えは、規制当局にとってデータが信用できるということです。
そのためには、データは作成されてから現在までの経緯（例：変更）がわかるようにしておかなければなりませ
ん。つまり紙媒体であれ、電子記録であれ監査証跡が必要です。監査証跡が必要ということは、データが生デー
タだけではなく、メタデータも含めて完全でなければならないということです。したがって、データインテグリ
ティは、しばしば意訳され「データの完全性」と訳されます。
ではいったい、データの完全性を担保するためには、どのような事項に留意するべきなのでしょうか。またデー
タインテグリティが失われた場合、何が問題になるのでしょうか。

本セミナーでは、データや文書のインテグリティ確保に関する基本的な事項を要点をまとめてわかりやすく解説
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/160224P.html

【アジェンダ】
１．データインテグリティ入門																																																								４．GMPとデータインテグリティ
２．電子記録のデータインテグリティ																																											５．GCPとデータインテグリティ
３．規制当局のデータインテグリティに関する懸念事項　				６．MHRA	Data	Integrity	Definitions	and
																																																																																																																												Expectations解説
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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
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
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［京都開催］PIC/S バリデーションマスタープラン記載例（3/11）
～大規模プロジェクト用の個別のマスタープランを含む～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/C160374.html
【	VMP 作成には、継続的工程確認、リスクマネジメント実践など３極・PIC/S の要請事項の理解が必須	】
最新バリデーションの要請事項を解説し、それを踏まえた VMPの具体的な記載例を紹介

　　　　　★個別の ( 総括した )VMP の記載項目例
　　　　　★バリデーション方針の記載例　　★バリデーション組織の記載例　　★バリデーション責任者の責務記載例
　　　　　★バリデーション実施計画書の作成事例　　★バリデーション実施報告書の作成事例

最新バリデーションの考え方
バリデーションマスタープラン作成時のポイントと記載事例
大規模プロジェクトでの総括したマスタープランの記載事例
日時：2016 年 3月 11 日（金）		10:30 ～ 16:30
会場：	京都市南区	京都府民総合交流プラザ ( 京都テルサ )		
　　　東館	3F	第 8 会議室	

【講師】医薬品GMP教育支援センター		代表	髙木	肇	氏
受講料：48,600 円	( 会員受講料	46,170 円	)

医療機器	開発、薬事、製造	関連

【アラート・アクションレベル】コースセミナー（2/24,3/29）
http://eCompliance.co.jp/SHOP/P160212.html

＜コース１	( 環境モニタリング　編 ) ＞
■科学的論拠による製造環境の常時モニタリングの実施
■環境モニタリング時の測定点数と測定頻度の決め方
■微生物管理のアラート・アクションレベルの設定方法
■サンプリング方法に対する留意点と考え方

＜コース２	( 品質トラブル　編 ) ＞
■ OOT（トレンド分析）の考え方、試験成績書と受入れ試験の齟齬
■環境モニタリングの項目
■統計のバラツキ、発生頻度の基礎的な考え
■微生物管理、虫のモニタリング管理、長期安定性試験のモニタリング管理など
日時：[ コース 1] 環境モニタリング編	2016 年 2 月 24 日（水）		10:30 ～ 16:30
　　　[ コース 2] 品質トラブル編	　　2016 年 3月 29 日（火）		10:30 ～ 16:30
会場：[ コース 1] 環境モニタリング編	東京・港区浜松町	芝エクセレントビル	B1F	KCD ホール		
　　　[ コース 2] 品質トラブル編	　　東京・品川区大井町	きゅりあん		5F	第 4 講習室		
受講料：	64,800 円	( 会員受講料	61,560 円）
講師：	＜コース１：	環境モニタリング	編＞平原エンジニアリングサービス(株 )	顧問	村上	大吉郎	氏

　　　＜コース２：	品質トラブル	編＞(株 )ミノファーゲン製薬	顧問	MBA	脇坂	盛雄	氏

形状可変材料技術の最先端と医療用特性（3/10）
～血管治療の注目新素材・技術～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/B160310.html
血管治療系機器として期待される新材料・技術の詳細を知りたい方や、
スマートマテリアル、形状可変材料、形状記憶合金材料の可能性を知りたい方におススメの専門セミナー
日時：2016 年 3月 10 日（木）		13:00 ～ 16:30
会場：	東京・大田区蒲田	大田区産業プラザ（PiO）		6F	C 会議室	
受講料：43,200 円	(	会員受講料	41,040 円	)

【講師】東京工業大学	精密工学研究所	教授	博士（工学）	
　　　		細田	秀樹	氏
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医薬品	臨床開発、開発薬事、製販後	関連

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	)

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
　　・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
　　・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
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[ 京都開催 ]		(e)TMF トライアルマスターファイル管理査察（3/10）
～規制当局の適合性調査対応とMoc	inspection の実施	～

http://eCompliance.co.jp/C160371.html
EU	Directive が Regulation に移行して TMF の記載が詳細になり ICH-E6(R2) では TMF に関する Addendumが追加、、、
このような動きに対してどのように TMFを管理すれば良いか詳説します！

　：規制当局の適合性調査に対してどのように TMF管理を行えば良いかが分かる。
　：TMFを対象とした監査ではどのようなことが指摘されているか、また指摘されない方法を学ぶ。
　：eTMF の最新動向と eTMF 利用時に遵守すべき規制を学ぶ。
　：eTMF システム選定時と紙ドキュメント・記録類の電子化における留意点を学ぶ。
日時：2016 年 3月 10 日（木）		12:30 ～ 16:45
会場：京都・京都市中京区	ウィングス京都	( 京都市男女共同参画センター )		2F	セミナー室 A		
受講料：	48,600 円	(	会員受講料	46,170 円）
講師：	□12:30～14:30第1部　eTMFでの治験関連文書管理の実際と具体的手順
																																																																																						(株 )CACエクシケア	執行役員			薬事監査室			室長			松井			一		氏

　　　□14:45～16:45第2部　監査担当者から見たTMFの整備と監査・調査への対応
																																																																																					(株 )エスアールディ			品質保証室			部長			大場			誠一		氏

[ 京都開催 ]	生データの電子化とスプレッドシート（3/10）
～データインテグリティ査察指摘と PIC/S コンピュータ要件をふまえ～

http://eCompliance.co.jp/C160375.html
EU	Directive が Regulation に移行して TMF の記載が詳細になり ICH-E6(R2) では TMF に関する Addendumが追加、、、
このような動きに対してどのように TMFを管理すれば良いか詳説します！

　：規制当局の適合性調査に対してどのように TMF管理を行えば良いかが分かる。
　：TMFを対象とした監査ではどのようなことが指摘されているか、また指摘されない方法を学ぶ。
　：eTMF の最新動向と eTMF 利用時に遵守すべき規制を学ぶ。
　：eTMF システム選定時と紙ドキュメント・記録類の電子化における留意点を学ぶ。
日時：2016 年 3月 10 日（木）		10:30 ～ 16:30
会場：	京都市中京区	ウィングス京都	
　　　( 京都市男女共同参画センター )		2F	会議室 2

【講師】エクスプロ・アソシエイツ　望月	清	氏
受講料：48,600 円	(	会員受講料	46,170 円	)

[ 京都開催 ]	再生医療　品質 /安全性評価と承認取得（3/11）
～製造販売承認取得事例をもとに解説	～
http://eCompliance.co.jp/C160373.html

本年 9月に製造販売承認を取得した
「ヒト同種間葉系幹細胞の再生医療等製品「テムセル R	HS 注」の事例をもとに、、
その過程で経験した要件および課題について考察
品質特性、品質管理、非臨床試験、臨床試験、臨床試験（第 1/2 および第 2/3 相試験）成績と承認後の課題について解説

安全性／品質評価について製法開発から
特性解析、規格試験、非臨床試験に亘ってポイントとなる点を解説
自己／同種細胞を考慮した細胞の採取から加工でのポイントとドナー適格性・細胞の受け入れ試験
日時：2016 年 3月 11 日（金）		12:30 ～ 16:45
会場：京都・京都市南区	京都府民総合交流プラザ ( 京都テルサ )		東館 2階	視聴覚研修室		
受講料：	48,600 円	(	会員受講料	46,170 円）
講師：	□12:30～14:30第1部　再生医療/細胞・組織加工製品の安全性・品質評価
　　　　　　　　　　　　　　			日本薬科大学	客員	教授　理学博士　山口	照英　氏
　　　□14:45～16:45第2部　ヒト同種間葉系幹細胞の再生医療等製品「テムセルR	HS注」の開発
　　　　　　　　　　　　　　			ＪＣＲファーマ(株 )		開発顧問　毛利	善一　氏
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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

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

生体試料中薬物濃度分析及びバリデーション試験（3/11）
～	データの取得・記録から報告書作成	～

http://eCompliance.co.jp/SHOP/C160302.html
－	データ取得・記録の方法や最終報告書の作成を実例を交え解説	－

－	どういった記録を残し，取得したデータを用いてどのように報告書にまとめるか－	
	
■生データの取り扱い（データ取得・記録・保存の方法）
■再分析や再解析の記録，不採用結果の記録
■バリデーション報告書（記載項目と記載例
■実試料分析報告書（記載項目と記載例）
日時：2016 年 3月 11 日（金）		13:00 ～ 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】( 株 ) 新日本科学	薬物代謝分析センター	試験推進部	
　　　			副主任　家木	克典		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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医薬品	製品戦略、マーケティング	関連

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

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

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

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

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

http://eCompliance.co.jp/SHOP/B160275.html
相溶性評価、凝集・分散性評価、最適な溶媒や混合比の選択など、色々使える　「	溶解度パラメーター（SP値・HSP値）」を学ぼう！
「業務で SP値が必要になったので、基本的な知識を得たい」、「材料設計・実験方針の決定に SP値を役立てたい」
「自分の扱っている材料系における SP値の計算をしたい」とお考えの皆様にぜひご聴講頂きたいセミナーです。
本講座は、溶解度パラメータの基礎から、測定・計算方法、計算プログラムツールの使用方法、豊富な実用事例まで、体系
的に学べる貴重なセミナーです。実務で活用するための考え方、実践的な知識を得ることができます。
これから SP値を学びたい方、知識の再確認をしたい方、SP値計算ソフトを使いこなしたい方など、初学者からベテラン者
までこの機会をぜひご活用下さい！
日時：2016 年 2月 25 日（木）		10:00 ～ 17:00
会場：	東京・品川区大井町	きゅりあん		5 階　第 4講習室
受講料：48,600 円	(	会員受講料	46,170 円	)

【講師】関西大学	環境都市工学部	教授	博士（工学）　
															山本	秀樹	氏

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
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医薬品	品質、分析、CMC薬事、製剤	関連

異物および材料分析のＦＴ -ＩＲ分析法ノウハウ（2/23）
～	品質改善のための IR 分析ガイドセミナー	～

http://eCompliance.co.jp/B160273.html
これから測定解析に従事、利用を図りたい方は必聴

事例を加えながら、サンプリングや前処理、分析手法、スペクトル解析について解析します
日時：2016 年 2月 23 日（火）		13:00 ～ 16:30
会場：	東京・大田区蒲田	大田区産業プラザ (PiO)1FA+B 会議室	
受講料：43,200 円（会員受講料	41,040 円	)

【講師】( 同 ) ＩＲ分析研究所		所長	薬学博士 /環境計量士	
　　　			谷川	征男	氏

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

http://eCompliance.co.jp/C160203.html
【	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

試験検査室管理・OOT/OOS 対応手順（2/29）
～	トレンド分析と通常値管理幅の設定	～

http://eCompliance.co.jp/C160213.html
－規格を逸脱した場合の試験室のハンドリング並びに品質システムでの運用－

－品質照査・トレンド分析に基づいた通常値管理の必要性－	
■精度管理と計画時の許容基準の考え方
■出荷時の判定基準と有効期間を考慮した判定基準
■トレンド分析と潜在異常の推定
■ラボエラー特定のための試験 /特定後の再試験
日時：2016 年 2月 29 日（月）		13:00 ～ 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】大杉バイオファーマ・コンサルティング ( 株 )　　
　　　			CMC 開発コンサルタント	伊東	雅夫	氏

[ 京都開催 ]	( 全数 ) 受入試験・サンプリング基準と均質性（3/10）
～	PIC/S-GMP のサンプリング要求事項と FDAの抜取検査要求 ( √ n-1 の代用 )	～

http://eCompliance.co.jp/C160372.html
- サンプリングとロット均質性の関係／抜取試験と全数検査／サンプリングの削減 -	

■ PIC/S の GMPガイドラインのサンプリング要求事項を知る
■サンプリングの統計的考え方、サンプリング数の基準とは
■抜取試験の統計的考察と FDAの抜取検査の要求（√ n－１の代用）
■サンプリングとロット均質性の関係
日時：2016 年 3月 10 日（木）		10:30 ～ 16:30
会場：	京都市中京区	ウィングス京都
　　				( 京都市男女共同参画センター )		2F	会議室 1	

【講師】( 株 ) ミノファーゲン製薬　
																顧問　MBA　脇坂　盛雄	氏
受講料：48,600 円	(	会員受講料	46,170 円	)

電池・蓄電デバイス

	［京都開催］	ＵＶ ( ＵＶ－ＬＥＤ含）・ＥＢ硬化・照射技術（3/3）
～特徴・長所・短所の理解、硬化に影響する因子、硬化不良、乾燥メカニズム～

～各硬化技術の基礎からユーザーに向けた活用技術を解説～
～ＵＶ・ＵＶ‐ＬＥＤ・ＥＢ硬化の特性を引き出し、使いこなすために～

http://eCompliance.co.jp/B160303.html
３Ｄプリンター、プリンテッドエレクトニクス、硬化樹脂・塗料・インクへの適用、滅菌・殺菌、機能性付与技術、、、

ハード面（光源・照射機の原理、構成）とソフト面（各種活用技術）の両面からアプローチ
日時：2016 年 3月 3日（木）		13:00 ～ 16:30
会場：	京都市下京区	京都リサーチパーク	1 号館	4F	中会議室Ｂ
受講料：43,200 円	(	S&T 会員受講料	41,040 円）	

【講師】( 株 ) アイ・エレクトロンビーム　
　　　			代表取締役社長　木下	忍　氏
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	[ 京都開催 ]	インクジェット各構成要素の技術・特性把握（3/17）
～原理、種類、民生用と産業用の違い～

～ヘッド、システムから見たインクの重要特性～
～最適吐出量、最適速度、不吐出とばらつき対策～

http://eCompliance.co.jp/B160337.html
ＩＪ技術を応用したい、デバイス等の開発のためＩＪを活用したい、インク開発のためにＩＪ側の要求を把握したい・・・、

各構成要素技術別に基礎、課題、重要特性を解説
日時：2016 年 3月 17 日（木）		10:30 ～ 16:30
会場：	京都市下京区	京都リサーチパーク 1号館 4F 中会議室Ａ
受講料：48,600 円	(	会員受講料	46,170 円）	

【講師】インクジェット・ジェーピー　
　　　			代表　小藤	治彦　氏

	シランカップリング剤の効果的活用ノウハウ（3/24）
～選択基準、最適使用法、反応・表面修飾法、界面制御、評価（分析・解析）、応用開発～

http://eCompliance.co.jp/B160374.html
密着性・相溶性改善、分散性向上、有機無 -機ハイブリッド調整、樹脂・エラストマー架橋　etc.

使用目的、使用場面は千差万別
より有意義にセミナーを受講頂くため、是非皆様の課題を事前リクエストでお送りください。
また、当日は受講者様が取り扱っている材料・目的での個別の技術相談も受け付けます！

[ ※リクエストやご相談の量によっては予定終了時刻後の回答となるケースもございますので、ご了承ください ]
日時：2016 年 3月 24 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】神奈川大学	工学研究所	/ 岩手大学	工学部	
　　　		客員教授	工学博士	山田	保治	氏

新エネルギー、発電、省エネ
	溶解度パラメータ (SP 値・HSP 値 ) の基礎と応用（2/29）
～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/B160229.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 29 日（月）		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

リチウムイオン電池：電極・セルの評価・寿命診断（3/14）
～電気化学インピーダンス測定、充放電曲線解析からの情報～

http://eCompliance.co.jp/B160314.html
★	動作状態把握、特性評価法、電池の劣化度 ･寿命診断法がよくわかる！
★	測定法や材料開発など最近のトピックスも解説して、周辺の研究課題も明らかにいたします。
日時：2016 年 3月 14 日（月）		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】エンネット ( 株 )	代表取締役社長、工学博士　
															小山	昇　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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石油精製＆ディーゼル自動車排気ガス浄化触媒（3/18）
～産業を取り巻く環境変化と市場ニーズの把握～
～新燃料油・ディーゼル触媒の課題と後処理技術～
～エネルギー精製・環境用途の触媒技術を一気に把握～

http://eCompliance.co.jp/A160318.html
排ガス低減、燃費向上、石油精製、、、需要が高まる用途において
キーマテリアルである触媒に求められていることは
第一人者と最前線メーカーの立場からそろぞれを解説
日時：2016 年 3月 18 日（金）		10:30 ～ 16:15
会場：東京・品川区大井町	きゅりあん				5F　第 2講習室					
受講料：	48,600 円	(	会員受講料	46,170 円）
講師：	□10:30～12:30　第 1部　石油精製触媒の進歩と技術・開発動向
																																																															石油分析化学研究所	所長　工学博士、技術士 ( 化学部門 )　藤田稔　氏

　　　□13:15～16:15　第 2部　ディーゼル自動車用排ガス浄化触媒の開発と技術動向
																																																														( 株 ) キャタラー	第 4研究開発部	理事	兼部長	青野	紀彦	氏

高分子材料の誘電・絶縁特性の劣化・破壊制御（3/24）
～ＥＶ／ＨＥＶ、電力、高電圧機器で引き起こされる絶縁破壊の過程～
～寿命を決める要素である部分放電、トリーがどの様に影響するか～

～フィラー添加の効果と引き起こされる劣化・破壊の過程～
http://eCompliance.co.jp/B160334.html

高電圧環境下で引き起こされる絶縁特性劣化、破壊への対策
信頼性の高い電動・電装部品、材料を
日時：2016 年 3月 24 日（木）		10:30 ～ 16:30
会場：	東京・千代田区駿河台	連合会館		5F　502 会議室
受講料：48,600 円	(	会員受講料	46,170 円）

【講師】三重大学　大学院工学研究科　電気電子工学専攻　
　　　		教授　工学博士　飯田	和生　氏

[ 名古屋開催 ]	次世代自動車の空調 &熱マネジメント（4/11）
http://eCompliance.co.jp/A160411.html

駆動源の変遷に応じた空調・冷却システム、熱マネジメントの課題とは？部品材料の動向とは？
東京開催でご好評いただいているセミナーが、いよいよ名古屋にて開講します！
日時：2016 年 4月 11 日（月）		12:30 ～ 16:30
会場：	名古屋市・千種区吹上	名古屋市中小企業振興会館	4F		第 2 会議室
受講料：43,200 円	(	会員受講料	41,040 円）
講師：	カルソニックカンセイ ( 株 ) 環境技術開発グループ　シニアエキスパートエンジニア　原	潤一郎　氏

有機高分子材料の絶縁特性	徹底理解（4/19）
～	その基礎・測定法から機能性向上を目指す試みまで	～

http://eCompliance.co.jp/B160439.html

電気機器の高性能化・小型化に伴い、重要性増す高分子絶縁材料
本セミナーでは高分子絶縁材料の基礎から絶縁特性を計測する上での注意点、機能性向上手法まで解説する

日時：2016 年 4月 19 日（火）		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	

【講師】早稲田大学	理工学術院	教授　大木	義路　氏
受講料：48,600 円	(	会員受講料	46,170 円	)

合成・プロセス化学

電気化学測定の知識と材料開発、評価への活用（2/26）
～ボルタンメトリと交流インピーダンス法の実践～

http://eCompliance.co.jp/B160286.html
測定するのは簡単だけどその結果から活かすことが出来ない方必聴
測定に関する知識・技術から測定後の展開への落し込み方を解説します
日時：2016 年 2月 26 日（金）		10:30 ～ 16:30
会場：	東京・大田区平和島	東京流通センター	2F		第 5 会議室	

【講師】福井大学　名誉教授　青木	幸一	　氏
受講料：48,600 円（会員受講料	46,170 円	)
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スプレードライヤ（噴霧乾燥）の基礎と応用（2/29）
～条件最適化、運転操作の指針と留意点～
～スケールアップ技術とその考え方～

～粒子径、水分、嵩密度等のコントロールと各因子との関係～
http://eCompliance.co.jp/B160269.html

要求される製品を生産するための対象物に合った最適な装置・方法の理解と使用方法
乾燥、微粒化、微細化、非晶質化、凝集化、カプセル化・・・
スプレードライのポテンシャルを引き出すための最新技術、効率化・改善・用途実例とテクニック
日時：2016 年 2月 29 日（月）		10:30 ～ 16:30
会場：	東京・千代田区駿河台	連合会館		5F　502 会議室	
受講料：48,600 円（会員受講料	46,170 円	)

【講師】大川原化工機 ( 株 )　開発部　部長　
															根本	源太郎　氏

化学プロセス研究開発 ( 初期 ) 時コスト試算 /Excel（4/19）
～開発ステージにマッチしたコスト試算～

http://eCompliance.co.jp/C160401.html
【	Excel 演習で理解する！	】
設備投資額の概略積算および

ディスカウント・キャッシュ・フロー (DCF) 法による投資採算性の計算演習を
エクセルシートで実施

日時：2016 年 4月 19 日（火）		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：48,600 円（会員受講料	46,170 円	)

【講師】( 株 ) ＫＲＩ	環境化学プロセス研究部	理事	部長	
																阪井	敦	氏

樹脂・ゴム、高分子、複合材料

高分子膜／フィルムの透過特性及び高バリア性（3/14）
http://eCompliance.co.jp/B160384.html

例年ご好評いただいている、辻田先生のバリア性セミナー
高分子膜／フィルムの透過・拡散・収着現象の基礎を一から理解
日時：2016 年 3月 14 日（月）		10:30 ～ 16:30
会場：	東京・品川区大井町きゅりあん		4 階		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：	名古屋工業大学	大学院	工学研究科	プロジェクト教授	工学博士　辻田	義治	　氏

光開始剤・増感剤の基礎と最適な選定・使用方法（3/28）
～各種硬化条件での最適選定及び最適使用～

http://eCompliance.co.jp/B160328.html
光硬化剤において阻害要因や開始剤のトラブルに悩んでいる方を対象に
開始剤の特徴から最適な使用指南について解説します
日時：2016 年 3月 28 日（月）		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：	48,600 円	(	会員受講料	46,170 円	)	
講師：	BASFジャパン株式会社	ディスパージョン＆レジン　アジア	パシフィック地域本部
																	エレクトロニック	スペシャルティズ　開発グループ	シニアマネージャー	倉	久稔		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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特許・知財・ビジネススキル

研究開発テーマ評価の仕組み構築と実践（3/15）
～新しい市場環境下において収益を生み出すテーマを見極めるには～

～企業の死命を制するテーマを思いや価値観、過去の経験「だけ」で評価してませんか～
～各評価法のメリット・デメリットを踏まえ解説～

～良い研究開発評価システムの要件とは～
http://eCompliance.co.jp/B160315.html

収益を生み出す研究開発テーマを見極め、見抜くためのエッセンスとは、そして組織で機能させるには
スコア法、ディスカウント・キャッシュフロー法、ステージゲート法、ＮＰＶ ( 正味現在価値 ), ＩＲＲ ( 内部収益率 )
日時：2016 年 3月 15 日（火）		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】ベクター・コンサルティング ( 株 )	
															代表取締役	浪江	一公	氏

Excel と特許検索サイトによるパテントマップ作成（3/31）
http://eCompliance.co.jp/B160331.html

パテントマップを活用しアイデア創出や特許網を構築方法について
特許情報プラットフォームと Excel を実際に使用しながら解説します
日時：2016 年 3月 31 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	

【講師】イノパティ特許事務所　所長	弁理士	鈴木	伸一郎	氏
受講料：48,600 円（会員受講料	46,170 円	)

その他

化粧品での香り評価・表現法と商品差別化事例（2/26）
～ターゲット・製品に応じた賦香と商品コンセプトの確立要因としての香りの役割～

http://eCompliance.co.jp/C160271.html
★具体的なコンセプトに合わせた香りの選択・評価、香りの表現方法を習得する！★
　　・商品コンセプトと香りのイメージマッチングとは？消費者とどう共有するか？
　　・香りの具体的評価方法～嗅ぎ方から感受性の高め方、商品との相関性まで～
　　・商品において「香り」をどのように表現するか？コンセプトとの連動方法

★講師の経験を踏まえた賦香実例からヒット商品開発に繋がる具体的な賦香開発を学ぶ！★
　　・香りにおける高級感の感じ方と個人差をふまえた評価～どのような香りで高級感等イメージを表現できるのか
　　・人種、年齢層が違うと香りの好みはどう違う？？各特徴をふまえた好まれる香りとは
　　・「化粧品の香り」はどの程度支持率があればＯＫ？香りにおける付加価値のつけ方は？
日時：2016 年 2月 26 日（金）		10:30 ～ 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：	□10:30～13:00　第 1部「商品コンセプト・イメージに併せた香りの選択・評価と商品開発における香りの表現方法」
																																																													( 株 ) 永廣堂本店　	営業部　部長　前川　喜美氏

　　　□14:00～16:30　第 2部「ターゲットや製品に応じた賦香と商品差別化への取り組み
																																																																											～年代・性別・環境の違いにおける「好まれる香り」と競合製品との差別化事例～」
																																																													元　ポーラ化成工業（株）横浜研究所　研究員　佐藤　孝　氏

≪ ISO	22716/GQP ≫化粧品	製造委託先監査（2/29）
～	入	門	コ	ー	ス	～

http://eCompliance.co.jp/C160211.html
★化粧品製造になぜGMPが必要か、医薬品GMPと化粧品GMPとの違いは何か、
				化粧品に特有の品質及び品質を作り込む諸要件、GMPを遵守しない場合に発生が懸念される諸問題とは？

★中期的視野を見据えた継続的な監査が必須！実地監査で実務的具体的手法および指摘事例を解説
				監査計画書立案、現場における情報収集がうまくなる効果的な聞き取り方、
				そして効果的な監査に役立つ調査の仕方の ”こつ ” を教えます！
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 1 講習室	
受講料：48,600 円（会員受講料	46,170 円	)

【講師】医薬品品質保証支援センター (NPO-QA センター )		
　　　		顧問　若山	義兼　氏
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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～

25,650 円

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

http://eCompliance.co.jp/SHOP/P086.html
35,910 円

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		-

■サイト変更の技術移転時のGMP/ レギュレーション																																																							■製法変更・サイトチェンジ時の品質評
■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																■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

	[ 京都開催 ] 知財視点でのコア技術とテーマを創出（3/4）
～	研究開発者必須の知財・事業視点、コア技術視点を学び新規テーマの創出に繋げる	～

http://eCompliance.co.jp/B160304.html
研究開発テーマの苦慮している方々は必見！
知財視点で自社の事業を見直して新規研究開発テーマの考案・創出に繋げる方法を提示する
日時：2016 年 3月 4日（金）		13:00 ～ 16:30
会場：	京都市下京区	京都リサーチパーク		1 号館	4F	中会議室 B	
受講料：43,200 円	(	会員受講料	41,040 円	)

【講師】高収益化支援家・弁理士　中村大介	氏	
　　　		（株式会社如水　代表取締役）
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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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電話：03-5461-9538
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編集後記
最近、AMAZONが 1時間配達といったサービスを

開始しました。
私の住む品川区もその対象で非常に便利です。
例えば、シャンプーや歯ブラシといった日用品が

なくなった場合、寒い中着替えてスーパーまで買い
に行かなくても、ネットから注文すればすぐに届け
てもらえます。
ネット検索ですから、陳列棚を探す手間も省けま

すし、重い荷物を持ち帰る必要もありません。
eBusiness の進歩は非常に驚くものがあります。
書籍も書店に行って買うことがほとんどなくなり、

また場合によっては、電子で読むことが多くなりま
した。
レンタルビデオも同様です。ネットでストリーミ

ングしてリアルタイムで見ることができます。

しかも場合によっては、無料で名画を見ることが
できます。
SNS などによって、遠く離れた友人や、学生時代
の同級生とも近況の連絡が容易になりました。
これからも、ますます便利になっていくことでしょ
う。
ただし、テクノロジーといった文明に使われてし
まうのではなく、文化もしかっり保ちたいものです。

【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


