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C oncept コンセプト

「国内、世界の化学物質規制が年々強化されている」
「海外を中心に、多数の関連規制をタイムリーに把握／対応す
るのに苦慮している」
「後手に回っている化学物質管理を自社の強みに変えたい」
⇒多々寄せられるこのような声に応えるべく、形式にとらわれ
ず、タイムリーで必要性の高い情報を提供できる「雑誌」とい
う媒体での情報提供を企画。月刊誌。

企業の含有化学物質／環境規制担当者、RC担当者、安全衛
生責任者、開発研究者、その他実務担当者

関連のセミナーを数多く手掛
け、担当者の声を直接聴けるの
が弊社の強み。それを最大限
生かし、ダイレクトに要望に応
える雑誌に。セミナーとの連動
も随時企画。

これまで長年継続して、多くの
関連企画を手掛けてきた弊社
ならではの顧客と人脈を生か
し、他ではなしえない内容の情
報提供とともに、多くの想定読
者を顧客として保持。

実務担当者の
生の声を形に1 豊富な

実績と人脈2
経験・知識豊富な企画担当者
を設置。常にニーズを調査・実
現するとともに、社内編集担当
による読みやく分かりやすい
紙面を提供していく。

専任企画
担当者の設置と
読みやすい紙面3

刊行の狙い

主な読者ターゲット

特色3点

大好評！

月刊

★詳細・お申込は、本誌のＨＰをご覧ください。
 http://www.johokiko.co.jp/publishing/BM160800.php
 または、 「BM160800＋情報機構」でWEB検索ください。
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☆GCPシステム監査について、これほど詳細に記述した類書はありません
☆医薬品GCP省令に則ったシステム監査の方法と着目すべきポイントは何かを解説
☆多種多様なベンダーを選定するための要件調査の方法と調査票の作成方法を解説

第1章　医薬品GCP省令におけるシステム監査
　1.個々の治験の監査とシステム監査   2.治験のシステム   3.その他の施設   4.保証型監査と助言型監査

第2章　システム監査の流れとそのポイント
　1.監査手順書の作成
　　1.1 監査手順書の記載事項　1.2 監査様式　1.3 監査担当者の要件
　2.監査計画書の作成        / 2.1 監査計画立案のタイミング　　2.2 監査計画書の記載内容
　3.監査実施の通知          / 3.1 治験依頼者への監査実施通知　3.2 実施医療機関への監査実施通知
　4.チェックリストの作成
　　4.1 チェックリストの利用　　4.2 既存のチェックリストの流用
　　4.3 必須文書一覧の利用　　　4.4 被監査部門の手順書等の活用
　5.監査の実施
　　5.1 資料の閲覧(Dcument Review)　5.2 インタビュー(Interview)　5.3 ツアー(Tour)
　6.監査終了から報告まで
　　6.1 監査所見のまとめとピアレビュー(Peer Review)   6.2 監査所見の重み付け
    6.3 監査報告書案の作成　　　　　　　　　　　　　  6.4 監査報告書の作成と提出
　　6.5 実施医療機関への監査報告書の提出　　　　　　  6.6 監査証明書の作成の必要性
　7.監査後の対応
　　7.1 監査結果のフィードバックとCAPA　              7.2 フォローアップと再監査  
　　7.3 実施医療機関に対する監査結果のフィードバック

第3章　治験依頼者に対するシステム監査
　1.監査計画書の記載 / 1.1 監査の対象と被監査部門名　1.2 目的　　1.3 基準文書
　2.組織構造(組織図、担当者、指名要件)       / 2.1 GCP組織       2.2 担当者、指名要件
　3.手順(手順書)     / 3.1 手順書と記載事項    3.2 手順書の改定
  4.プロセス         / 4.1 教育訓練            4.2 記録の保存
  5.資源(ITシステム)
  6.ファシリティー（保管室、サーバールーム等）
 　6.1 ファシリティー監査      6.2 ファシリティ共通の監査着眼点　　 6.3 ファシリティの災害対策
　 6.4 治験薬保管室  　        6.5 資料保管室                       6.6 サーバールーム

第4章　実施医療機関に対するシステム監査
 1.実施医療機関と治験審査委員会のシステム監査
　1.1 実施医療機関におけるシステム監査　　1.2 実施医療機関の規模による監査環境の違い
 2.実施医療機関

 　2.1 実施医療機関の要件       　2.2 実施医療機関の組織　　   　2.3 実施医療機関の手順     
 　2.4 治験薬保管場所の確認　　　 2.5 治験事務局、資料保管場所 　2.6 検査の実施プロセス
 3.健康成人試験専門施設
 　3.1 施設の施錠管理状況及び災害時対応の確認　　3.2 ボランティア居住環境の確認　
   3.3 治験事務局へインタビュー
 4.治験審査委員会(組織、手順書、教育訓練)
 　4.1 治験審査委員会に対する監査　　4.2 治験審査委員会の組織
 　4.3 治験審査委員会の手順(手順書)　4.4 治験審査委員会のプロセス  4.5 治験審査委員会の資源

第5章　ベンダーの監査と管理
 1.その他の施設に対する監査
 　1.1 治験に関わるベンダー    1.2 ベンダーオーディット
 2.CROと薬物濃度測定機関に対するベンダーオーディット
 　2.1 開発業務受託機関(CRO)   2.2 薬物濃度測定機関
 3.その他のベンダーオーディット
 4.ベンダー管理

第6章　ベンダーの選定と要件調査
 1.ベンダーの選定
 2.要件調査の手順書、計画書、報告書の作成
 　2.1 GCP省令と要件調査     2.2 要件調査手順書の作成　 2.3 要件調査計画書の作成
   2.4 要件調査票の作成　　  2.5 要件調査実施通知書     2.6 訪問による要件調査
　 2.7 調査結果の報告と委託の決定
 3.ベンダー共通の調査内容
　 3.1 バックアップの確認　 3.2 組織体制(組織図、担当者、指名要件)　3.3 手順(手順書)
   3.4 教育訓練   3.5 人員　3.6 ITシステム   3.7 ファシリティー(保管施設、サーバールーム)

第7章　各種ベンダーにおける要件調査票
 1.開発業務受託機関、治験施設支援機関
　 1.1 開発業務受託機関の調査票     1.2 治験施設支援機関の調査票
 2.健康成人試験専門施設
 3.中央検査機関(臨床検査機関、薬物濃度測定機関)
　 3.1 臨床検査機関の調査票         3.2 薬物濃度測定機関の調査票
 4.治験薬製造施設、治験薬保管施設、治験薬運搬業者
 　4.1 治験薬製造施設の調査票       4.2 治験薬保管施設の調査票      4.3 治験薬運搬業者の調査票
 5.資料保管会社の調査票
 6.EDCベンダーの調査票
 7.その他のベンダー
　7.1 症例登録センターの調査票      7.2 治験薬割付業者の調査票
　7.3 統計解析業者の調査票          7.4 翻訳業者の調査票

ＧＣＰシステム監査
-システム監査の基礎と実践、ベンダー選定とオーディットへの応用-

株式会社エスアールディ　大場 誠一　氏

発刊　　2017年11月
定価　　46,000円 + 税
体裁　　B5判  ソフトカバー　
           352ページ
ISBN　  978-4-86502-143-1

☆医薬品開発におけるHPLC・LC-MS・LC-MS/MS分析の考え方を記した書籍
☆戸塚氏の長年の経験をふまえ、分析機器の各特徴から分析事例までを1冊に凝縮
☆薬物定量分析手法を中心に、生体試料や核酸医薬品等の特殊な分析事例も掲載

＜第1部　医薬品開発における定量分析及び分析器の基礎＞
第1章　概要
第2章　定量分析における質量分析の流れ
 1.LC-ESI-MSインターフェイス            2.分析器のスキャンとSIMおよびSRM
 3.HPLCカラムの選択                     4.高感度定量法における前処理
 5.Validation data                      6.臨床試験の準備
 7.イオン化効率とマトリックス　　　　   8.HPLC(高速液体クロマトグラフ)の進歩
 9.HPLCの理論段数の国際統一の必要性　  10.LC-MS/MSの必要性とメソッド開発のポイント
 11.医薬品開発研究と薬物定量分析におけるLC-MS/MS定量分析
第3章　MSの基礎
 1.プロトン化分子(後付け；分子起動法に基づいたプロトン化分子の生成)    2.脱プロトン化分子            
 3.複素原子のプロトン化分子の開裂     4.多重結合π電子のプロトン化分子の開裂
 5.分子軌道法に基づいたプロトン化分子のフラグメンテーション
 6.励起電子状態・振動励起状態・フラグメンテーション・準平衡理論
 7.環状化合物の開裂                   8.多方向分枝結合の歪による開裂
 9.MSnのフラグメンテーション         10.イオン化
第4章　薬物動態研究と定量分析
 1.血中濃度(blood concentration)     2.In vitro 代謝試験
 3.ロボットを用いた探索代謝          4.In vivo 代謝試験        5.薬物動態とRegulatory Science
第5章　分析法バリデーションの考え方
 1.臨床試験における薬物定量分析法バリデーションのレギュレーション
 2.臨床試験における薬物定量分析法バリデーションについて    3.臨床試験における薬物定量分析法について
 4.臨床試験における薬物定量分析法バリデーション           5.実試料分析
第6章　薬物相互作用と定量分析
 1.薬物相互作用とは？        2.薬物動態学的相互作用～重要性も踏まえた～
 3.CYPによる薬物代謝         4.薬物の相互作用を回避したドラックデザイン
第7章　LC-RI-ESI-MSによる標準物質のない代謝物の定量分析
 1.LC-RI-MS/MS法       2.TBのLC-RI-MS/MS法による標準物質のない代謝物のMIST評価
 3.LC-RI-MS/MS法のマトリックス効果と対策
 4.使用した基質とLC-RI-MS/MS法の測定機種の影響とマトリックス効果の対策

＜第2部　薬物定量分析の実例と応用＞
第1章　向精神薬のZotepineのEDC-GCおよびGC-MSによる高感度定量法
 1.ZotepineのGC-MSによる高感度定量法     2.ZotepineのGCによる高感度定量法
 3.ZotepineのGC-MSによるin vitro代謝物構造解析

第2章　抗痴呆約エキシホンのGC-MSによる高感度定量
 1.エキシホンの化学構造式         2.エキシホンの前処理     3.エキシホンのGC-MS測定条件
 4.エキシホンの検量線             5.エキシホンのヒト血漿中濃度のGC-MS定量法の再現性
 6.エキシホンのヒト全血中安定性   7.エキシホンのヒト血漿中安定性
 8.エキシホンのヒト血漿中-20℃凍結保存中の安定性
第3章　消炎剤FR62156蛍光検出器付きHPLCによる高感度定量
 1.FR62156と内部標準物質の化学構造式   2.FR62156の前処理    3.FR62156のHPLC測定条件
 4.FR62156のHPLC Chart                 5.FR62156の検量線
 6.FR62156の蛍光検出器付きHPLC定量法の再現性
第4章　第3世代セフォロスポリン
 1.ペニシリンの薬物速度論パラメーター    2.第3世代セフォロスポリンの創薬合成
 3.第3世代セフォロスポリン経口剤セフゾンの代謝物の構造決定
 4.3Hまたは14C表紙期待のADME(吸収、分布、代謝、排泄)試験
 5.スタフィロコッカス耐性菌に有効な第3世代セフォロスポリンのセフォセリス
 6.RI表紙期待を用いた臨床試験
第5章　免疫亢進剤FK565の臨床試験の薬物濃度EIA定量法
 1.FK565-BSA抗原とFK565-Gal蛍光発色誘導体の合成    2.FK565-BSA抗原による抗体産生
 3.FK565-ポリクローナル抗体、FK565-Gal、4MUGサンドイッチFK565-EIA法
第6章　免疫抑制剤FK506の臨床試験の薬物濃度LC-MS定量法
 1.FK506の化学構造式    2.FK506の高感度定量法     3.LC-MS測定条件
第7章　MSnのフラグメンテーションによるTiaramideと代謝物の構造解析
 1.Tiaramideのプロトン分子     2.Tiaramideのプロトン分子の(MS)nフラグメンテーション
 3.Tiaramideの代謝物とそれらのESI ion trap MS
 4.Tiaramideのin vivo 代謝物   5.TiaramideのEIマススペクトル
第8章　FK888
 1.FK888の生体試料中濃度測定法   2.FK888の放射能濃度測定法      3.FK888の吸収    4.FK888の分布 
 5.FK888の蛋白結合       6.FK888の血球への分配   7.FK888の代謝  8.FK888の排泄
 9.FK888の薬物相互作用  10.FK888のPhase I 臨床試験
第9章　創薬の研究の変遷　プロテオーム、バイオマーカーのLC-MS研究
 1.ヒト成長ホルモン「ソマゾン」LC-MS法  
 2.プロテオーム、トランスクリプトーム、メタボロームとバイオマーカー
 3.薬物の活性代謝物とタンパクの共有結合体のLC-MS/MS解析   4.核酸医薬品の臨床試験
第10章 マイクロドーズ臨床試験
 1.マイクロドーズ臨床試験での薬物濃度のLC-MS定量法  2.マイクロドーズ臨床試験での薬物代謝物の構造解析
 3.Fexofenadineのマイクロドーズ臨床試験の線形性
 4.QuinidineとVerapamileのマイクロドーズ臨床試験の非線形性
 5.Nicardipineマイクロドーズ臨床試験での代謝物検索と定量分析
 6.14C-標識体のマイクロドーズ臨床試験のAMSによる薬物濃度測定
 7.ポジトロン(11C,13N,15O,18F)標識体の PETによるマイクロドーズ臨床試験

LC-MS/MS定量分析の基礎

戸塚 善三郎　氏　

〈創薬・臨床・薬物動態実務試験のための〉
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☆主要ガイダンスの発出状況と各ガイダンスの重要点とは？
☆規制庁当局から見たデータインテグリティの査察ポイントと指摘事項とは？
☆製薬企業におけるデータインテグリティの取組み事例。

第1章　データインテグリティに関するガイダンスの発出状況

第2章　MHRA（英国医薬品・医療製品規制庁）の動向とデータインテグリティガイダンス
 2.1　MHRAが近年の査察状況レポートを発表
 2.2　MHRA GMP Data Integrity Definitions and Guidance for Industry March 2015の発出

第3章　WHOのデータインテグリティに関するガイダンス21
 3.1　WHO「GUIDANCE ON GOOD DATA AND RECORD MANAGEMENT PRACTICES」の概要とその要点
　 1. 「はじめに」とその要旨 / 2. ガイダンスのねらいと目的 / 3. 用語 
　 4. 原則
      Appendix 1 付録1（抜粋）
     ・Attributable　帰属性 / ・Legible, traceable and permanent　判読可能、追跡可能、永続的
     ・Contemporaneous　同時性 / ・オリジナル記録のレビュー
     ・オリジナル記録または認定された真正なコピーの保管 / ・Accurate　正確であること

第4章　FDA「Data Integrity and Compliance With CGMP Guidance for Industry」の構成とその概要

 1.1　「はじめに」の概要 / 1.2　「背景」の概要
 1.3　「質疑応答」の内容
   Q1. CGMP記録に関連する以下の用語を明確にしてください。
     a. 「データインテグリティ」とは? / b. 「メタデータ」とは? / c. 「監査証跡」とは?
     d. FDAは記録形式に関して用語「スタティック」と「ダイナミック」をどのように使い分けているか?
     e. FDAは§211.68（b）において用語「バックアップ」をどのように使用しているか?
     f. §211.68（b）における「コンピュータまたは関連システム」の「システム」とは何か?
   Q2. 意思決定からCGMPデータを除外することが許容されるのはどのような時か?
   Q3. コンピュータシステム上の各ワークフローをバリデートする必要があるか?
   Q4. CGMPコンピュータシステムへのアクセスはどのように制限するか?
   Q5. なぜFDAはコンピュータシステムの共有ログインアカウント使用を懸念しているのか?
   Q6. ブランクフォームはどのように管理されるべきか?
   Q7. 監査証跡はどのくらいの頻度でレビューすべきか?
   Q8. 監査証跡は誰がレビューすべきか?
   Q9. 電子コピーを紙や電子記録の正確な複製として使用することは可能か?
   Q10. FT-IR装置等、スタンドアロン コンピュータ試験装置の元電子記録の代わりに、
        紙印字出力や静的記録を保存することは許容できるか?
   Q11. マスター製造記録の手書き署名の替わりに電子署名の使用は可能か?
   Q12. 電子データはいつCGMP記録になるのか?　　　　　
   Q13. なぜFDAは警告文書において「システム適合」や試験、調剤、または平衡試験実施時の
        実サンプル使用を指摘したのか?

   Q14. 再処理された試験室クロマトグラフィーのみからの最終結果の保存は許容可能か?
   Q15. 潜在的なデータ改ざん等の品質問題に関する社内情報は、文書化されたCGMP品質システムの
        範囲外で非公式に扱うことは可能か?
   Q16. 通常のCGMPトレーニングプログラムの一環として、データインテグリティ問題の
        検知トレーニングを個人に対して実施すべきか?
   Q17. FDA査察官には個人の電子記録を見ることが許されるのか?
   Q18. 査察中、警告文書中、またはその他規制措置において検知したデータインテグリティの
        問題について、FDAはどのように対処するか?

第5章　PIC/S GUIDANCE「GOOD PRACTICES FOR DATA MANAGEMENT AND INTEGRITY IN REGULATED
　　 　GMP/GDP ENVIRONMENTS」の構成とその概要
 はじめに / 目的 / 範囲
 データガバナンスシステム
　 1.データガバナンスとは? / 2.データガバナンスシステム
   3.データガバナンスへのリスクマネジメントアプローチ / 4.データ重要度 / 5.データリスク
   6.データガバナンスシステムのレビュー / 8.紙記録の運用とデータインテグリティにおける考慮事項
   9.電子記録の運用とデータインテグリティにおける考慮事項
   11.データインテグリティ調査結果に応じた規制措置

第6章　データインテグリティに関する取組み事例
 6.1　PDAアイルランド支部における「データインテグリティセミナー」
 6.2　規制当局（HPRA）から見たデータインテグリティ
　　　■ 査察時の着目点　■ 不適合の事例 91
 6.3　製薬企業におけるデータインテグリティの取組み事例-1
　　  ～AMGENのQCラボにおけるデータインテグリティ実践的アプローチ
 6.4　製薬企業におけるデータインテグリティの取組み事例-2
　  　～NOVARTISのデータインテグリティ
第7章　FDA警告文書に見るデータインテグリティ関連指摘事項とその対策

　指摘例1:紙記録の不正破棄 / 指摘例2:生データ変更・削除防止機能の不備
　指摘例3:監査証跡機能の無効化 / 指摘例4:共有パスワードの使用 / 指摘例5:生データの不正廃棄
　指摘例6:生データ保存の不備 / 指摘例7:不合格試験結果隠し / 指摘例8:生データ情報不足
　指摘例9:HPLCの不正トライアル試験 / 指摘例10:生データ読み出しの不備
　指摘例11:アクセス管理の不備 / 指摘例12:試験データの不当廃棄 / 指摘例13:オリジナルデータ維持の不備

第8章　データインテグリティに関する日本の動向
第9章　データインテグリティへの対応 -まず何をすべきか
第10章　弊社の「データインテグリティ管理規程ひな形モデル」とその概要

『データインテグリティガイダンスの要件別一覧＜抜粋版＞』

おわりに　/　参考資料  

データインテグリティの要件と解説
－当局の考え方とその対応例－

株式会社シー・キャスト　代表　荻原　健一　著
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☆雑誌GMPeopleで注目された記事を単行本化。医薬品GMP監査員が理解しておくべき内容を重要事項を掲載！
※本書籍は雑誌 GMPeopleにて"2015年4月～2016年3月"の期間に連載されていた記事に
　2017年4月段階での現状に合わせて追記・編集・調整を行った内容となります。

第1章　GMP 監査とQM におけるQA 及び監査の役割とは
　1. GMP 監査の基本的な考え方 
　2. リスクマネジメントベースでの医薬品品質マネジメントシステム(PQS)
     体制の構築
　3. QA 及び監査部門・部員の心構え・行うべき業務

第2章　GMP 監査体制の確立と体系的及び計画的監査の進め方
　1. GMP 監査組織・体系の構築・確立
　2. GMP 監査員養成の教育システム構築
　3. 効率的・効果的なGMP 監査作業計画の立て方・進め方

第3章　製品品質照査と継続的改善のポイント
　1. 継続的改善に必要な製品品質照査とその目的
　2. 製品品質照査の進め方
　3. 製品品質照査報告書の作成方法
　4. 継続的改善のポイントとヒューマンエラーへの対応

第4章　GMP システム監査
　1. システム監査の必要性及び意義
　2. システム監査技法 

第5章　6 サブシステムアプローチの留意点
　1. 6 サブシステムの概要
　2. 6 サブシステム監査とGMP 要素
  3. 6 サブシステム監査の焦点 　
　4. 6 サブシステム査察への対応

第6章　GMP 監査の対象となるQMS文書・記録（事例）
　1. QMSの文書化
　2. 文書作成と管理のポイント

　3. PIC/S GMP の上乗せ要求文書のポイント
　4. 使いやすいSOP 作成の留意点

　
第7章　内部監査（自己点検）のポイント
　1. 内部監査と自己点検 2. 計画段階の留意点 3. 準備段階の留意点
　4. 実施段階の留意点   5. フォローアップ段階の留意点

第8章　外部監査（委託先監査・供給者監査）のポイント
　1. 委託先監査計画・準備段階の留意点
　2. 委託先監査実施段階の留意点
　3. 供給者監査計画・準備段階の留意点
　4. 供給者監査実施段階の留意点
　
第9章　文書監査のポイント
　1. 文書監査とは
　2. 製品標準書・3 基準書・9 手順書の調査 
　3. その他要求文書の調査

第10章　GMP 監査計画書及び監査チェックリスト作成の留意点
　1. 監査計画書作成の留意点
　2. 監査チェックリスト作成の留意点 

第11章　実地監査の留意点及び監査所見の作成の留意点
　1. 実地監査（全般）の留意点
　2. 情報収集時の留意点
　3. 監査所見の作成の留意点

第12章　監査報告書作成及び改善措置報告書に対する検証のポイント
　1. 監査報告書作成のポイント
　2. 改善措置報告書に対する検証
　3. 改善措置のフォローアップ手順

第13章　医薬品原材料におけるGMP 監査及びGDP を踏まえた監査の留意点
　1. 原材料調達先への監査のポイント
　2. 医薬品原材料におけるGDP の考え方と監査

医薬品ＧＭＰ監査員必携

帝人株式会社　岡本 真人　氏　
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☆製品品質照査を実施する上での(製品品質照査の位置付、実施方法、手順書の考え方、留意点、報告書の考え方)を解説。
☆製品品質照査におけるバリデーション基準と報告書の考え方や逸脱・変更管理、是正・予防措置の考え方についても解説する。

第1章　GMP施行通知改正における「製品品質照査」導入の意図とその背景
 1.「製品品質照査」導入の意図とその背景　　2.製品品質照査の目的
 3.製品品質照査実施の基本的な考え方　　　　4.照査すべき項目      5.製品品質の照査報告書記載例
第2章　製品品質照査の位置付けと実施手順
 1.マネジメントレビューにおける製品品質照査の位置付け   
 2. 製品品質照査の実施方法   3. 製品品質照査の手順書
 4. 製品品質照査に際し留意すること
　4.1 製造頻度が低い場合 / 4.2 原料及び資材の対象範囲
　4.3 製造ロット数が多い場合 / 4.4 ユーティリティーの照査
 5. GMP適合性調査対象としての製品品質照査報告書
第3章　原料及び資材の受入れ時における試験検査の結果の照査
 1. 原料及び資材の受入れについて
 　1.1 / 照査すべき原料選定のため / 1.2 照査すべき資材選定のため / 1.3 照査の範囲
 2. 原料及び資材の受入れ時における試験検査の結果の照査
 3. 原料等の供給者管理
 　3.1 供給者管理の必要性 / 3.2 供給者管理の手順 / 3.3 供給者の適格性審査の手順とポイント
第4章　重要な工程管理及び最終製品の品質管理の結果の照査
 1. 重要な工程管理及び最終製品の品質
 　1.1 重要な工程管理及び最終製品の品質管理の結果の判定例
 2. 統計手法の活用
 　2.1 管理図 / 2.2 管理図の視点 / 2.3 工程能力 / 2.4 工程能力指数
第5章　バリデーション実績
 1. 製品品質照査におけるバリデーション実績の評価
 2. バリデーション基準
 　2.1 バリデーション基準のポイント / 2.2 製品ライフサイクルを通じて集積した知識や情報とは
　 2.3 製造業者等の全体的なバリデーションの方針とは
 3. PIC/S GMP ANNEX15     4. 製品品質照査報告書における記載
 5. 製品品質照査結果からのバリデーション実施の判断
第6章　逸脱及び不適合（逸脱処理、CAPA）
 1. 確立された規格に対し不適合であった全バッチの照査及びそれらの調査
 2. すべての重大な逸脱又は不適合、それらに関連する調査、及び結果として実施された是正処置、
    予防措置の有効性についての照査
 3. 是正処置及び予防措置（CAPA）
　3.1 CAPAとは / 3.2 CAPAの一般的な流れ

第7章　工程又は分析方法に対し実施したすべての変更の照査
 1. 変更管理とは
 　1.1 変更管理で達成すべき課題 / 1.2 製造販売業者への報告と決定結果の受理
 　1.3 変更管理の手順 / 1.4 変更内容に応じた確認・検証事項
 2. 製品品質の照査報告書記載例
第8章　安定性モニタリングの結果及びすべての好ましくない傾向についての照査
 1. 安定性モニタリングの必要性
 　1.1 安定性モニタリングの目的
 2. 安定性モニタリングの留意点
 　2.1 測定項目 / 2.2 モニタリング頻度と測定間隔 / 2.3 保存条件 / 2.4 試験実施
 3. 製品品質の照査報告書記載例
第9章 品質に関連するすべての返品、品質情報及び回収並びにその当時実施された原因究明調査についての照査
 1. 返　品
 　1.1 返品に関する製品品質の照査報告書
 2. 品質情報
 　2.1 品質情報及び品質不良等の処理の手順 / 2.2 品質情報の活用
　 2.3 品質情報に関する製品品質の照査報告書
 3. 回　収
　 3.1 医薬品・医療機器等の回収に関する基本的な考え方 / 3.2 回収の定義
　 3.3 海外への回収情報の発信 / 3.4 回収に関する製品品質の照査報告書
第10章　工程又は装置に対して実施された是正措置の適切性についての照査
 1. 是正措置とは
 　1.1 定　義 / 1.2 解　釈 / 1.3 是正措置の水平展開
 2. 工程又は装置に対して実施された是正措置
 　2.1 工程又は装置に対して実施された是正措置の適切性に関する製品品質の照査報告書
第11章　関連する装置及びユーティリティーの適格性評価状況に関する照査
 1. 関連する装置及びユーティリティーの適格性評価状況
 　1.1 関連する装置の日常・定期点検及び適格性評価の状況
 　1.2 関連するユーティリティーの日常・定期点検及び適格性評価の状況
第12章　委託先に対する管理についての照査、製造販売承認関係についての照査
 1. 委託先に対する管理について
 　1.1 委託先とは / 1.2 委託先評価 / 1.3 委託先に対する管理についての照査
 2. 製造販売承認関係についての照査
 　2.1 照査の範囲 / 2.2 製造販売承認関係についての照査

付録：平成25年度厚生労働科学研究費補助金(地球規模保健課題推進研究事業)
　　　「医薬品・医薬品添加剤のGMPガイドラインの国際整合化に関する研究」
　　　　製品品質の照査報告書記載例

医薬品GMPにおける製品品質照査

C&J　代表   新井 一彦　氏　
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☆本書籍は雑誌 GMPeopleにて"2015年5月～2016年3月"の期間の連載記事に追記・編集を行った内容です。
☆2017年4月の現状よりGMP省令の今後やより重要性を増してくる【品質マニュアル】の作成の考え方や作成の目的・意味について解説。
☆【SOP(その他製造管理・品質管理に必要な手順書)】について作成する上でのルールや査察時等で指摘されるやすい事項についても解説する。

第1章　品質マニュアル
1.GMPの変遷　　　　　　　 2.PIC/S GMPガイドの要請
4.品質とは何か　　　　　  3.品質マニュアルの作成と品質方針の設定
5.経営陣の参画について 　 6.経営陣とは
7.責務の明確化            8.外部委託作業及び供給業者等の管理
9.継続的改善

第2章　製造指図記録書
1.指図書および記録書への記載事項     2.PIC/S GMP ガイドの製造処方、指図書、記録書
3.指図書作成時の留意点               4.記録書への記載事事項と注意事項
5.製造指図記録書(表紙)の作成事例

第3章　製造管理基準書、品質管理基準書、衛生管理基準書
1.製造管理基準書     2.品質管理基準書     3.衛生管理基準書

第4章　ＳＯＰ(その他製造管理・品質管理に必要な手順書)
1.ＳＯＰとは                   2.ＳＯＰ作成管理手順書
3.ＳＯＰの作成手順             4.ＳＯＰ作成のまとめ
5.ＳＯＰにかかわる指摘事項     6.保管関連の必要ＳＯＰ
7.秤量作業ＳＯＰの留意点       8.液調整作業ＳＯＰの留意点
9.手洗浄作業ＳＯＰの留意点

第5章　製品標準書
1.製品標準書とは
 2.継続的改定の必要性
3.ＰＩＣ／ＳのＧＭＰガイドが求める文書とＧＭＰ省令の製品標準書の関係
4.製造指図記録書原本と製品標準書の関係
5.製品標準書の作成

第6章　製造所からの出荷管理手順書
1部　出荷管理の基礎
　1.1 出荷管理とは /1.2 出荷可否の判定者 /1.3 工場出荷と市場出荷

　1.4 出荷判定作業と判定基準 /1.5 出荷判定基準からの逸脱時の対応
　1.6 市場出荷の手順 /1.7 出荷判定者が作成すべき記録 /1.8 ＧＭＰ事例集にみる出荷管理の留意点
2部　失敗しないための出荷管理考
　2.1 手順や基準は適切か /2.2 指図書、ＳＯＰの内容と実作業の整合性
　2.3 選別工程は有効に機能しているか /2.4 設備機器の情報収集は十分か
第7章　変更管理・逸脱管理手順書
1部　変更管理手順書の留意点
　1.1 重大な変更の例 /1.2 中程度の軽微変更例 /1.3 軽微変更届の範囲明確化
2部　逸脱管理手順書の留意点
　2.1 重大な逸脱 /2.2 中度の逸脱 /2.3 一般的な軽度な逸脱の事例

第8章　品質等に関する情報及び品質不良等の処理手順書、回収手順書
1.品質等に関する情報及び品質不良等の処理手順書
2.回収処理手順書

第9章　自己点検手順書
1.典型的な「自己点検手順書」例      2.法規・ガイドラインの要請する自己点検
3.自己点検の目的                    4.なぜ自己点検は形骸化しやすいか
5.典型的な自己点検実施者の養成

第10章　教育訓練手順書
1.ＯＪＴの留意点          2.ＧＭＰ集合教育の留意点
3.エキスパート要請教育    4.従業員の底上げを期待する教育訓練

第11章　文書管理手順書
1.文書管理とは
2.識別管理
3.文書管理および制定・改訂申請・照査・承認体制の構築
4.最新版管理、旧版管理システム      5.様式と記載事項の設定
6.契約文書管理体制                  7.検索管理システム
8.保管管理と廃却管理                9.定期的レビューシステム

第12章　バリデーション手順書
1.新バリデーション基準の改正ポイント     2.バリデーション手順書とは
3.全体的なバリデーション方針の記載例     4.バリデーションを総括するマスタープラン　　

髙木　肇　氏　

GMP文書(基準書、手順書等)の作成
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           +付録9ページ 
ISBN　  978-4-86502-124-0☆初めて監査を担当される方や経験の浅い方向け、著者の経験をふまえた監査業務の基礎の基礎

☆医薬品医療機器等法(旧薬事法)の内容もふまえ、監査をする前準備として知っておきたい知識を解説。
☆GMP監査・GQP監査する上での知識・監査手順・注意点・確認内容・必要な技術、能力も解説。

はじめに
　(1)製造販売業者による製造業者等の監査等の目的について
　(2)監査内容について / (3)Step by step　/　(4)監査の多様性 
　(5)本書の範囲

1.医薬品医療機器等法(旧薬事法)と製造販売業者の責任
　(1)製造販売業者の責任　/　(2)製造販売業者の管理の対象となる製造業者等

2.委託先管理と監査
　(1)委託先管理に関する製造販売業者の考え方
　(2)定期的な確認と委託先管理

3.GQP省令と定期的な確認
　(1)定期的な確認の法的背景　/　(2)定期的な確認の職務分掌
　(3)定期的な確認の不備(監査の質、不適切な担当者等)の責任
　　1)監査担当者の責任　/　2)製造販売業者の責任
　　3)品質保証責任者の責任　/　4)査察と監査の違い

4.定期的な確認の内容
　(1)GMP省令等の遵守状況　/　(2)取り決めの遵守状況

5.監査担当者の要件と教育訓練
　(1)監査担当者の要件 / (2)監査担当者の教育訓練

6.監査に必要な知識
　(1)GQP省令等に関する知識　/　(2)GMPに関する知識
　　1)GMP省令等　/　2)他のGMP等の知識
　(3)その他の専門的な知識等　/　(4)基本的な現場の管理に関する知識

　(5)韓国原薬製造業者の違反事例から見る必要な知識

7.監査に必要な技術力・能力等
　(1)コミュニケーション力　/　(2)インタビュー力　/　(3)科学的な理解力
　(4)リスクの認知力(想定力を含む)　/　(5)文書の作成力 / (6)秘密保持力

8.監査の注意点
　(1)基本的な注意点 / (2)監査上の注意点

9.監査の手順例
　(1)年間計画(書)の作成　/　(2)監査日程の調整　/　(3)事前アンケート
　(4)予備調査・事前準備　/　(5)監査スケジュール(監査内容)　/　(6)監査の実施
　(7)監査報告書の作成　/　(8)監査報告書案の確認～改善指示の提出
　(9)改善結果の確認　/　(10)改善結果等の報告　/　(11)その他

10.監査の確認内容の例
　(1)GMP省令に従った確認
　(2)取り決めの遵守状況の確認
　　1)製造方法及び品質管理方法の技術的条件の確認
　　2)変更、逸脱、品質情報等の連絡の適切性の確認
　(3)プラントツアー時の確認
　　1)原材料倉庫　/　2)製品倉庫(中間製品(体)の保管を含む)　/　3)製造工程
　(4)ラボツアー時の確認
　(5)書類確認時の確認 / (6)GMPの遵守状況の確認と韓国の事例に関して

11.その他
　(1)製造業者等の選定と初回監査　/　(2)監査と書面調査の選択
　(3)監査の第三者への委託　/　(4)重要な原材料の製造業者の管理
　(5)監査におけるチェックリストの利用　/　1)通常の監査 / 2)特殊な監査
　(6)監査時の持参品　/　(7)健康状態と監査

おわりに
付録：理解度確認問題

医薬品の製造販売業者における製造業者等の監査の基礎

～元監査担当者が紹介する監査の背景、考え方、必要な知識、実施方法等～

下村　昌夫　先生　
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☆最新の制度改正も踏まえ、保険・薬価の仕組み・価格戦略のポイントを理解！
☆各国の最新の医療費・薬剤費等の統計データの情報も網羅！
☆バイオシミラー製品の承認、市場シェア、HTA等の状況についても解説！

第1章　アメリカの医療・薬価制度
1.　医療保険制度
　1.1　医療保険制度の種類　/　1.2　無保険者解消を目指すヘルスケア改革（オバマケア）
2.　薬価制度
　2.1　薬価設定方法　/　2.2　様々な医薬品の価格と実勢価格の水準
3.　薬剤の保険償還システム
　3.1　民間保険　/　3.2　メディケア　/　3.3　メディケイド
4.　マネージドケアへの対応
　4.1　マネージドケアの薬剤費抑制策　/　4.2　フォーミュラリへの掲載条件とその作成プロセス
5.　GE医薬品とバイオシミラー
　5.1　GE医薬品市場について　/　5.2　GE医薬品の使用促進策　/　5.3　バイオシミラーについて
6.　HTA（医療経済評価）の取り組みと活用
　6.1　HTAの実施状況　/　6.2　アメリカのHTAの特徴　/　6.3　VAや民間保険でのHTAの活用状況

第2章　イギリスの医療・薬価制度
1.　医療保険制度
　1.1　公的医療保障制度　/　1.2　民間医療保険について
2.　薬価制度
　2.1　薬価設定方法　/　2.2　保険償還対象医薬品のリストと価格表
3.　薬剤の保険償還システム

　3.1　保険償還対象となる薬剤と患者負担　/　3.2　保険償還の仕組み
4.　GE医薬品とバイオシミラー
　4.1　GE医薬品市場について/　4.2　GE医薬品の使用促進策　/　4.3　バイオシミラーについて
5.　HTA（医療経済評価）の取り組みと活用
　5.1　HTAの実施状況　/　5.2　イギリスのHTAの特徴

第3章　ドイツの医療・薬価制度
1.　医療保険制度
　1.1　公的医療保険制度　/　1.2　民間医療保険
2.　薬価制度
　2.1　薬価設定方法　/　2.2　AMNOGに基づく早期有用性評価
3.　薬剤の保険償還システム
　3.1　保険償還対象となる薬剤と患者負担　/　3.2　保険償還薬の価格リスト　/　3.3　 強制割引
　3.4　保険償還の仕組み
4.　GE医薬品とバイオシミラー
　4.1　GE医薬品市場について　/　4.2　GE医薬品の使用促進策　/　4.3　バイオシミラーについて
5.　HTA（医療経済評価）の取り組みと活用
　5.1　HTAの実施状況　/　5.2　ドイツのHTAの特徴

第4章　フランスの医療・薬価制度
1.　医療保険制度
　1.1　医療保険制度の概要　/　1.2　保険給付方式
2.　薬価制度
　2.1　薬価設定方法　/　2.2　参照価格制度TFR
3.　薬剤の保険償還システム
　3.1　保険償還対象となる薬剤と患者負担　/　3.2　保険償還薬の価格リスト
　3.3　保険償還の仕組み
4.　GE医薬品とバイオシミラー
　4.1　GE医薬品市場について　/　4.2　GE医薬品の使用促進策　/　4.3　バイオシミラーについて
5.　HTA（医療経済評価）の取り組みと活用
　5.1　HTAの取り組み状況　/　5.2　フランスのHTAの特徴

おわりに
本書に使用した略語の一覧

欧米主要国の保険・薬価制度の徹底理解 <2017年版>

松原　喜代吉　著

内資・外資系製薬企業に26年間勤務し、MR、営業所長、支店長、病院部長、特約店
推進室長、戦略企画室長等を務める。
2004年3月、（有）オフィス・メディサーチを設立し、取締役社長に就任。
2008年より、城西国際大学非常勤講師を兼務（医療経営論）。

■ 資　格  経済産業大臣登録　中小企業診断士　2001年登録
 （社）神奈川県経営管理センター 公認登録経営コンサルタント 
 （社）日本販売士協会　販売士1級 /（社）日本販売士協会　登録講師
■ 所属組織
 （社）中小企業診断協会 正会員 
 （社）中小企業診断協会東京支部城南支会・理事
  （社）中小企業診断協会東京支部
 「医療ビジネス研究会」「医薬品等研究会」会員 
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☆現状での倉庫や輸送の品質管理実務対応手法を掲載！
☆PIC/S GDPにおける規制の現状と対応ポイントを解説。
☆GDP対応・倉庫管理・輸送管理の関連アンケートを基にした30問以上のQ&Aも掲載。

第1章　GDP概要および最新動向GDP概要および最新動向
  1. 日本における医薬品流通の規制　　2. PIC/S GDPガイドライン
  3. 流通管理　　　　　　　　　　　　4. まとめ

第2章　医薬品倉庫管理の留意点
  1. 倉庫管理におけるGMP　　2. 医薬品管理倉庫の防塵・防虫とセキュリティ
  3. 震災等への対策　　　　 4. 日常的な管理体制と教育訓練
  5. 医薬品のGMPの影響

第3章　医薬品輸送における品質の管理
  1. 温度管理輸送             2. 輸送バリデーションのポイント
  3. 温度ロガーを用いた温度管理、輸送管理
　4. 温度・輸送SOPの考え方     5. 配送担当者への教育訓練
　6. 今後の医薬品輸送品質管理

第4章　GDPをふまえた医薬品倉庫における防虫管理
　1. 倉庫にありがちな防虫管理と取引先からの要求
　2. 監査への対応と教育訓練　　　　3. 防虫管理プログラムの開発手順
　4. 従事者への教育訓練　　　　　　5. "認証された監査員"の確保

第5章　監査への対応ポイント
　1. 監査の前提 　2. 委受託契約　 3. GDP監査

第6章　医薬品物流業務の委託(取り決めの際の留意点・必要書類)　
　1. GDP対応への要請背景     2. GDP管理基準書の作成
　3. 保管・配送業者のスタッフ能力と組織力の確認  　4. 保管・配送業者との取り決め事項

第7章　医薬品の輸送容器の現状　
　1. 温度変化に堪える梱包容器について
　2. 輸送方法の選定にあたって  　3. 医薬品の国際輸送について
第8章　 医薬品の輸送車両 空港内における輸送車両のポイント
　1. 空港内でのハンドリングとその問題点              　2. 空港内外で使用される輸送車両
　3. 関西国際空港でのハンドリングおよび輸送車両の特徴   4. 梱包・コンテナ

第9章　GDPで求められるCSV対応
　1. GDPとは   2. コンピュータ化システム  
　3. コンピュータ化システムに対するGDP要求
　4. コンピュータ化システムの信頼性確保
　5. ERES対応  6. CSV対応  7. データインテグリティ対応

第10章　Ｑ＆Ａ 
　第1節 GDP関連Q&A (以下 一部抜粋)
　　問　原薬に関するGDPについて詳細を知りたい。
　　問　JGSPとGDPの兼ね合いはどのようになっているのか？
　　問　GDP責任者の選定方法を知りたい。
　　問　配送元請負業者への監査ポイントとその協力会社、ならびに
　　　　実輸送会社への品質担保に向けた対応についてどのように考えればよいか？
　　問  GDPとISO28000(サプライチェーンのためのセキュリティマネジメントシステムの仕様)
       のそれぞれの考え方・基準および違いを知りたい。
　第2節 倉庫保管管理関連Ｑ＆Ａ (以下 一部抜粋)
　　問　倉庫のセキュリティにどのようにするべきか？
　　問　倉庫内の照度の具体的な基準をどのように考えればよいか？
　　問　パレットの洗浄方法等、最低限すべきことは何か？
　　問　温度管理が厳しい製品の対策をどのように考えればよいか？
　　問　虫の管理を委託しており、定期的に虫のカウントを行い、
　　　　侵入場所を探し、対策している。他の対応策はないのか？
　第3節 輸送関連Ｑ＆Ａ (以下 一部抜粋)
　　問　輸送時のセキュリティ対策 はどのように考えればよいか？
　　問　路線便等の非医薬品便を利用する際の品質や安全性の考え方とは？
　　問　輸送温度が逸脱したと判断する基準(温度や逸脱時間等)の考え方とその基準作り方を知りたい。
　　問　室温品輸送における1度未満、30度超え対策についてどう考えればよいか？
　　問　大領の車両台数を保有する場合のバリデーション負荷の軽減方法、
　　　　経年劣化を考慮したバリデーション頻度の考え方とは？

坂井　　盛　　アース環境サービス(株)

望月　　清　　合同会社エクスプロ・

　　　　　　　アソシエイツ

森　　一史　　サノフィ(株)

山川　栄明　　大隅物流(有)

新宮　早人　　関西エアポート(株)

福岡　眞一　　(株)東京運搬社

大槻　憲昭　　丸天物流グループ

西田　耕平　　ワコン(株)

村上大吉郎　　平原エンジニアリング

　　　　　　　サービス(株)

中川原愼也　　元神奈川県庁薬務課

　　　　　　　GMP調査官

高木　　肇　　医薬品GMP教育支援センター

2017年 医薬品における倉庫および輸送の品質管理の実務
～GDPへの対応、必須事項、監査のポイント、GMP体制、教育訓練、運用～

発刊　　2016年12月
定価　　46,000円 + 税
体裁　　B5判  ソフトカバー　
           200ページ
ISBN　  978-4-86502-122-6

☆治験薬における関連規制や製造時におけるバリデーション等についても触れています。
☆病院内での治験用の薬剤の製造の注意点および治験原薬製造・委託製造のポイントとは？
☆原薬・臨床研究用治験薬・バイオ治験薬等の特殊な治験薬の製造も解説。

第1章　治験薬の概要
　1. 研究開発の流れ　　2. 日本における治験届け出　　3. 治験薬品質のGMP特性

第2章　治験薬製造における治験薬GMPとバリデーションの留意点
　1. 治験薬製造の特徴　　　　　　　　　 2. 治験薬製造におけるバリデーション
　3. 治験薬GMPと医薬品製造におけるGMP　 4. 治験薬製造に関わる話題

第3章　治験薬製造におけるデータ・文書類管理の留意点
　1. 標準的な文書管理規定　　　　　　　 2. データ文書の管理
　3. GMPガイドラインにおける要求事項　　4. 実務上の留意点

第4章　治験薬製造所における構造設備とレギュレーション
　1. 治験薬とその製造所、構造設備関するレギュレーション
　2. GMPレギュレーションの開発の過程
　3. 治験薬ハードに関するレギュレーション
　4. 治験薬製造設備
　5. 治験薬の製造施設の構造設備について他の法規制が関与する場合の注意

第5章　CMC領域における治験薬の取扱い
　1. ＣＭＣと治験薬製造
　2. 各開発段階での留意事項
　3. 様々な開発形態（簡易剤型の適用、剤型追加）について
　4. 治験薬に関わる諸課題への対応

第6章　治験製造における査察対応
　1. 治験薬製造における査察　　2. 治験薬GMP　　3. 治験薬製造の査察におけるポイント

第7章　治験薬における変更・逸脱管理のポイント
　1. 治験薬GMPにおける3極での変更/逸脱管理の要求事項
　2. 変更管理における変更の範囲の設定と運用方法
　3. 逸脱管理の運用方法
　4. 洗浄の実施範囲

第8章　治験薬製造における自己点検についての留意点

第9章　バイオ医薬品における治験薬製造の留意点
　1. カルタヘナ法対応　　2. 治験薬製造に必要な構造設備
　3. 治験薬製造に必要な製造管理及び品質管理
　4. セル・ストック、原料及び資材管理　
　5. 品質リスクマネジメント

第10章　治験薬保管業務に関する実務と留意点
　1. 治験薬保管業務とは　　2. 治験薬保管設備に関して　　3. 設備面における留意点

第11章　治験薬輸送における注意点
　1. 製薬会社の観点からの治験薬配送　 2. GDPの観点からの治験薬輸送
　3. 再生医療治験の観点からの治験薬輸送

第12章　病院内におけるPET薬剤製造の留意点
　1. PET薬剤とは　　2. 病院内で製造されるPET薬剤の様々な使途と規制
　3. 治験に用いるPET薬剤を病院内で製造する際の留意点　4. 今後の課題

第13章　治験用原薬製造の留意点
　1. 治験用原薬製造の際のGMP管理のポイント
　2. 治験薬の製造管理、品質管理について
　3. 治験用原薬に関連するガイドライン
　4. 治験用原薬の製造を進めるうえでの留意点

第14章　治験原薬の製造委託
　1. 治験薬受託製造者の選定　　2. 契約　　3. 治験薬GMP適合性
　4. 技術移管　　5. 製造中の対応

第15章　GCPにおける治験薬管理の基礎とポイント
　1. 治験依頼者における治験薬管理　　2. 治験薬保管施設
　3. 実施医療機関での治験薬管理

上杉　恵三　　グロファーマフィジクス

宮嶋　勝春　　(一社)製剤機械技術学会

西城　弥奈　　武州製薬(株)

小宮　正明　　武州製薬(株)

大石　順二　　東レ(株)

宮原匠一郎　　(株)ファーマ・アソシエイト

安樂城敬太　　旭硝子(株)

久田　正洋　　(株)トラスト・エキスプレス

萩小田弘之　　(株)レイヤーズコンサル

　　　　　　　ティング

脇　　厚生　　(国研)量子科学技術研究

　　　　　　　開発機構 

丸橋　和夫　　(株)三和ケミファ

大場　誠一　　(株)エスアールディ

阿久津東眞　　(株)エナ

長村　聡仁　　東和薬品(株) 

治験薬の品質管理の基礎と実務
～製造、文書管理、査察、CMC、保管・輸送、原薬～



▼▲ GMP系

－ 6－

＜収録内容＞

▼講習会収録

ＤＶＤ

●発売　2015年10月　●収録日　2015年7月8日　●形式　DVD(1枚)　●時間　4時間21分

●定価　40,000円 + 税　※付録　講習会資料

＜EU GMP改訂動向、PIC/S GMPを踏まえた＞

ＧＤＰ対応におけるポイント

－流通過程のバリデーション、流通業・倉庫管理業も踏まえて－

講師　医薬品GMP教育支援センター　代表　 高木 肇 先生

　製造拠点の低コスト地域への移動や低廉原薬のグローバル調達などの進展により、従来以上に供給業者への監視が必要になるとともに、大陸横断輸送などでの品質劣
化リスク、あるいは盗難、改ざん、粗悪原料による水増しなどへのリスク対応も必須になってきた。
　こうした動向を踏まえ、2013年8月に発出された改正施行通知には『供給業者等の管理』の要請が盛り込まれ、2014年6月にはPIC/S GDPガイドが発出された。
　品質リスクマネジメントの視点に立ってサプライチェーン管理をどのように行うべきか、具体的な実践方法を紹介する。

1.GMPだけでは品質保証は困難
 　1.1　GDPの定義
 　1.2　各種適正流通規範（いわゆるGDP）
 　1.3　GDP要請の背景
 　1.4　製造業者とGDPの関係
2.初期のGDPの考え方
 　2.1　初期のGDPとGMPの関係
 　2.2　日本医薬品卸売業連合会のJGSP
 　2.3　GQP省令に見るGDPの片鱗
3.国内でのPIC/S GDP対応動向
 　3.1　新たに調査前に提出する資料
 　3.2　保管管理システムの査察対象

 　3.3　改正施行通知とGDP
 　3.4　原料等の供給者管理
4.原薬GMPガイドライン中のGDP
 　4.1　発展するGDPの対象
 　4.2　日米欧の医薬品流通網の相違点
 　4.3　GDPの発展方向
5.偽造薬の現状
 　5.1　偽造原薬の特徴
 　5.2　偽造薬事件の発生件数
6.EUの偽造薬対策
7.Annex15中のGDP関連記述
 　7.1　輸送のベリフィケーション
 　7.2　包装のバリデーション

8.具体的なGDP業務
 　8.1　GDP手順書の記載項目例
 　8.2　輸送時のリスクを考慮したテストの事例
 　8.3　ドライバー教育
 　8.4　流通条件の設定
 　8.5　業者との取り決め事項例
 　8.6　輸送管理業務
 　8.7　入庫管理業務
 　8.8　保管管理業務
 　8.9　温度マッピングデータの取り方
 　8.10　保管・流通業者の選定基準
 　8.11　保管業者の監査ポイント
9.PIC/S GDPガイドの内容 

＜習得できること＞

＜講演ポイント＞

・GDPの概要　　　　・GDP関連実務　　　・流通のバリデーション　　　・国内自主基準JGSPの概要

発刊　　2015年10月
定価　　27,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー　
　　　　　135ページ
ISBN　  978-4-86502-092-2

★日米欧三極の薬局方（JP・USP・EP）の最新法規制（アジア一部含め）とICH動向を踏まえて！
★原材料記載要領・ドラッグマスターファイル制度における包装材料の申請とは？
★包装規制に関わるISOとJISの動き、プラスチック・ゴムの特性・問題点・化学物質とリスク管理は？

第1章　医薬品の容器包装の概要

第2章　ICHによる整合化検討状況
　2.1　ICH の経緯　/ 2.2　ICH 運営委員会
　2.3　ガイドラインと合意までのプロセス　/ 2.4　容器包装関連テーマ

第3章　三極薬局方の最新版
 　3.1　最新版　/ 3.2　日本の薬局方改正審議

第4章　日本薬局方（JP）の医薬品包装の規制
　4.1　医薬品医療機器等法　/ 4.2　日本薬局方
　4.3　薬局方における容器・包装の用語　/ 4.4　プラスチック製水性注射剤容器
　4.5　輸液用ゴム栓の規格　/ 4.6　点眼剤用プラスチック容器
　4.7　その他の製剤の容器に関する通達　/ 4.8　シリコーン油についての品質基準
　4.9　注射剤用ガラス容器の規格　/ 4.10　参考情報: 容器・包装関連
　4.11　試験法の概要　/ 4.12　JIS 化された医薬品包装関連項目
　4.13　新医薬品の承認申請における容器及び旋栓系に関する記載要領
　4.14　吸着に関する知見　/ 4.15　日本のまとめと実務対応上のポイント

第5章　欧州薬局方（EP）の医薬品包装の規制
　5.1　欧州における医薬品審査機関　/ 5.2　EP 規制の概要
　5.3　容器に使用される材料:EP 3.1 項　/ 5.4　プラスチック容器の規格:EP 3.2 項
　5.5　医薬品用ガラス容器:EP 3.2.1 項

第6章　米国薬局方（USP）の医薬品包装の規制
　6.1　法律と担当部署　/ 6.2　USP の構成
　6.3　ガラス容器の規格:USP 660　/ 6.4　プラスチック容器の規制:USP 661 57   
　6.5　容器―性能試験:USP 671　/ 6.6　補助的包装部品:USP 670
　6.7　USP の新しい動き
　6.8　ドラッグ・マスターファイル制度における包装材料の申請

第7章　医薬品包装における日欧米の現状比較と実務対応上のポイント
　7.1　日欧米の現状比較　/ 7.2　実務対応上のポイント

第8章　医療機器包装の規制
　8.1　医療樹器市場の動き　/ 8.2　医療機器の製造販売申請における分類
　8.3　ISO の品質マネジメントシステム ISO 13485（JIS Q 13485:2005）
　8.4　ISO のリスクマネジメント規格　/ 8.5　医療機器製造販売承認申請書
　8.6　包装に関する要求事項　/ 8.7　JIS 及びISO 化された医療樹器
　8.8　製造販売承認申請書における原材料の記載と変更について」に関する質疑応答例（Q&A）

第9章　良くある質問
　9.1　医薬品原材料マスターファイル（MF）制度　/ 9.2　ガンマ線滅菌の規制状況
　9.3　プラスチックの臭い問題

第10章　医療分野用プラスチックとゴムの特性

第11章　アジア諸国の法規制状況
　11.1　主な国の概要　/ 11.2　中国　/ 11.3　韓国
　11.4　台湾　/ 11.5　インド　/ 11.6　ベトナム
　11.7　フィリピン　/ 11.8　タイ

第12章　医薬品包装と医療機器包装のまとめ
　12.1　現状のまとめ　/ 12.2　実務対応上のポイント

第13章　トピックス: 食品包装における原料樹脂のPL 制度化の動き（医療分野への影響）
　13.1　日本の食品包装規制の仕組み　/ 13.2　主な業界自主基準（規格）の概要
　13.3　ポリオレフィン等衛生協議会（ポリ衛協）
　13.4　PL 登録物質のリスク評価方法の国のガイドライン化
　13.5　PL 制度化に関する厚生労働省の新方針　/ 13.6　医療分野への影響

第14章　プラスチックに含まれる化学物資と健康影響要因
 　14.1　考えられる健康影響要因
 　14.2　プラスチックに含まれる化学物資と規制方法

第15章　企業としての対応と今後 

医薬品包装・医療機器包装に関わる
日欧米三極法規制の最新動向と実務対応上のポイント

西　秀樹　著



▼▲ GMP系

－ 7－

発刊　　2015年8月
定価　　27,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー　
　　　　　94ページ
　　　　　参考資料 18ページ
ISBN　  978-4-86502-091-5筆者が日頃考えていたことや経験したことや、採用していた監査手法等についてまとめたものです。

読者の皆様が取捨選択、修正して、日頃の業務（管理）の参考にして頂ければ幸いです。

＜第1部 はじめに＞
 1.本書について　/　2.サプライヤ管理の厳密化の背景
 3.当局査察と製造販売業者および製造業者の監査　/　4.共用原薬や原材料の製造業者の管理

＜第2部 製造販売業者による管理について＞
第1章 製造販売業者による管理について
 1.製造販売業者によるサプライヤ管理について　/　2.監査（定期的な確認）に関する内容
 3.監査担当者（責任者）に関する内容
 4.その他の製造業者等の確認内容
   変更管理/逸脱管理/品質情報/製造販売業者と製造業者の連携/市場出荷/その他のGMP
 5.製造販売業者による製造業者等の管理の概要
 　監査担当者の業務/監査対象/製造業者等の管理の役割分担（定期的確認/品質保証責任者の業務
第2章 監査の方法
 1.取決め・品質契約/市場出荷の可否の決定の委託
 2.監査体制について
　 監査担当者の業務・指定・要件/教育訓練プログラムの整備/監査に関する手順書の整備
 3.実地監査
   製造業者等の定期的な確認の業務の概要/年間計画の作成/監査日程の調整/個別監査計画の作成
　 監査スケジュール案の作成/事前アンケート/監査依頼書
   監査依頼書、監査スケジュール等の製造業者等への提出/チェックリストの作成と利用/監査の実施
　 監査報告書の作成・評価/製造業者等への改善指示と改善計画の評価/改善の進捗管理と結果の評価
　 総括製造販売責任者への報告
 4.チームによる監査
 5.書面による確認  /調査票による確認/その他の書面確認
 6.2回目以降の監査、共用原薬の監査
 7.外部委託による監査  /  8.外国製造業者の監査  /  9.監査の観察事項
 10.GDPと監査  /  11.品質照査（年次レビュー）と監査
第3章 監査の問題点
 1.監査の目的の問題  /  2.品質保証責任者の問題
 3.監査の範囲の問題
   GMPの範囲/取決めと承認書の範囲/監査対象の範囲（MF国内管理人や国内代理人の業務）
 4.製造販売業者に起因する製造業者等の問題  /  5.監査担当者等の問題

 6.購入契約、委託契約との関係
 7.監査の限界問題の検出
 　過去の重大な問題と監査における検出の可能性/製造（販売）中止等の判断の難しさ

＜第3部 原材料の製造業者の管理について＞
第1章 サプライヤ管理について
 1.目的  /  2.対象
 3.法的背景等
   医薬品医療機器法等、省令（施行通知）/ PIC/S GMP、原薬GMP/その他
 4.サプライヤ管理の必要性等
第2章 サプライヤの管理方法
 1.サプライヤの評価
   製剤処方決定時/製剤の製造業者における管理（原材料の製造業者の変更含む）
 2.新規添加剤、新規製造業者の評価ステップ
　 処方の予備検討/品質検討/原料調査票等の入手と追加規格等の調整/製造業者の調査
   サプライヤの認証（承認）(新規認証)/(初回認証後の管理）/品質契約（取決め）
 3.受入試験の一部省略（試験項目の省略）
 4.受入試験の一部省略（確認試験のN数の省略）
 5.監査方法
   監査の必要性と留意事項/サプライヤ管理としての監査
　　
＜第4部 製造業者の監査の例＞
 1.サプライヤ監査 
 2.製造販売業者および製剤製造業者の共通の点検内容
 3.システム別監査項目
   品質システム/原材料管理・構造設備管理・製造管理・包装表示管理・試験検査室管理/その他の監査項目
 4.監査結果の評価と活用
   監査結果の評価者・評価/改善の依頼と改善結果の確認/監査と認証（承認）/監査結果の評価以後の業務

参考資料1　サプライヤ管理についての通知
 1.PIC/S GMP関連  /  2.厚生労働省（GMP省令）および施行通知
 3.ICH Q9,Q10  /  4.ICH Q7  /  5.事例集（2013年版)

参考資料2　リスク別点検項目詳細例
 GMP省令等からの逸脱/他物質の混入、交叉汚染
 誤出荷（不合格品、別製品）etc

サプライヤ管理手法
～主にGQP,GMPに基づく製造業者の監査について～
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★試験実施における注意点、問題解決のヒントが満載！
★起こりがちな「細かいこと」に留意された、初めての資料集！
★最新の国際調和動向、FDAガイダンス、課題等も踏まえて！ 

第1章　エンドトキシン試験に必要な基礎知識
1. エンドトキシン試験の歴史と概要
2. エンドトキシン　/2.1　エンドトキシンの構造と生物活性　　2.2　標準エンドトキシンの種類と性質
　2.3　エンドトキシンの熱安定性　　2.4　エンドトキシン溶液の活性の安定性
3. リムルス試薬　　/3.1　リムルス試薬の反応機構　　3.2　リムルス試薬の特異性
　3.3　リムルス試験の種類　　3.4　リムルス試薬と細菌の反応性　　
　3.5　リムルス試薬とβ-グルカンの反応性
4. ウサギによる発熱性物質試験とエンドトキシン試験の相関
5. 汚染とその対策　/5.1　エンドトキシン及びβ-グルカンによる汚染　　5.2　エンドトキシンの除去

第2章　局方エンドトキシン試験法
1. 準備　/1.1　試薬　　1.2　測定手法　　1.3　使用器具　　1.4　標準品
　1.5　試料溶液の調製　　1.6　操作上の留意点
2. 最大有効希釈倍率とエンドトキシン規格値
3. ゲル化法　/3.1　予備試験　　3.2　限度試験法　　3.3　定量試験法
4. 光学的定量法　/4.1　予備試験　　4.2　定量
5. エンドトキシン試験における各試料の測定意義　/5.1　測定結果のパターン　　5.2　各試料の測定意義

第3章　エンドトキシン試験におけるバリデーション
1. バリデーションの要件　/　2. バリデーションの実際
3. エンドトキシン試験の測定条件をどのように設定するべきか　/　4. サンプリングについて

第4章　エンドトキシン試験における注意点
1. エンドトキシン及びリムルス試薬の不確実性
　1.1　エンドトキシンの性質に由来する不確実性　1.2　リムルス試薬の性質に由来する不確実性
2.　エンドトキシン試験に対する影響因子
　2.1　高濃度の塩・糖　　2.2　金属イオン　　2.3　界面活性剤　　2.4　キレート剤
　2.5　タンパク質　　2.6　プロテアーゼ　　2.7　プロテアーゼ阻害剤　　2.8　タンパク変性剤
　2.9　β-グルカン　　2.10　LAL反応物質（LRS）　2.11　容器の材質　　2.12　加熱　　2.13　pH
　2.14　反応温度　　　2.15　反応試験管の種類　　2.16　反応試験管の形状
　2.17　振動・衝撃　　2.18　着色物質及び濁り
3.　誤差の要因　/3.1　標準エンドトキシン希釈液活性の変動　　3.2　手法に特有のバイアス
　3.3　測定者が見逃しやすい誤差

第5章　エンドトキシン試験をより深く理解するために
1. 海外で使用されているエンドトキシン試験の手法　/　2. エンドトキシン試験法の国際調和
3. 国際調和における課題　/　4. 米国FDAの動向
　4.1　FDAによるPAT（Process Analytical Technology）の推進
　4.2　発熱性物質とエンドトキシン試験に関するFDAガイダンス
　　① 中間製品及び最終製品のサンプリングプランの確立　② 再試験
　　③ サンプル保存と取り扱いの重要性　④ 測定前の試料のプール　⑤ 代替法の使用
　　⑥ エンドトキシン試験法における手法の変更　⑦ エンドトキシン規格値
　　⑧ エンドトキシン規格値とデザインによる品質　⑨ ウサギ発熱性試験
　　⑩ 動物用製品のエンドトキシン規格値　⑪ 医療機器のエンドトキシン規格値
　　⑫ 治療薬の試験条件設定　⑬ CSEの使用
5. Low Endotoxin Recovery（LER） について　/　6. リムルス試薬を使わないエンドトキシン測定技術
　6.1　リコンビナントFactor C を用いたエンドトキシン測定キット
　6.2　エンドトキシン・アクティビティ・アッセイ
　6.3　細胞の活性化を利用したエンドトキシン測定キット
　6.4　ファージレセプターを用いたリガンドアッセイキット

第6章　事例研究
1.サンプルpH が測定値に影響を及ぼした一例　/　2.β - グルカンを含んだサンプルの測定値
3.予期しない標準エンドトキシンの活性低下　/　4.カイネティック法における検量範囲
5.保存検量線と用時調製検量線　/　6.カイネティック法における検量線の曲がりによるバイアスの実際
7.セルロース誘導体に含まれるLAL 反応物質（LRS）
8. 血液中のプロテアーゼ及びプロテアーゼ阻害剤の影響

付録 　｢ついでに一言｣

 

エンドトキシン試験
－どのように実施し、どのように理解するか－

農学博士 土谷 正和　著

Senior Research Scientist, Endotoxin and Microbial Detection, 
Charles River, Charleston, SC, USA

　リムルス試薬を用いたエンドトキシン試験法が日本薬局方に収載されてから、25年以上が経っていま
す。その間、新発見や新技術の開発があり、エンドトキシン試験法も国際調和がなされるほど確立され
たように思われます。このような状況でも、エンドトキシン試験を実際に行うと未だに問題にぶつかる
ことがあります。
　本書では、エンドトキシン試験を実際に行うために必要な情報を、わかりやすく解説することを試み
ました。
　特に、これまでの解説書ではあまり取り上げられてこなかった｢細かいこと｣をできるだけ取り入れる
ように心がけました。エンドトキシン試験の問題を解決するためには、限られた情報から、できるだけ
多くの可能性を考えて対策を見つけることが必要です。このときに、この｢細かいこと｣を知っているこ
とは、問題の原因の可能性を考える上で必ず役に立つと思うのです。また、試験を実施する場合の注意
点を、できるだけ具体的に記載しました。これらの情報が、エンドトキシン試験を始める場合や製品の
試験条件を設定する場合に、お役に立つことを願っております。

■ 本書のポイント

改訂第2版
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医薬品医療機器等法(改正薬事法)、GCTP省令、構造設備規則のポイント
ISO/TC150およびISO/TC198の現状や再生医療製品の工程設計や品質マネジメント、加工施設の考え方、薬事申請…etc
規制・研究・開発・製品化の最先端にいる執筆陣が解説

第1章 再生医療の開発および規制の歴史
 1.再生医療関連3法の成立過程
 2.再生医療推進法
 3.医薬品医療機器等法(改正薬事法)
 4.再生医療安全性確保法

第2章 再生医療に関する新しい規制と既存規制の違いと注意点
 1.新しい規制の構造について
 2.既存の規制で対応できない事由
 3.新しい規制で定められた構造設備の基準
 4.新しい規制で定められた製造管理・品質管理の基準
 5.その他再生医療新法で新たに構築された枠組み

第3章 細胞加工製品の安全性に関する海外の規制と日本での規制・非臨床安全性評価
 1.米国における細胞加工製品の規制
 2.欧州における再生医療製品の規制
 3.日本における再生医療開発の制度的枠組み

第4章 再生医療等製品における工程設計及び品質マネジメントのポイント
 1.再生医療における改正薬事法及び医療新法の概要
 2.再生医療等製品における品質管理の基準(GCTP省令)の特徴
 3.再生医療等製品の製造工程の開発
 4.再生医療等製品の製造工程開発における施設・設備設計での課題
 5.再生医療等製品の品質規格の考え方
 6.最終製品の形態と保存・搬送 / 7. 購買管理

第5章 再生医療等製品における細胞培養加工施設の考え方
 1.再生医療等製品を製造する細胞培養加工施設(CPF/CPC)の典型例
 2.アイソレータ等の技術による筐体密閉型の設備を採用した施設
 3.施設の運用手順の構築 / 4.細胞培養加工施設(CPF)のライフサイクルコストについて
 5.製造コストを抑制可能な工程自動化の検討

第6章 再生医療等製品の交叉汚染防止に関する考え方
 1.交叉汚染とは / 2.再生医療等製品の製造管理および品質管理に関する法令
 3.再生医療等製品の製造管理および品質管理に関する交叉汚染防止の基本的考え方
 4.再生医療等製品の加工作業工程別の交叉汚染防止のポイント

第7章 再生医療等製品の産業化および薬事申請の際の注意点と考え方
 1.二つの道があるということ
 2.目指すは製品として、薬事申請
 3.製品の情報を効率よくまとめるテクニック
 4.周辺もお忘れなく /  5.情報に強いということの意味

第8章 再生医療製品開発における自家培養軟骨の開発事例
 1.培養軟骨開発の経緯と臨床的意義
 2.開発当時の規制制度
 3.製品開発業務
 4.製品の提供
 5.課題と展望

第9章 医療機器開発ガイドライン策定事業および国際標準化活動の現状
 1.再生医療分野における開発ガイドライン策定の現状
 2.再生医療分野における国際標準化
 3.ISO/TC 198/WG 9における国際標準化の現状
 4.ISO/TC 150/SC 7における国際標準化の現状

第10章 再生医療に関する特許申請時の注意点
 1.再生医療関連特許の特徴
 2.再生医療に関する特許申請時の注意点
 3.再生医療特許権の有効期間

第11章 再生医療の展開と技術開発の考え方
 1.技術構築の考え方について
 2.日常管理における培養ツールの開発
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■本書のポイント
本書で使用している用語の定義は、従来のGMPガイドラインと異なる意味で使われているかも知れません。
最新の考え方を取り込んでいますので、2014年に施行されたわが国の「医薬品、医療機器等法」の参考となる内容です。

第1章　WHO ＜世界保健機関＞とは何者か
第2章　WHO GMP（2014）の紹介
第3章　用語の定義と解説
第4章　WHO GMP の緒言と本文
1.　2014 版「緒言」
  ① Contents table（目次） ② Introduction（はじめに）
　③ General considerations（一般的考察）/④ Glossary（用語） 
　⑤ Quality management in the medicines industry: philosophy and essential elements
　　（医療用産業における品質マネジメント: 原理と基本要素）
2.　2014 版「本文」
○ 日本のGMP との対比 
　1. Pharmaceutical quality system（PQS）（医療用品の品質システム） 
    ・Quality risk management（品質リスクマネジメント）
    ・Product quality review（製品の品質レビュー）
　2. Good manufacturing practices for pharmaceutical products（医療用製品のGMP）
    ・Under GMP:（以下 医療用品のGMPとは）
　3. Sanitation and hygiene（衛生設備と衛生管理）
　4. Qualification and validation（適格性確認と妥当性確認）
○ 参考資料　「適格性確認と妥当性確認」PIC/S GMPと日本のGMPにおけるValidation の比較
　5. Complaints（品質情報; 苦情）
  6. Product recalls（市場からの回収）
　7. Contract production, analysis and other activities（契約による生産、分析とその他の活動）
    ・General（一般事項）  ・The contract giver（契約委託者）
    ・The contract acceptor（契約受託者） ・The contract（契約）
　8. Self-inspection, quality audits and suppliers’audits and approval
    （自己点検、品質監査、供給業者監査と許可）
    ・Items for self-inspection（自己点検の項目）   ・Self-inspection team（自己点検のチーム）
    ・Frequency of self-inspection（自己点検の頻度） ・Self-inspection report（自己点検報告書）
    ・Follow-up action（追跡調査）            　　　・Quality audit（品質監査）
    ・Suppliers’audits and approval（供給業者の監査と許可）
　9. Personnel（職員）  / ・General（一般事項）  ・Key personnel（重要な職員）

　10. Training（訓練）
  11. Personal hygiene（個人の衛生）
　12. Premises（施設）
    ・General（一般事項）・Ancillary areas（用役エリア） ・Storage areas（保管区域）
    ・Weighing areas（秤量エリア）・Production areas（生産エリア）  ・ Quality control areas（QC エリア）
　13. Equipment （装置）
　14. Materials（原材料）
    ・General（一般事項）　・Starting materials（出発原材料）
    ・Packaging materials（包装材料）・Intermediate and bulk products（中間製品、バルク製品）
    ・Finished products（最終製品）
    ・Rejected, recovered, reprocessed and reworked materials
     （原材料の除外、工程内の回収、再加工、再処理）
    ・Recalled products（市場からの回収品） ・Returned goods（良品戻り品）
    ・Reagents and culture media（試薬と培地） ・Reference standards（標準品）
  　・Waste materials（廃棄物）  ・Miscellaneous（その他雑件）
　15. Documentation（文書化）
    ・General（一般事項） 　・Documents required（必要な文書） ・Labels（ラベル）
    ・Specifications and testing procedures（仕様と検査に関する手順書）
    ・Specifications for starting and packaging materials（出発材料と包装材料の仕様）
    ・Specifications for intermediate and bulk products（中間製品とバルク製品の仕様）
    ・Specifications for finished products（最終製品の仕様）　・Master formulae（製造指図書原本）
    ・Packaging instructions（包装指図書）  ・Batch processing records（ロット製造記録）
    ・Batch packaging records（ロット包装記録）
    ・Standard operating procedures and records（SOP と記録）
　16. Good practices in production（生産の規範）　　/・General（一般事項）
    ・Prevention of cross-contamination and bacterial contamination during production
     （生産途中の交叉汚染と微生物汚染の予防）
    ・Processing operations（プロセスの操作） ・ Packaging operations（包装の操作）
　17. Good practices in quality control（ QC の規範）
    ・Control of starting materials and intermediate, bulk and finished products
     （出発原材料、中間製品、バルク製品、最終製品の管理）
    ・Test requirements（試験の要求事項）  ・Starting and packaging materials（出発原材料と包装材料）
    ・In-process control（工程内管理）   ・Finished products（最終製品）
    ・Batch record review（ロット記録レビュー） ・Stability studies（安定性調査） 
3.　References（参考資料）
付録　演習問題

JPC研究所 バリデーションGMP担当 中村 宥治 訳

＊元武田薬品工業(株)品質保証部 

翻訳資料集 

WHO GMP (2014)
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発刊　　2014年5月
定価　　30,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　165ページ
ISBN　  978-4-86502-060-1

日米欧、WHOのGDP(Good Distribution Practice)ガイドの説明、GDP必須事項とは
GDP査察への対応、GDP体制強化、運用、リスクマネジメントの視点からのGDPとは
特別割引もあります！詳しくはホームページで検索http://www.johokiko.co.jp/publishing/BA140501.php

第1章 医薬品の製造及び流通のグローバル化と医薬品品質保証への影響
1．医薬品の流通に関する規範におけるわが国の現状
2．医薬品等の輸送において考慮するべき潜在的なリスク
3．医薬品の流通における輸送と保管
4．高い流通品質を達成するために

第2章 GDP各種ガイド（各GDPの概要、日本、EU、US、WHO比較）
1．日本のGDP関連の規制
 1.1　JGSPの供給に関する品質管理
2．EU-GDP
 2.1　PCCIG Task Team in Progress: PDAの医薬品低温供給連鎖委員会活動
 2.2　EMA GDP Guideline
 2.3　EMA GDP指針(2013/C 34/01)の章構成
 2.4　ICHのガイドラインとGDPの関係
 2.5　EU GDP 2013の要約
3．USP-GSDP(Good Storage and Distribution Practice)
 3.1　コールドチェーンに対応するFDA規制
 3.2  the proposal of a new general information chapter:一般情報の提案
4．WHO-GDP
 4.1  偽造医薬品の定義
 4.2  世界保健機関WHOテクニカル・レポート・シリーズ、2010年No.957、付録5

第3章 GDPの重要性
第1節 PIC/S GMP Guide(PartⅡ)のChaptersからみるGDP
1．原材料等の管理　/GDPに掛かる原材料等/包装材料の選定/包装材料の受け入れ/保管
2．原薬・中間体の包装及び識別表示/GDPに掛かる表示/包装作業
3．保管及び出荷　/保管/荷役/輸送/輸送方法/輸送業者/輸送条件/輸送試験
4．代理店,仲介業者,貿易業者,流通業者,再包装業者及び再表示業者
   品質システム/記録の保管/情報提供/苦情・回収・返品
第2節 GDP必須事項とは
1．GDPの基本要件

2．EU GDP/USPとは
3．MHRAの資料から見るGDPの注目ポイント
4．海外輸出の場合の留意点

第4章 リスクマネジメントの視点からのGDP概念
1．薬剤師などの専門人材の配置
   薬剤師の配置/医薬品の配送/専門的な知識/医薬品の様々な管理/配送業者の管理/
   薬剤師以外の人々の協力と研修/品質管理の仕組み作りと維持向上
2．返品や自主回収　/返品/自主回収
3．温度管理
4．定期的な自主点検や外部監査/自主点検/外部監査

第5章 GDPを考慮した倉庫管理システムにおけるCSVのポイント
1．GDPで倉庫管理システムは変わるのか
   倉庫管理システムの対象範囲は/CSV実施の対象となる倉庫管理システム
2．倉庫管理システムで持つべき機能　/医薬品の倉庫管理業務とは/医薬品の倉庫管理システム
3．倉庫管理システムのCSV実施の留意点とは　/倉庫管理システムの重要性/CSV実施の留意点

第6章 GDP査察への対応　規制当局の査察動向および事例等
1．GDPの査察手順
   範囲/査察の概論/査察の手順/査察の計画・準備・予告/初回会議/査察/終結の打ち合わせ/
　 査察の報告/査察の頻度/仲介業者の査察
2．供給網トレーサビリティ質問書の例
   API製造業者に関する供給網トレーサビリティ質問（例）
3．GDP用の監査用具と確認リスト-倉庫保管/流通-

第7章 今後のGDP体制の強化および運用について
1．日本におけるGDP(医薬品の物流に関する基準）とは
2．EU-GDP(2013/C 343/01)内容理解
3．GDPに準拠した物流会社への外部委託方法
4．GDPにおける物流会社に求めるべき教育訓練
5．GDPで使用する温度ロガー
6．輸送車両における温度マッピング及びデータ活用
7．GDPを踏まえた保温輸送・保管における考慮すべき事項
8．2℃～8℃ 医薬品の輸送を想定した設定例　

坂本　智昭　国立医薬品食品衛生研究所
村上大吉郎　(株)大気社
岡本　真人　帝人ファーマ(株)
藤澤　大亮　ヴァイサラ(株)

脇坂　盛雄　(株)ミノファーゲン製薬
杉本　隆之　(株)ソアズ
丸橋　和夫　(株)エースジャパン
山川　栄明　大隅物流(有)

～日本・ＥＵ・ＵＳＰ・ＷＨＯガイドの理解、必須事項、査察への対応、ＧＤＰ体制の強化・運用～

GDP徹底理解

発刊　　2014年6月
定価　　55,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　320ページ
ISBN　  978-4-86502-063-2

微生物試験法の実務ポイントおよび必要とされる微生物管理対応の確認ポイントを網羅！
微性物試験の実務適用への注意点とは？＜エンドトキシン試験、保存効力試験、微生物限度試験、無菌試験＞
３極ＧＭＰにおける微生物ガイドラインのポイント、逸脱管理の注意点と対応の考え方、微生物汚染防止の為の教育訓練の考え方も解説

第1章　微生物試験法の基礎知識と試験体制の留意点
1.微生物学の基礎知識/2.医薬品の品質保証と試験体制の留意点

第2章　エンドトキシン試験法とバリデーションの考え方
1.エンドトキシンとは/2.ET試験法/3.ET試験法の現状とその動向/4.ET測定上の注意点

第3章　保存効力試験の概要と実践ポイント
1.保存効力試験の基本操作手順 /2.製剤とそのカテゴリー/3.接種菌/4.生菌数測定 /5.判定

第4章　微生物限度試験の概要と実施のポイント
1.微生物限度試験　製品の試験/2.微生物限度試験　培地性能試験及び試験法の適合性試験

第5章　無菌試験法実施の留意点とバリデーション※
1.無菌試験法の目的と方法/2.無菌試験法の限界と無菌性保証について/3.無菌試験法の国際調和の経緯/
4.無菌試験法の分析法バリデーション/5.製品の無菌試験法実施上の留意点/6.無菌試験の観察と結果の判定/
7.パラメトリックリリースについて

第6章　環境微生物とモニタリング
1.環境微生物とＧＭＰ対象微生物/2.製造環境のモニタリング関連情報の現状/3.環境微生物モニタリング/
4.環境微生物のサンプリング/5.環境微生物測定法/6.環境微生物の生菌数試験法/7.環境微生物の性状検査/
8.環境微生物試験法のバリデーション/9.無菌医薬品製造区域の分類と環境微生物評価基準

第7章　微生物の同定法の考え方と注意点
1.微生物の同定とは/2.細菌同定法の概要/3.細菌同定の基本技術/
4.分子生物（遺伝子学）学的方法による同定/5.質量分析計による同定技術/6.微生物同定における注意点

第8章　滅菌における手法と滅菌保証 
1.滅菌関連法規制と滅菌法の歴史/2.滅菌保証/3.滅菌条件の設定/4.滅菌バリデーション
5.バイオバーデン測定と管理方法/6.バイオロジカルインジケーター(BI)の適用と評価

第9章　バイオセーフティの考え方と実施のポイント
1.バイオセーフティの考え方/2.管理の実際

第10章　逸脱管理のポイント
1.逸脱管理/2.OOS (Out of Specification：規格外試験検査結果)の管理

第11章　微生物管理における三極GMPの規制およびガイドラインの留意点
1.医薬品の微生物汚染防止の基本概要/2.無菌医薬品に関する三極ガイドラインの概要比較/
3.無菌医薬品の製造時における微生物管理に関するガイドラインに対する留意点
4.医薬品製造環境の清浄度管理に対する三極ＧＭＰ比較
5.無菌医薬品製造における微生物管理に対する三極比較（まとめ）

第12章　医薬品製造における洗浄とバリデーションの概要について
1.洗浄剤および洗浄方法における留意点/2.洗浄におけるサンプリング方法とスワブ操作のポイント
3.洗浄のバリデーションにおけるポイント

第13章　製薬用水における管理対応のポイント
1.製薬用水の各品質試験項目に影響を及ぼす不純物/2.ピュアスチームの品質について/
3.注射剤製造工場製薬用水製造システム/4.アラートレベル・アクションレベルの設定/
5.微生物管理の基本的考え方/6.自動モニタリングのポイント/7.製薬用水の品質管理と逸脱管理例/
8.TOC管理の必要性とモニタリングの実践手法/9.TOC測定の留意点/10.導電率測定の留意点/
11.微生物(バイオフィルム)汚染防止対策例

第14章　教育訓練の考え方
1.微性物試験管理の対象は/2.作業者由来の微生物汚染防止に対する教育訓練について/
3.環境由来の微生物汚染防止に対する教育訓練について/4.原料由来の汚染防止について/
5.教育訓練の計画、記録および資格認定について

第15章　医薬品クリーンルームにおける空調管理のポイント
1.医薬品工場の空調の特徴/2.医薬品工場に関係する法規・指針・規範・規格・業界標準等/
3.医薬クリーンルームの４原則/4 環境管理項目と空調管理のポイント

第16章　異物混入防止における管理対応
1.異物とは/2.昆虫類以外の異物対応/3.昆虫類の異物対応

※【第5章 無菌試験法実施の留意点とバリデーション】は2012年12月発刊｢無菌医薬品製造におけるGMP関連
リデーション対応実務｣書籍の第8章の内容を一部改変・修正した内容となります。

永野　善男　(株)住化分析センター
相沢　真紀　生化学工業(株)　
李　　憲俊　衛生微生物研究センター
池端　諒子　元 (株)応用医学研究所 
成田　周平　(株)応用医学研究所
小田　容三　NPO-QAセンター
菊野理津子　(財)北里環境科学センター
山口　　透　日本電子照射サービス(株)

杉山　和良　国立感染症研究所
河田　茂雄　NPO-QAセンター
高平　正行　(株)エースジャパン
長岡　明正　元塩野義製薬(株)
中山　昭一　元アストラゼネカ(株)
宮本　貴之　(株)大気社
羽原　正明　東洋産業(株)
金山　民生　東洋産業(株)

微生物試験管理および関連対応
～微生物試験法・洗浄・滅菌・製造用水・空調・モニタリング～
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　　　　　112ページ
ISBN　  978-4-86502-046-5

具体的にお困りな医薬品製造における試験検査室管理を一挙に解決！
実際の実務で直面した問題点・疑問への解決の糸口に！
アンケートから集めた94問の質問にQ&A方式で回答！

第1章 試験検査室管理の実際
第1問 試験検査室における品質管理に品質リスクマネジメントを適用した
      事例などがあれば・・事例と解説をして欲しい
第2問 試験検査室の過去と現在求められている事項のGAPについて
第3問 品質保証体制に求められているもの（試験検査室において）とは？
第4問 試験検査結果について・・どの程度まで要求されるのか？
第5問 ワークシート等作成した際のチェックはどのように行うのか？
第6問 試験データについて・・QCとして、データ等、チェックする際のポイント、チェックの記録について
第7問 試験データに関して・・再試験を行う際の対応方法を教えて欲しい
第8問 マニュアルとSOPの相違点とは？　/第9問 SOPの効率的な作製法等のノウハウや、必須項目等
第10問 試験検査室管理指針で求められている記録類の管理とは？
第11問 文書・記録のスリム化についての留意点・ポイント？
第12問 高活性物質を扱う場合のSOP作成方法の留意点を教えて欲しい
第13問 施設及び環境について・・・秤量室など標準品を扱う場所の湿度管理はどのようにすればいいのか？
第14問 環境・設備的に試験室の温度管理が難しい場合、どのように対応
第15問 標準品について・・「乾燥したものを用いる」とある場合、乾燥後どの程度使用可能か？
第16問 試薬・試液に関し、使用期限の記載のないものについては、どの程度の期限を設ければよいのか？
第17問 試薬の温度管理について知りたい　/第18問 調製試液の管理方法について知りたい
第19問 調製試液の使用期限について解説して欲しい
第20問 水分測定用試液の判定基準は容量分析標準液の考え方と同じにするべきか？
       販売されている試液を用いる場合、適合しない場合がある、どのように考えればよいのか？他19問

第2章 試験室の装置・機器のValidation/Calibration      
第1問 機器の日常的な点検において、何を重視すべきか？
第2問 機器、計器等の校正を業者に依頼できない場合の保証の取り方とは？
第3問 機器の校正の間隔・頻度について
第4問 pHの校正において一般的にpH4,7,9が用いられるが、
     ＜pH4,pH9＜の場合、その値をはさむ標準液を使用しなければならないのか？
第5問 仮に定期calibrationにおいて、規格を外れた場合の措置について
第6問 試験検査機器の適格性評価（特にPQ）に関する考え方とは？

第3章 試験室の異常・逸脱管理　　　　　　　　
第1問 逸脱の分類を教えて欲しい　/第2問 逸脱の判断基準の明確化について解説して欲しい
第3問 試験方法をバリデーションの結果によって変える事がありますが、これも逸脱と言えるのでしょうか？
第4問 試験値逸脱による調査方法と管理について教えて欲しい
第5問 開発段階などの規格が明確でない場合の逸脱・定義とは？
第6問 逸脱、ラボエラー発生時の処置、報告の仕方等を知りたい
第7問 逸脱の再発防止、是正措置と予防措置などの解説、留意点とは？
第8問 安定性試験における逸脱の考え方とは？
第9問 安定性試験における設定条件からの逸脱管理、例えば、逸脱した場合の対応、保存条件の延長の見解
第10問 安定性試験における保存条件からの逸脱に対する対応を教えて欲しい　他7問

第4章 査察対応
第1問 FDAの重要監査ポイントについて教えて欲しい
第2問 FDA指摘事項例など具体的な例を出して解説して欲しい
第3問 Warning Letterについて具体的な例を教えて欲しい
第4問 GMP適合性調査申請について・・・事前資料提出に必要な資料とは？
第5問 GMP適合性調査の主な指摘事項とは？
第6問 GMP適合性調査における指摘事項への回答に関して、気をつけるべき点
第7問 GMP不適切な事例などあれば・・・解説・改善について説明して欲しい
第8問 GMP調査における流れ、日程等の具体的な事例で教えて欲しい
第9問 サイトマスターファイルの提出は必要事項なのか？　他5問

第5章 外部委託・技術移転
第1問 外部委託試験機関の選定ポイントとは？　/第2問 外部委託試験機関の監査ポイントは？
第3問 技術移転に関する手順書を作成しているが、手順書の作成のポイント
第4問 技術移転時の留意点とは？
第5問 国内と海外の委託先への技術移転に関しての相違点などありますか？
第6問 委託会社への分析方法の技術移転が難しかった。留意点などを教えて欲しい
第7問 技術移転におけるトラブル事例などあれば教えて欲しい
第8問 試験室管理の確認と契約についての留意点など教えて欲しい

第6章 ヒューマンエラー、教育訓練
第1問 具体的なヒューマンエラーをいくつか挙げて解説して欲しい
第2問 単純なケアレスミスに対し再発防止策にはどのようなことを行うのがよいか？
第3問 手書き記入（記録）をする際、人為ミスが起こってしまう・・何か良い解決方法
第4問 ヒューマンエラーの防止方法（発生原因など）を教えて欲しい 他6問

長村　聡仁　東和薬品(株)
小田　容三　GQP・GMPコンサルタント
野村　　章　QAアドバイザー
山田　龍彦　キッセイ薬品工業(株) 
小澤　良樹　沢井製薬(株)

長岡　明正　(元)塩野義製薬
鈴木　竹一　エヌケイエス(株) 
河田　茂雄　NPO・QAセンター
上杉　恵三　グロファーマフィジクス 
小林　弘武　(株)東レリサーチセンター

試験検査室管理 Q&A集

発刊　　2014年3月
定価　　20,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　111ページ
ISBN　　978-4-86502-057-1

ＧＭＰで押さえるべき必須事項とその対処方法までを丁寧に解説！
適合性調査、施行通知改訂・事例集改訂の概要、ＧＭＰ施行通知改定に対応したバリデーションの解説！
医薬品企業に初心者として従事されてから間もない方、また、ＧＭＰをもう一度振り返ろうと思っている方に必見！

第1章 日本のGMP
＜第1部 薬事法とGMPの基本事項の理解＞
  1．薬事法とは
　2．薬事法と医薬品およびGMP関連
  3．医薬品とは
　4．GXPとは
　5．GQPとは
　6．GMPとは
　7．GMP省令、薬局等構造設備規則及びガイドラインについて
　8．製造業と製造販売業の関係

＜第2部 GMPの概要＞
　1．GMP組織と役割
　2．製造部門の役割
　3．品質部門の役割
　4．保管管理（倉庫）部門の役割
　5．設備管理部門の役割
　6．GMP基準書・手順書等文書類の必要性と留意点
　7．GMP文書の種類
　8．バリデーションの必要性
　9．校正（キャリブレーション）の必要性
　10．変更管理の処理とは
　11．逸脱管理の処理とは
　12．品質等の情報及び品質不良等の処理手順
　13．回収処理の防止と対策
　14．教育訓練の重要性と実施方法
　15．自己点検の必要性と重要事項
　16．品質保証部門の役割と重要性
　17．無菌医薬品の製造管理・品質管理

　18．生物由来医薬品及び特定生物医薬品の製造管理・品質管理の製造管理及び品質管理
　19．ハード面とソフト面を維持する上での留意点
第2章 日本当局のGMP適合性調査について

第3章 GMP施行通知改訂及びGMP事例集改訂の概要
　1．GMP施行通知改正の背景
　2．GMP施行通知改正6つの柱について
　3．GMP施行通知改正の概要
　4．GMP事例集（2013年版）

第4章 GMP施行通知改定に対応したバリデーション
　1．改正バリデーション基準の全面改訂
　2．適格性評価（Qualification）とバリデーション
　3．バリデーション基準の概要
　4．バリデーション基準の従来との主な相違点
　5．GMP事例集（2013年版）

第5章 製薬企業としてのPIC/S対応準備
　1．PMDA当局のPIC/Sの動向
　2．PIC/Sの概要について
　3．日本当局（PMDA）のPIC/Sへの取り組み状況（GAP分析）
　4．PIC/S GMPガイドラインについて
　5．J-GMPとPIC/S GMPのGAP分析
　6．GAP分析の実務への落し込み

第6章 治験薬GMP
　1．PIC/S GMPガイドラインについて
　2．GCPと治験薬GMPの位置づけと制定の主な変遷
　3．治験薬GMPと医薬品GMPの相互関係
　4．治験薬GMPと医薬品GMPの主な相違点
　5．治験薬GMPのポイントと対応
　6．治験薬GMPの大工程
　7．PMDA実施調査（査察）を通した治験薬に関する課題と対応
　8．治験薬製造と分析の課題と対応
　9．PIC/S GMPに基づいたグローバル治験の課題と対応

日本を中心としたG M P 解説書
～基本的事項を中心にして応用まで～

～Ｊ－ＧＭＰの理解、ＧＭＰ施行通知改正、ＧＭＰ事例集及びＰＩＣ/Ｓ ＧＭＰへの理解及び対応～

（前）上武大学看護学部専任講師
（元 PMDA GMPエキスパート）

 　　　　　　　　　　　　宮木 晃 先生
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★初任者・新任者・教育ご担当者、　GMPのおさらいをしたい方、
　お時間のあるときにいつでも学べる！
★教育研修用の教材として最適！

セミナー収録ＤＶＤ

▼講習会収録

全18巻
ＤＶＤ

●発売　2013年10月　●収録日（2013年）第1部　5月23、24日　第2部　6月20、21日　第3部　7月18、19日

●形式　DVD(1枚)×18巻　※付録　講習会資料

講師　医薬品GMP教育支援センター　代表　 高木 肇 先生

　GMPは適用対象が広く関連法規類も多いことから、GMP担当者には高度の知見や豊富な経験が求められる。
　GMP担当者の経験・知識が不十分であると、査察や監査に適格に対応できないばかりか、製造業者等は受託製造等の機会逸失、あるいは製品回収トラブルを招き、
　企業イメージを大きく落としかねないリスクを負う。
　しかし、最近は団塊世代の退職とともに、GMP担当者を育てる社内教育者が不足している。
　このため、GMP担当者育成の一助として、2日間に渡り、GMP担当者として知っておくべき必須知識とGMPの最新動向、ならびに経験に基づく事例を紹介する。

＜講演ポイント＞

＜高木肇先生のGMP入門シリーズ＞

GMP入門シリーズセミナー
－GMP入門、GMP文書・記録入門、バリデーション入門－

購入形態 価 格
各巻個別購入

１２巻同時購入

10,000円 + 税
50,000円 + 税
90,000円 + 税

６巻同時購入

全巻セット購入 120,000円 + 税

第1部　GMP入門　第1巻～第6巻 第2部　GMP文書・記録入門　第7巻～第12巻 第3部　バリデーション入門　第13巻～第18巻

＜第１巻＞ 「GMP省令の概要」  約70分
＜第２巻＞ 「品質保証について」  約80分
＜第３巻＞ 「事例集」  約80分
＜第４巻＞ 「薬局等構造設備規則」  約80分
＜第５巻＞ 「異物・汚染対策」  約70分
＜第６巻＞ 「教育訓練、変更管理、逸脱管理」  約100分

＜第７巻＞ 「文書に関するPIC/S GMPとのギャップ」  約80分
＜第８巻＞ 「サイトマスターファイルの作成」  約90分
＜第９巻＞ 「医薬品品質マニュアルの作成事例」 約80分
＜第10巻＞ 「製造指図記録書の作成事例」  約70分
＜第11巻＞ 「SOP作成上の留意点」  約90分
＜第12巻＞ 「製造記録の作成」  約90分

＜第13巻＞ 「バリデーションの歴史と最新動向」  約80分
＜第14巻＞ 「バリデーションの種類」  約90分
＜第15巻＞ 「バリデーションマスタープラン」  約80分
＜第16巻＞ 「支援システムのバリデーション例」  約80分
＜第17巻＞ 「コンピュータ化システムバリデーション」 約80分
＜第18巻＞ 「洗浄バリデーション」  約80分

発刊　　2013年9月
定価　　60,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー　
           378ページ　　
ISBN　  978-4-86502-036-6

バリデーション改訂案をふまえ、製剤・ステージ別のバリデーションを解説！
製剤別のバリデーションの進め方・ポイントなど・・原薬・固形製剤・無菌・治験薬・バイオ原薬
洗浄・滅菌・製薬用水・微生物試験・分析法構造設備、キャリブレーション・CSVなどのバリデーションも解説！

第1章　日本におけるバリデーションの定義と考え方
1.医薬品品質保証の考え方とバリデーションの必要性/2.一般的なバリデーション
3.PIC/Sとバリデーション/4.これからのプロセスバリデーション
第2章　プロセスバリデーション実施の留意点
1.目的/2.プロセスバリデーション/3.予測的バリデーション/4.コンカレント・バリデーション
5.回顧的バリデーション/6.変更時の再バリデーション/7.定期的な再バリデーション
第3章　バリデーションに伴い整備すべき文書
1.バリデーションドキュメントの文書体系/2.バリデーション・マスタープランの作成と留意点
3.その他、バリデーションドキュメントに係る留意事項/保管期間
第4章　製剤別プロセスバリデーション
第1節　原薬製造バリデーション
　1.原薬製造バリデーションの進め方/2.プロセスバリデーション 
　3.洗浄バリデーション/残留許容基準の設定/許容限度の確立
　4.分析法バリデーション/5.指摘事項/6.受入時のバリデーション
第2節　固形製剤製造バリデーション　/1.固形製剤バリデーションの進め方/2.指摘事項
第3節　無菌製造バリデーション
　1.無菌製剤バリデーションの進め方/注射剤の種類と品質特性/バリデーションマスタープランの作成
　2.指摘事例
第4節　治験薬製造バリデーション
　1.医薬品のバリデーション/2.治験薬製造バリデーションの進め方/3.査察等での指摘事例
第5節　バイオ原薬のプロセスバリデーション
　1.ライフサイクル管理/2.バイオ原薬のプロセスバリデーション
第5章　「洗浄バリデーション」
1.関連ガイドライン/2.洗浄バリデーションの進め方－装置と設備の洗浄－
3.洗浄バリデーションの残留レベルの設定と，洗浄度の評価/4.分析方法/検討すべき内容/5.指摘事項
第6章　滅菌バリデーション
1.滅菌保証の流れ/2.関連法規・規制及びガイドライン/薬事法改正と医療機器滅菌保証
3.滅菌バリデーションの方法/製品性能評価と滅菌条件選定

4.空中浮遊菌、落下菌、付着菌/サンプリング装置及び測定方法
5.バイオバーデン測定方法/測定の意義/測定手順/6.バイオロジカルインジケーター(BI)/適用と評価/調製
7.バリデーション計画書、報告書/8.エンドトキシン測定と対応/9.指摘事項または要望事項
第7章　製薬用水のバリデーション
1.関連ガイドライン/日本/アメリカ/ヨーロッパ/その他
2.製薬用水のバリデーションの進め方/品質に関する要件/3.水の品質特性/4.水質の管理のポイント
5.水質管理システムのバリデーション/6.排水について/7.指摘事項
第8章　微生物試験法の分析法バリデーション
1.微生物試験法の分析法バリデーションについて/2.微生物限度試験法の分析法バリデーション
3.無菌試験法の分析法バリデーション/無菌試験法の国際調和の経緯
4.環境微生物モニタリング法/環境浮遊菌数測定法
5.指摘事例/無菌試験法・微生物限度試験法に関する指摘事例等
第9章　包装バリデーション
1.包装バリデーションチェックリスト/2.新包装バリデーションチェックリストテンプレート包装設計基準
3.包装毎の新包装バリデーションチェックリスト/バイアル/分包
第10章　分析法バリデーション
1.分析法バリデーションとは/2.試験法のタイプと評価する分析能パラメータ
3.分析能パラメータの評価/真度/併行精度/室内再現精度/特異性等
第11章　分析法バリデーションにおける統計
1.基本的統計量/代表の数量的表し方/ばらつきの数量的表し方
2.分布/正規分布/標本の分布（t分布）/χ2(カイ二乗)分布/F分布
3.検定と推定/平均に関する推定/分散に関する検定と推定/外れ値の検定/4.分散に関する重要な規則
5.直線回帰に関する統計/6.実験計画法/一元配置実験/二元配置実験
第12章　構造設備(ハード)バリデーション
1.建築施設のバリデーションの進め方/URS作成とDQの実施/IQの実施
2.製造支援設備、製造設備のバリデーションの進め方
第13章　空調設備 適格性評価
1.空調設備に関わる要求事項/空調設備に求められる役割
2.適格性評価の実施/適格性評価の対象範囲例/IQ据付時適格性評価 
3.環境基準とモニタリング/4.指摘事項/空調設備の基本仕様に関連する事項/システムの運用
第14章　計測機器キャリブレーション(校正)
1.キャリブレーションの要求規格/2.実施タイミング
3.現場の計装から見たキャリブレーションの種類とそのイメージ/4.校正対象機器の決め方
5.キャリブレーションで決めておくこと/6.キャリブレーション実施計画書『プロトコル』の作成
7.キャリブレーション作業の実施/8.結果記録書の作成
第15章　コンピュータ化システムバリデーション
1.国内外ガイドラインの比較と適用範囲について/2.電子記録および電子署名に関する規制
3.コンピュータシステムバリデーションの進め方/4.個別システムのCSV適用例

小出　達夫　国立医薬品食品衛生研究所
橋本　光紀　医薬研究開発コンサルテイング 
小松　未佳　平山薬事研究所 
中島　隆規　平山薬事研究所 
平山　重光　平山薬事研究所
岡本　真人　帝人ファーマ(株)
長岡　明正　(元）塩野義製薬(株)
上杉　恵三　グロファーマフィジクス
中山　利明　旭硝子(株)
高平　正行　(株）エースジャパン

山口　　透　日本電子照射サービス(株)
原田　　尚　オルガノ(株)
小田　容三　NPO-QAセンター
早川　禎宏　(株）島津製作所 
医薬品包装標準化委員会 
城道　　修　日本マイクロバイオファーマ(株)
鈴木　克也　大成建設(株)
中澤　　賢　三機工業(株)
鈴木　竹一　エヌケイエス(株)
内藤　理佳　(株）野村総合研究所

バリデーション全集 -基礎～実務まで-



▼▲ GMP系

－ 12－

発刊　　2013年2月
定価　　38,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　165ページ
ISBN　  978-4-86502-008-3

米国FDAはPIC/Sから加盟承認を取得！ついに日本もPIC/S加盟申請！
グロ－バルスタンダードになりつつある、PIC/S GMP！
CGMP、ICH-Qトリオ等の含めて、取り組むべき留意点について解説！

第1章 グローバル化するGMPと品質保証

 1．グローバル化と医薬品の品質評価 

 2．GMPのグローバル化とGMP監視及び管理運用における課題

　  医薬品のサプライチェーンのグローバル化と複雑化に対するPIC/S加盟の必要性

    国際標準のGMP体制の国内導入に向けた取り組み

 3．品質保証体制のグローバル化に伴うGMPにおける技術的課題

第2章 CGMP概要および日米の比較

 1．CGMP規制の理解および最新動向 / 2．日米のGMPの相違点

第3章 FDA査察への対応と留意点およびJ-GMPとの相違点　

 1．FDA査察の動向/ 2．指摘事項と対策の検討 /3．FDA査察およびPMDA査察の比較

 4．PIC/S加盟に伴い、FDA査察はどのように変化するのか?

第4章 PIC/S GMPガイド概要

 1．EU GMPとPIC/S GMPガイドとの関係　/2．GMP省令とPIC/S GMPとの相違点

 3．アネックス8 「原料及び包材のサンプリング」/4．アネックス17「パラメトリックリリース」

 5．アネックス19「参考品及び保存サンプル」　/6．PIC/S加盟による実務へのインパクト

第5章 PIC/S GMPガイドラインに対応した文書管理

 1．PIC/S 加盟申請及びPIC/S GMPガイドラインの意義　/ PIC/S 加盟申請の動向/意義

 2．我が国における法規制上及び適合性調査のおける

    PIC/S GMPガイドラインの取り扱い/PIC/Sガイドラインとの比較分析に基づく

    国内ガイドラインの整備

 3．文書・記録管理の意義

 4．PIC/S GMPガイドラインが要求している文書・記録の管理の基本事項(全般事項)

  4.1　品質保証マネジメント /4.2　医薬品GMP /4.3　品質管理 /4.4　製品品質の照査 

  4.5　品質リスクマネジメント /4.6　文書化された手順書 /4.7　その他の手順書 

  4.8　製品製造に係る技術文書 /4.9　PIC/S GMPガイドラインが要求している記録類

  4.10　その他の文書化すべき事項

 5．文書・記録類の一般的な管理事項の留意点 / 6．GMP文書の階層的文書体系

第6章 PIC/S GMP対応におけるSMFの具体的記載方法（2011年5月発刊書籍から一部加筆）

 1．薬事法について / 2．PMDAにおけるGMP関連調査業務（医薬品）

 3．海外製造所の認定についての留意点及び状況 /4．サイトマスターファイルの作成要領・作成例

第7章 PIC/S GMPに基づく自己点検･監査

 1．PIC/S GMPの要求事項

　  マネジメントの役割と責任 / 変更マネジメントシステム 

    是正措置および予防措置(CAPA)システム / 医薬品品質システムのマネジメントレビュー

　  年次製品レビュー/ナレッジマネジメント / リスクマネジメント/倉庫、物流管理（GDP）

 2．自己点検･監査に関する3極GMP規定 / GMP省令/EU GMP/cGMP

 3．自己点検の項目

　3.1　内部監査あるいは自己点検 / 3.2　年次製品レビューを活用した監査実施

　3.3　自己点検による手順確認の例

 4．PIC/Sに対応した自己点検システム構築の留意点

　  品質システムの継続的改善 / リソースの確保にかかる見直し

 5．自己点検の具体的方法

    経営層の責務/リソース / 製品品質のモニタリング / 定期レビューおよび継続的改善

　  施設に関する当局指摘を踏まえた自己点検法

第8章 PIC/S加盟を見据えた作業員の指導・教育のポイント

 1．日本が、PIC/Sに加盟することの意義を教育すること

 2．J-GMPとの相違点、PIC/Sの着目点を意識した教育とは？

 3．行政査察は、どう変わるか?を教育すること

　  GMP調査員の資格要件を知ること / GMP調査員に求められる知識を知ること

　  都道府県とPMDAの連携状況を知ること / 動向予想を教育すること

第9章 PIC/Sの流れで変わる査察の事前準備・対応のポイント

 1．PIC/S GMPの基本 /2．Riskの考え方 /3．PIC/S guideline　での監査の実施の方針

 4．Risk baseバリデーション

第10章 グローバルスタンダード対応のためのCSV実施の留意点

 1．グローバルCSV規制の動向 / 2．FDA査察動向とPart11査察

 3．ANNEX11概要とPIC/S/原則の部分の記述 / 4．PIC/Sの影響を考慮したCSVガイドライン対策

第11章 ICH-Qトリオへの取組み　

  ICH-Qトリオのガイドライン概要 / ICH-QトリオのGMP運用について / ICH Qトリオの有用性

  ICH Qトリオに対する当局の対応 / ICHガイドライン、PIC/S GMPの相互関係
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PIC/S等もふまえたグローバル化に向けた倉庫管理、物流における実務上のポイントとは？
GDP(Good Distribution Practice)およびサプライチェーンマネジメントの重要点とは？

第1章　日米欧のGMP規制要件とガイドライン
1．規制要件とガイドラインの関係
2．倉庫(保管区域)に係る日米欧の規制要件とガイドライン
3．試験検査室に係る日米欧の規制要件とガイドライン
第2章　倉庫、サンプリング室・保管室の管理方法のポイント
 第1節　倉庫内の温度管理－倉庫内の温度のマッピングの概要－
  1．規制およびガイダンス / 2．倉庫マッピングの概要 / 3．マッピング実施の例
 第2節　防虫・防鼠管理
  1．防虫・防鼠管理体制の変化/国内・海外での取り組み状況
  2．防虫・防鼠管理の方法
　   ｢集めない｣/｢入れない｣/｢発生・生息させない｣
　   ｢早く捕まえる｣/管理状況の継続確認と対策の効果確認
 第3節　設備・機器管理
  1．倉庫、サンプリング室、保管室・試験検査室等の環境条件
  2．一般的な空調システム / 3．バックアップの考え方 / 4．メンテナンス維持管理
 第4節　医薬品保管センターにおける清掃について
  1．医薬品保管倉庫における清掃の目的
  2．医薬品保管倉庫における清掃管理/清掃管理基準書の作成
　   清掃作業手順の作成/記録・帳票類
  3．保管エリアにおける汚染とその対策
　   粉状物質の汚れ/カビ/昆虫の死骸/清掃資機材の効果的な使用
  4．倉庫・物流センターにおける清掃のポイント
第3章　GDP監査リスト
1．日米欧での法規則 / 2．規制当局の査察動向と事例 / 3．監査チェックリスト
第4章　医薬品倉庫、試験検査室における査察官の指摘事項
1．原材料受入区域・保管室・サンプリング室・不合格品置き場

　 GMPの規制要件、ガイドライン/GMP適合性調査（査察）の方法
　 保管設備の確認/保管区域（倉庫)における指摘事項
　 倉庫・保管室等の留意事項(自己点検）
2．医薬品等の試験検査室/GMPの規制要件、ガイドライン　　
第5章　倉庫における品質管理体制と作業員教育・ヒューマンエラー改善
1．教育訓練/GMPの前に『整理・整頓・清掃・清潔・躾』/GMPの要件
2．法令遵守/製薬協コンプライアンスガイドライン 
   品質保証のために遵守すべきこと
3．作業員の意識改革（GDPという概念の浸透など）
4．手順書の管理/作成と承認/文書類の管理方法 
5．衛生管理 / 6．表示と記録 / 7．逸脱への対応
第6章　GDP概要
1．医薬品の品質保証とGDP/医薬品の品質保証のグローバル化とGDP
   流通における医薬品品質に対するリスクの回避とGDP
2．医薬品の流通管理におけるGDP/サプライチェーン管理の現状
　 物流・卸売業者における医薬品の流通と品質管理
第7章　原材料・納入業者管理のポイント
1．医薬品の品質確保の重要性
2．原材料の購入先の管理/購買工程/供給者の評価と選定/購買情報・検証
3．輸送時の物流管理/サプライチェーンマネジメントの重要性
第8章　最新のJGSPの概要と運用事例
1．組織と任務 / 2．医薬品等の供給と品質管理 医薬品等の廃棄
3．トレーサビリティ /4．安全管理業務 / 5．教育訓練
6．当社における、さらなる取り組み
第9章　物流センターにおける品質管理とGDP
1．グローバルにおけるGDPガイドラインの状況 / 2．組織および管理と従業員 
3．品質システム / 4．設備 / 5．トレーサビリティー / 6．医薬品の入荷作業
7．保管倉庫 / 8．医薬品の出荷作業  / 9．医薬品の輸送
第10章　物流センターにおける保管管理のポイント
1．市場への出荷の管理 / 2．医薬品の貯蔵等の管理 / 3．文書及び記録の管理
4．医薬品流通の品質 / 5．庫内作業と保管の品質向上
6．医薬品の輸送品質向上のために / 7．輸送環境の実態およびその向上
8．諸外国における医薬品輸送の規制等・医薬品の流通事故 /9．回収事例から学ぶ
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講習会受講者・実務担当者から直接アンケートを実施し、集めた質問に回答！
90問を超えるQ&A！

第1章 PIC/SおよびPIC/S GMPガイドラン
第1問 最新のPIC/S動向を知りたい /第2問 PIC/S加盟申請を行った事による影響とは？
第3問 PIC/S加盟後の規制等はありますか？要求事項等？
第4問 原薬GMP(ICHQ7)とPIC/S GMPとの相違点とは？
第5問 加盟後に日本と当局及び企業どのようになるのか？他20問

第2章 PIC/S査察
第25問 PIC/S査察時に予想される指摘・指導事項とは？
第26問 査察に対し具体的な失敗例等教えて頂けますか？
第27問 PIC/S加盟当局の査察と対応の進め方について知りたい
第28問 査察前に用意が必要な資料はどのようなものがありますか？
第29問 実際の質疑応答などの具体的な事例を知りたい　他6問

第3章 PIC/Sにおける自己点検
第34問 PIC/Sの要求事項とは？規制とは？GMP省令との違いは？
第35問 PIC/Sに対応した自己点検システム構築にはどうすれば良いのか？
第36問 自己点検項目を教えて欲しい/第37問 自己点検チームメンバーの選定方法とは？
第38問 PIC/S GMPガイドライン パートⅠの9．3について

第4章　PIC/S対応における委託先監査
第39問 PIC/Sに含まれるサプライヤー管理とは？
第40問 PIC/S GMPへの加盟により、資材メーカーへの査察頻度は増えるのか？
第41問 委託先監査におけるチェックリストなどをご提示頂きたい
第42問 委託先監査手順書の作成とは？
第43問 PIC/S対応する気の無いメーカーとの付き合い方　他2問

第5章　PIC/S GMPにおける文書管理
第47問 文書管理におけるGMP省令とPIC/S GMPとの相違点とは？
第48問 PIC/S GMPに要求される各手順書への記載事項とは？
第49問 GMP関連ドキュメントの作成と管理のポイントを教えて欲しい　他3問

第6章　PIC/S GMP対応におけるSMF
第53問 PIC/S SMFのガイドライン改定がされた事なので、解説が欲しい
第54問 SMF作成の着手を始めたが、準備段階で何から始めるべきか？ 
第55問 SMFの管理ついて知りたい　他4問

第7章　PIC/S GMPに対応するためのバリデーション（プロセス・分析法）
第59問 PIC/Sで求められるバリデーションマスタープランの要件とは？
第60問 バリデーションプロトコール作成に困っているので、ポイントを教えて欲しい
第61問 PIC/Sのプロセスバリデーションのあり方とは？今後の方向性とは？

第8章　PIC/S GMP対応における洗浄バリデーション
第62問 PIC/S GMPガイドライン対応の洗浄バリデーションとは？
第63問 洗浄バリデーションで用いられるデータ管理の考え方とは？
第64問 サンプリング手順を教えて欲しい/第65問 洗浄バリデーションを実施する際の計画書の作成法とは？
第66問 定期的な変更時のバリデーションの詳細を教えて欲しい

第9章　PIC/S対応における製品品質照査
第67問 PIC/S GMPにおける製品品質照査の重要性とは？
第68問 製品品質照査のチェックリストなどの具体的な例を用いて説明して欲しい
第69問 製品品質照査結果報告書の作成のポイントとは？　他4問

第10章 PIC/S対応における無菌GMP
第77問 PIC/S GMガイドのAnnex 1の要点とは？
第78問 J-GMPにはないPIC/S GMPの要求事項とは？要求事項の違いとは？
第79問 非無菌製剤についての解説が欲しい（PIC/S-GMP　ANNEX９）

第11章 PIC/S GMPハード面での対応
第80問 建物の建築設計及び設備設計におけるPIC/S対応に困っている
第81問 アイソレータの留意点を教えて欲しい 
第82問 空調・クリーンについてのPIC/Sへの対応とは？　他4問

第12章 PIC/Sへの対応に向けた教育訓練
第87問 PIC/S GMP対応にむけた教育訓練の内容・手法などはございますが？
第88問 PIC/S対応にむけた社員教育で、どのくらいの準備期間が必要ですか？
第89問 教育訓練の実効性（教育浸透度）の評価方法を知りたい　他2問
巻末資料：アネックスPart1、アネックス1、8、11

（前）上武大学 看護学部 専任講師　

（元）PMDA GMPエキスパート　 宮木　晃　先生

PIC/S GMP Q&A集

発刊　　2013年4月
定価　　28,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　243ページ
ISBN　  978-4-86502-007-6

製薬用水の全てが理解できる！
 本書では、「製薬用水とは何か？」について、製薬用水へ求められるもの、製薬用水の製造法、製薬用水システムの管理について大事なこと、
製薬用水に関して今何が問題なのか？製薬用水に関する、すべての情報を、整理してゆきます。

第1章　はじめに製薬用水を知ろう

1. 製薬用水って何? /精製水/純水と超純水

2. 何が不純物なのか? /不純物とは/原水中の不純物とは?

3. 水質管理とは　/品質管理と水質管理

第2章　水処理はろ過から始まった

1. ろ過について　/種類/洗浄/外部洗浄式ろ過器/通水速度とろ材

2. 膜分離について　/膜分離と問題点/ろ過膜のタイプ

3. 蒸留って何?　/分離器として蒸留器/蒸留器の構成

第3章　汚染防止とリスク管理

1. 製薬用水で大事なこと　2. 製薬用水のリスク管理

3. 汚染要因について　/原水由来/装置由来/外部由来

第4章　デッドレグって何?

1. デッドレグその1　/無菌管理対象水ラインへの査察

2. デッドレグその2　/6dから1.5dへ/WHO GMP Annex3の記述

3. デッドレグその3　/ISPE BaselineR Guidesの記述

第5章　原水の選択と製薬用水への要求水質

1. 常水と原水選択

　 水道法と水質基準/水道法50項目内容について/従来純度試験項目との比較

   井戸水選・水道水選択の対応

2. 製薬用水への要求水質　/注射用水・精製水・水システムへ求められるもの

第6章　精製水システムの構成としくみ

1. 水システムの構成と前処理について /前処理について

2. 精製水装置の構成単位機器　/イオン交換樹脂/RO(逆浸透)

第7章　注射用水の製造

1. 蒸留器 

   注射用水製造用蒸留器とそのリスク/分離器としての機能/蒸留器の役割

   蒸留器の構成と汚染ポイント

2. 超ろ過について　/注射用水製造と膜利用

第8章　貯槽と配管

1. 貯槽

   製薬用水と貯槽/貯槽設置の目的/貯槽容量の決定/貯槽の汚染要因/貯槽の材質

   貯槽の構造・条件/貯槽の失敗例

2. 配管　/配管素材/用途毎の配管/配管の条件/配管の失敗例

第9章　水質検査から水質測定へ

1. USPのおおきな改訂　2. JP16改正骨子/JP16改正内容

第10章　導電率測定

1. 導電率測定/導電率とは?　/導電率計の使い方/一律管理の利点と危険

第11章　TOC測定

1. TOC測定への一般概念　/TOCとは何か/水源の有機汚染指標

2. 製薬用水のTOC測定　/製薬用水と不純物/水質管理

第12章　バリデーション

1. バリデーションの考え方　/用語/GMPと水システム

2. 水システムとCSV　/新ガイドラインへの経緯・目的

第13章　単位機器フローの変遷とケーススタディ

1. 注射用水製造フローの変遷

2. 精製水装置のケーススタディ　/殺菌方法/設備費と運転費用について

3. RO膜とUF膜比較　/無菌化技術/膜法の役目と捕捉微生物排除法

第14章　細菌管理と無菌試験

 精製水の細菌管理と必要性/殺滅方法と装置毎の対応殺/生菌数測定

 無菌試験法・無菌保証・パラメトリックリリース/エンドトキシン試験法

 注射用水の無菌維持管理と汚染防止

第15章　蒸留器のチャレンジテスト結果

1. テスト目的　/方法/結果/考察/結論

第16章　実稼動装置の水質調査例

1. サンプリングポイント  2. 水質分析項目　3. 膜処理水と蒸留水の水質

第17章　製薬用水GMPと査察対応

1. GMPと国際調和　2. PIC/S加盟後の方向性　3. 3極調和とWFI製造方法の差異

 野村マイクロサイエンス(株）　 

 布目技術士事務所　　　     布目 温　先生

製薬用水とその管理
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発刊　　2012年12月
定価　　62,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　293ページ
ISBN　  978-4-905545-99-6

PIC/Sへの対応や国内外製造所監査・調査の留意点
注射剤・点眼剤の各製造時における留意点およびGMP対応とは！
GMP文書作成のポイントと設備管理上での勘所、クリーンルームにおける清浄度管理および教育訓練のポイント

第1章　無菌医薬品製造管理について
第1節　無菌医薬品製造GMP・PIC/Sを含めた三極におけるレギュレーションの違いと注意点および
     「無菌操作法による無菌医薬品の製造指針」のポイント
 1.PICとPIC/Sの歴史   2.PIC/S加盟の利点とは
第2節　無菌医薬品製造に関連する書類と注意点
 1.GMP文書の種類   2.無菌医薬品関連文書　3.無菌医薬品の重要管理項目例 
 4.無菌医薬品関連文書の作成　5.作成漏れし易い事項
第3節　注射剤における製造時の留意点
 1.服装具  2.更衣時の留意点　3.無菌室内での行動基準　4.衛生管理 　
 5.プロセスシミュレーションテスト　6.アイソレータ　7.製造時の留意点
第4節　点眼剤における製造時の留意点
 1.点眼剤の組成と製法  2.点眼剤の製造　3.点眼剤の原料秤量工程での留意点
 4.点眼剤の調剤工程での留意点　5.点眼剤の充填工程での留意点

第2章　無菌医薬品製造におけるバリデーションの考え方　
 1.バリデーションについて　2.適格性評価（Qualification）とバリデーションについて
 3.適格性評価（Qualification）について　4.バリデーションについて   5.バリデーションの範囲と種類
 6.無菌医薬品の製造・品質管理を行う上での必要な要件　7.無菌医薬品の製造作業における留意点
 8.プロセスシミュレーション（培地充てん試験）
 9.無菌医薬品製造を含むバリデーションの年間計画書と実績表の作成
 10.PIC/S及びEU GMPの無菌医薬品の製造　11.PMDAの指導･指摘事項　
 12.日本当局のGMP適合性調査について

第3章　無菌医薬品における設備管理
第1節　無菌医薬品製造における構造設備の基本的要点　1.構造設備の一般要件と解説　　　
第2節　空調設備の要件とその管理

 1.無菌医薬品製造施設の空調設備の要件　2.空調設備の設計与条件   3.空調設備の機能とシステム構成
 4.環境要件各論　5.空調設備の適格性評価　6.空調設備の保守管理
第3節　クリーンルームにおける清浄管理　
 1.クリーンルーム環境維持管理のポイント　2.清浄度評価　3.クリーンルーム清掃法および空調洗浄の基礎
第4節　クリーンルームにおける作業員教育訓練
 1.教育訓練の必要性  2.ＧＭＰ教育訓練システムの管理　3.システムの設定と進め方
 4.教育訓練システム　5.無菌操作及び無菌操作区域で作業を行う職員の教育訓練　6.教育訓練のポイント
第5節　無菌医薬品製造に於ける封じ込め技術の基礎とポイント
 1.ケミカルハザードの考え方  2.バイオハザードの考え方　3.PIC/Sの中での取り扱い
 4.ハザード対応封じ込めについて

第4章　無菌医薬品製造所の国内・海外査察への対応
 1.実地調査の流れ　2.実地調査の実績　3.実地調査日程の流れ
 4.無菌医薬品製造所での指摘事項、指導事項及びその概要

第5章　滅菌保証について
 1.滅菌のポイント　2.滅菌保証および滅菌バリデーションの留意点　
 3.滅菌保証に関する今後の課題と展望

第6章　製薬用水の管理
 1.製薬用水の品質管理　2.製薬用水の日常管理　3.製薬用水設備のバリデーション

第7章　エンドトキシン試験のポイント
 1.エンドトキシン試験の原理　2.エンドトキシン試験法とエンドトキシン規格値
 3.無菌製剤の製造におけるエンドトキシン管理のポイント　4.脱パイロジェン工程のバリデーション

第8章　無菌試験法実施のポイント
 1.無菌試験法の目的と方法　2.無菌試験法の限界と無菌性保証について
 3.無菌試験法の国際調和の経緯　4.無菌試験法の規定要因と適合性試験
 5.無菌試験法の設定要因と適合性試験　6.製品の無菌試験法実施上の留意点
 7.無菌試験の観察と結果の判定　8.パラメトリックリリースについて

第9章　無菌医薬品製造における異物混入防止
第1節　異物に対する基本概要 第2節　無菌医薬品への異物混入
第3節　最終滅菌法により製造した無菌医薬品への異物混入防止のためのリスクマネジメント
第4節　無菌医薬品への異物混入防止に関する企業の実情

佐々木次雄　武蔵野大学
高木　　肇　NPO法人医薬品・食品品質保
　　　　　　証支援センター
河内　健二　参天製薬(株)
高岡　　文　和光純薬工業(株)
宮木　　晃　上武大学
山本　知之　千代田テクノエース(株)
清崎　俊雄　丸三ケンショウ(株)
昼間　隆治　(株)ダイキンアプライドシス
　　　　　　テムズ

吉武　　一　元 日本化薬(株)
風間　奏一　野村マイクロサイエンス(株)
池嶋　規人　野村マイクロサイエンス(株)
中澤　　賢　三機工業(株)
河田　茂雄　NPO法人医薬品・食品品質保
　　　　　　証支援センター
小田　容三　ニプロファーマ(株)
元 製薬企業 品質保証担当者　

無菌医薬品製造におけるGMP関連規制とバリデーション対応実務
～PIC/S対応・査察・設備管理・清浄度管理・滅菌・無菌試験～

中国GMP（新版GMP 2010)の影響、中国製造所におけるＧＭＰ監査実施の留意点とは？
中国への原材料輸入・機械機器調達のポイントとは？
委託製造時におけるバリデーション実施の留意点とは？ 

第1章　中国製造所におけるGMP監査実施と
       留意点
　1．中国の医薬品製造所の現状
　2．中国におけるGMP認証制度
　3．外国製造所認定とGMP適合性調査
　4．GQP取決め
　5．品質監査の申し入れと監査の準備
　6．スケジューリングの考え方と事前準備 
     の重要性
　7．プラントツアーの重要性
　8．チェックリストの重要性
　9．監査時の留意点
　10．PMDAによるGMP調査に適合させるため
      に模擬査察のポイント/査察に適合
      するための準備

第2章　中国製造所査察経験からトピックと
       事例・査察対応　　　　
　1．GMP海外監査の重要点
　2．GMP調査の実績等について
　3．日本当局のGMP適合性調査について
　4．中国におけるＧＭＰ許可状況
　5．中国の製造所の選び方  
　6．取り決め書について
　7．中国の製造所での実地調査実施上の
     留意点

第3章　中国企業のバリデーション実施の
       実際
　1．バリデーションにおける規制要件と
     ガイドライン
　2．バリデーションの計画から実施までの
     留意点
　3．バリデーションの具体的実施方法

第4章　生産移管、製造アウトソーシングの
       留意点
　1．技術移転、委託製造に関する法規制・
     問題点
　2．技術移転・製造アウトソーシングに
     おける留意点

第5章　原料材料輸入・機械機器調達の
       ポイント　
　1．輸入設備の調達について
　2．国産設備の調達について
  3．輸入原薬の調達について
  4．化学薬品の調達及び管理について
  5. 設備機器のバリデーションについて

発刊：2012年11月　定価：35,000円 + 税　体裁：B5判　103ページ　ISBN：978-4-905545-98-9

中国製造所への医薬品製造委託・監査・バリデーション実施
および海外からの輸入・調達時のポイント

新井　一彦　日本ジェネリック(株)

宮木　　晃　上武大学

岡本　真人　帝人ファーマ(株)

丸橋　和夫　(株)エースジャパン

扶川　直人　蘇州大塚製薬有限公司

◎USP,EP,JSP対応をふまえた微生物試験法のバリデーションと試験実施の留意点
◎保存効力試験法の留意点…定基準と判定方法・保存効力試験のバラツキの管理・保存効力試験の効率化とは？
◎微生物管理における3極GMPの規制要件およびガイドライン

第1章　微生物試験概要
　　　　～国際調和，日局16改正を踏まえた～　

第2章　微生物試験法のバリデーションと
　　　 試験実施の留意点
 第1節  無菌試験法 /第2節 エンドトキシン試験法
 第3節  微生物限度試験法
 第4節  生薬の微生物限度試験法の設定・実施方法
 第5節  製薬用水の品質管理
 第6節  非無菌医薬品の微生物学的品質特性
 第7節  培地の特性と損傷菌培養への応用

第3章　保存効力試験法

第4章　保存効力試験法
        －試験法のポイントと新しい取り組み

第5章　環境微生物とモニタリング

第6章　微生物の同定法
 第1節  微生物同定の意義と、同定手法の推移
 第2節  遺伝子解析による微生物の迅速同定 
 第3節  遺伝子解析におけるトラブルシューティング
 第4節  病原性の確認

第7章　微生物の保存
 第1節  各種保存法とその差異
 第2節  保存における留意点

第8章　医薬品・医療機器の滅菌方法、
       滅菌バリデーションならびに滅菌保証
 第1節  滅菌バリデーション  
 第2節  医薬品・医療機器に使用される滅菌剤，
        殺菌剤，消毒剤について
 第3節　医療機器の滅菌バリデーション

第9章　微生物汚染事例と未然防止策

第10章　バイオセーフティ

第11章　逸脱管理の実践ポイント

第12章　化粧品の微生物管理

第13章　食品の微生物管理

第14章　教育訓練の具体的な取り組み

第15章　微生物関連での査察における指摘事項と
        対応事例

第16章　微生物管理における3極GMPの規制要件
        およびガイドライン～JGMP、cGMPの要求
        事項の違い、要求される書類の違いなど
        の含めた～
 第1節　日米欧のガイドライン
 第2節　PIC/S ガイドライン
 第3節　3極の共通点と相違点

第17章　微生物試験に関わるQ&A

発刊：2012年2月　定価：71,000円 + 税　体裁：B5判　484 ページ　ISBN：978-4-905545-43-9 

＜3極対応＞

微生物試験法の留意点
および微生物管理

佐々木次雄　(独)医薬品医療機器総合機構
池永　義宏　(株)住化分析センター
高岡　　文　和光純薬工業(株)
小此木　明　クラシエ製薬(株)
風間　奏一　野村マイクロサイエンス(株)
池嶋　規人　野村マイクロサイエンス(株)
小田　容三　ニプロファーマ(株)
長沼　孝文　山梨大学大学院
福田　大介　第一三共RDノバーレ(株)
鈴木　昌二　(財)日本食品分析センター
高田　浩一　参天製薬(株)
村上大吉郎　(株)大気社

朝山和喜子　千寿製薬(株)
新谷　英晴　中央大学
中村　宗弘　(株）カネカ
新井　一彦　日本ジェネリック(株)
阿南　秀人　花王(株)
五十君静信　国立医薬品食品衛生研究
菅又　昌実　首都大学東京
河田　茂雄　NPO・QAセンター
藤井　達也　大塚製薬(株)
人見　英明　合同会社ヒトミライフサイエンス
宮木　　晃　上武大学
守山　隆敏　スリーエム ヘルスケア(株)
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実務者からの洗浄バリデーションに関する疑問をわかりやすく解説。
洗浄バリデーション関連業務において、何をどのタイミングで実施すべかを理解する一助になる。
3極における洗浄バリデーションの法規・ガイドライン・対応、関連文書作成のポイント、教育訓練の留意点等…

1. 洗浄バリデーションの目的(目的/位置付け/交差汚染対策/確認事項/留意点)

2. バリデーションの概要(バリデーション基準概要/原薬GMPガイドラインとバリデ

   ーション基準比較/コミッショニング/バリデーションの責任者・対象・実施時期) 

3. 洗浄バリデーション関連の国内法規・ガイドライン

   (国内法規/医薬品GQP/GMP解説(事例集)記載内容/原薬GMPガイドラインの要請)

4. 米国の洗浄バリデーション関連法規・ガイドライン(CGMP関連/プロセスバリデー

   ションガイダンス/洗浄工程バリデーション査察ガイド/FDA483文書)

5. EUの洗浄バリデーション規定(PIC/S GMPガイドライン/Annexs15関連)

6. 三極の法規・ガイドラインが求める洗浄バリデーションの概要

   (一般原則/GMP適合性調査時の留意事項)

7. 洗浄バリデーション関連文書(文書体系/バリデーション・洗浄バリデーション

   手順書/洗浄バリデーション実施計画書・実施報告書/日常の洗浄記録/留意点)

8. 洗浄バリデーション業務の担当と責任(バリデーション部門/研究開発部門/

   製造部門/エンジニアリング部門/品質管理部門/品質保証部門)

9. 洗浄対象物(指標成分)

   (考え方/定期的再確認/微生物・エンドトキシン汚染/ワーストケース製品選定)

10. 洗浄剤の選定

   (洗浄対象物とプロセス/汚れ/洗浄剤と洗浄プロセス/ISO13408/界面活性剤/

    酸化・還元剤/乳化、懸濁化剤/錯体化剤/アルカリ洗剤/酸洗浄剤/溶剤類)

11. 殺菌方法の選定(殺菌剤による方法/オゾン法/熱水殺菌法)

12. 洗浄水の影響(不純物影響/リンス水水質/水の貯蔵・配管)

13. 洗浄方法(CIP・COP/CIPでのタンク洗浄/配管CIP/超音波洗浄)

14. 洗浄バリデーションの種類

15. 設備・機器の設計

    (基本/デッドレッグと6D/アイソレータ/構造材仕上げ/バフ研磨と電解研磨/

    構造材材質/ルージュ化/計測パラメータ選定/施設徐染/既存設備の洗浄バリ)

16. 設備適格性確認(DQの判定基準例/測定機器キャリブレーション/IQ検査項目例/

    IQ文書の記載項目/OQ検査項目例/PQ留意点)

17. 定期的な再バリデーション　18. 変更時の再バリデーション

19. 工程管理の定期照査　　　　20. コンカレントバリデーション

21. 残留許容値の設定(行政/ISPE/1日許容摂取量/無毒性量/洗浄対象物・洗浄剤・

    消毒剤の残留許容値/洗浄能力or検出限度から求める/0.1投与量基準・10ppm基準・

    目視限度値基準/微生物限度値/PIC/S洗浄関連勧告/限度値計算例)

22. サンプリング方法

    (留意点/スワブ法/リンス法/フィニッシュプロダクト法/転写(スタンプ)法)

23. スワブ材とスワブ溶剤(スワブ剤/スワブ溶剤)　　

24. スワッブ操作

25. サンプリングポイントの選定と根拠例

    (サンプリングポイント/サンプリング箇所の例/選定根拠)

26. スワブ回収率試験(スワブ回収試験例/回収率の影響する因子)

27. 接薬表面積の算出

28. 分析方法(分析法バリデーション/残留物特定する分析法・特定しない分析法/

    TOC計留意点/分析器の洗浄バリデーション)

29. 分析機器のバリデーション

30. 洗浄バリデーションと教育訓練(基本的な教育項目/洗浄プロセスの教育/服装具/

    更衣後留意点/エアーシャワー留意点/室内清掃の留意点)

31. 治験薬における洗浄バリデーション

32. 変更管理(洗浄バリデーションにかかわる変更/リスクアセスメント)

33. 逸脱管理

34. 査察対応(事前の提出資料/説明時留意点/プラントツアーでの指摘事項)

35. 洗浄バリデーションにおけるQ&Aについて

36. 付録(洗浄バリデーション実施計画書・実施報告書の記載例)

NPO法人　医薬品・食品品質保証支援センター

（略称：NPO-QAセンター）　

　　　　　　　　　　　　監事 　高木　肇　先生

洗浄バリデーション
-日米欧3極における対応・関連設備対応・実務ポイント・書類作成事例・Ｑ＆Ａ-

発刊　　2012年11月
定価　　20,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　121ページ
ISBN　  978-4-905545-95-8

第1章 国内GMPの要求事項と求められる信頼性

 第1節 我国のGMPおよび関連ガイドラインに

       おける試験検査室管理の要求事項

 第2節 試験検査室管理指針の目的と適用範囲

 第3節 試験検査室管理指針における推奨事項

第2章　試験検査室管理の実際

 第1節 標準操作手順書（ＳＯＰ）作成

 第2節 文書と記録の管理

 第3節 生データ管理

 第4節 不純物プロファイルに基づく品質管理

 第5節 変更管理

 第6節 試薬・試液と標準品の管理

 第7節 検体採取と検体の管理

 第8節 「OOS調査」

 第9節 試験室への技術移転におけるポイント

 第10節 外部機関への委託

 第11節 自己点検と内部監査

第3章 試験室の装置・機器のValidation/

      Calibration

第4章 試験室の異常・逸脱管理　

第5章 日欧米規制の要求事項と対応の留意点

　　　およびFDA試験室査察の事例と対策

 第1節 欧米規制の要求事項と対応の留意点

 第2節 FDAの試験室査察の事例と対策

 第3節 PIC/Sからの試験検査室関連の

       査察ポイント

 第4節 試験検査室におけるGMP適合性確認

 　   

第6章 試験検査室におけるPart11・ERES対応

　　　の実践ポイント

第7章 試験検査業務におけるケアレスミス

　　　への対応と防止策

第8章 教育訓練の具体的な取り組み

第9章 試験検査室管理とＱトリオ

第10章 試験検査室におけるＱ＆Ａ

発刊：2011年8月　定価：66,000円 + 税　体裁：B5判　332ページ　ISBN：978-4-904080-93-1

直接のアンケートを実施し、問題点・疑問などを集め書籍化した1冊！
試験検査室管理の実際を具体的な事例で解説！
異常・逸脱、３極要求事項と対応のポイント、ケアレスミス、教育訓練、試験検査室管理とＱトリオとは？

谷本　　剛　同志社女子大学
大石　順二　東レ(株)
野村　　章　QAアドバイザー 
三村　尚志　アステラス製薬(株)
小田　容三　ニプロファーマ(株)
田中　景子　(株)応用医学研究所
小澤　良樹　沢井製薬(株)
村嶋　康平　武州製薬(株)
山下　恭示　エーザイ(株) 
長村　聡仁　東和薬品(株) 
鈴木　竹一　エヌケイエス(株)

小林　弘武　(株)東レリサーチセンター 
上杉　恵三　グロファーマフィジクス
井川　　猛　(株)島津テクノリサーチ 
浅井　俊一　ロート製薬(株)
松井　　一　(株)シーエーシー
若山　義兼　日本環境認証機構
小出　達夫　国立医薬品食品衛生研究所
吉川　昌敏　科研製薬(株)
片岡　俊二　(株)大塚製薬工場
人見　英明　合同会社ヒトミライフサイエンス

＜3極への対応＞

試験検査室管理実践資料集

PIC/S GMPガイドの特色および最新情報を記載した待望の書籍が発刊！
サイトマスターファイルの作成方法の留意点を仮想工場を設定し、実際の作成方法の理解を深める！
PIC/Sの今後の展開とは・・・加盟国拡大のメリット、将来的な問題、EMAとの関係とは？

第1章　PIC/S概要
第1節　PIC/Sの歴史
 医薬品査察協定 / 医薬品査察協同スキーム
第2節　PIC/Sの目的、役割と利点
 PIC/Sの役割 / PIC/Sの利点

第2章　PIC/Sの最新動向
 欧州及び北米の状況 / アジア、オセアニアの状況  
 / 日本

第3章　PIC/S GMPガイド
第1節　EU GMPとPIC/S GMPガイドとの関係
第2節　EU GMPとPIC/S GMPガイドの特色
第3節　日本がPIC/S に加盟するメリット
第4節　日本がPIC/S に加盟するまでのプロセス
第5節　EU GMP に対する改定の概要
第6節　PIC/S GMPガイド第1章のポイントの解説
第7節　PIC/S GMPガイド第1章の旧要件から改訂
       された箇所の要約および和訳
第8節　PIC/S GMPガイドAnnex 1の旧要件から改訂
       された箇所の要約および和訳

第4章 サイトマスターファイル・添付資料作成と
      申請手続きでの留意点
　　　～仮想工場を設定して、申請資料例の作成～
 薬事法について / 
 PMDAにおけるGMP関連調査業務（医薬品）/
 海外製造所の認定についての留意点及び状況 /
 サイトマスターファイルの作成要領 /
 サイトマスターファイルの作成例　

第5章　PIC/S査察の実施方法
第1節　PIC/S GMPガイド/EU-GMPガイドにおける
       査察での留意事項
 TGA・PIC／S基準に関する質疑応答集 /
 査察に関する一般的考察 / 査察頻度 /
 査察官の活動に関する品質管理 / 指摘事項
第2節　査察日決定後からの準備
 事前提出資料 / 査察手順
第3節　査察後の要点および査察報告書への対応方法
 査察報告書の作成手順 / 査察報告書の草案への回答

第6章 コンピュータ化システムに関する
      PIC/Sガイダンスの概要
 構成と特徴 / 目的 / 適用範囲 / 序文 /
 コンピュータ化システムの実装 / 構造と機能
 計画とライフサイクルマネジメント /
 マネジメントと責任 / ユーザー要求仕様（URS）
 機能仕様書（FS）/サプライヤ、ソフトウェア開発
 者及び品質管理 / 重要なQMSとソフトウェア規格
 の特質/テスト/バリデーション方針と優先順位 /
 ソフトウェア製品分類別のGAMPバリデーション方法/
 回顧的バリデーション変更管理 /
 エラー報告システム / システムセキュリティ /
 データ変更一監査証跡 /重要データの入力 /
 電子記録及び電子署名 /人（PERSONNEL）/
 査察の考察 / チェックリストと備忘録

第7章　PIC/Sの今後の展開
 PIC/S GMPが世界的標準へ / 
 PIC/S加盟国拡大のメリット / PIC/Sの今後 /
 日本加盟のメリット

発刊：2011年5月　定価：38,000円 + 税　体裁：B5判　158ページ　ISBN：978-4-904080-82-5

＜最新＞

ＰＩＣ／Ｓ動向およびＧＭＰガイドの理解と査察対応
     ～概要・加盟国状況、サイトマスターファイル作成方法、CSV、今後の展開～

松村　行栄　エーザイ(株)
大槻　宣道　マルホ(株)
山田　　哲　持田製薬(株)
立石　伸男　中外製薬株
荻原　健一　(株)野村総合研究所　
宮木　　晃　上武大学
人見　英明  合同会社 ヒトミライフサイエンス研究所
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●発売 2010年6月　●収録日 2009年12月4日
●DVD3枚、合計 約230分 　
●40,000円 + 税　※付録　講習会資料

＜講習会収録DVD＞

1. GMP概論

2. GMPの目的

3. GMP要件

4. ドキュメント

＜ポイント＞

 小松 未佳 先生

【GMP入門講座】

新任者のためのGMP基礎

　本講座では、医薬品に携わる全ての人に必要なGMP基礎知識につい
て全体像を理解した上で、各GMP要件毎に具体例を交えながら分かり易
く解説致します。　新任者はもとより、GMP省令改正後の要求事項につい
ておさらいをしたい方にも最適の講義内容となっております。
　社内研修での上映や、個人で勉強するために最適です。

講師　

　(株)平山薬事研究所 本社 

＜収録内容＞

5. 製造管理について

6. 品質管理について

7. 品質保証について

8. 品質情報処理と回収処理

テキストが分かりやすく、説明も良く理解できた。
細やかな説明でよく理解できた。
人はミスを犯すものという前提に立った対策がよく分かった。
これまでの知識を整理できました。

＜セミナー参加者の声＞

●発売 2010年4月　●収録日　2009年12月14、15日
●DVD3枚　合計 約420分　　
●52,000円 + 税　※付録　講習会資料

＜講習会収録DVD＞

JPC研究所 バリデーションGMP担当 

中村　宥治 先生＊元武田薬品工業(株)品質保証部

用語で学ぶGMP
＜2日間＞

＜講座の狙いとポイント＞
GMPに関連する「用語」を理解することが、GMPを理解する第一歩となる。
共通のGMP言語により、はじめて市場と会話が出来る。
定義をすりあわせた上でないと、正確な行動は起こせない。

＜講座の進め方＞
講座を9部に分け、各Partでは、説明（40分）、Q＆A（10分）のパターンで進め、
理解を助けるため、次の内容を組み込んでいます。

＜DVDを見て学習できること＞
１）工場勤務者向け、従来から工場で慣用しているGMP・GQPに関係する用語 
２）薬事担当者向け、医薬品の製造販売承認申請書を作成するために必要な用語
３）品質保証責任者向け、PQS（医薬品品質システム）に関係する用語

＜収録内容＞
第1部 要旨：The point of view　　　
＊GMP関係の用語を理解することの大切さを
 ｢GMPの基本骨格｣と｢新しいGMPの基本骨格と将来像｣
 について、図解により説明する。

第2部 GMP基本用語とその解説
＊日頃製造現場で繁用されている用語を対象として

説明する。医薬品だけでなく食品のGMPの用語に
ついても、一部説明する。

　・GMPの基礎用語(60種類)の定義、解説

第3部 製造販売承認申請関係用語とその解説
＊薬事法及び省令･告示･通達･ガイドラインで規定

されている用語のうち、主に製造販売承認申請書
とGMPに関係する用語を対象とし、同等に説明す
る。

  ・製造販売承認申請関係用語(28種類)の定義、解説
　・Q&A3問

第4部 演習問題と解答作成、ヒントによる解答作成
＊間違いやすい用語について、○×又は四者択一の

方式により、演習問題を実施する。演習問題の回
答結果と間違いやすい用語の解釈について説明す
る。特に、日本語の定義が不明瞭な場合、英語と
日本語を対比して説明する。

  ・演習問題12問、解答、解説

第5部　無菌GMP関係用語とその解説
＊無菌GMP用語、特に注射剤等で無菌管理が要求さ

れる際に使用されている用語を対象として、説明
する。

  ・無菌GMP関係用語(19種類)の定義、解説
　・Q&A3問

第6部　PQS関係用語とその解説
＊新しいGMPに対応するため、医薬品の品質システ

ム(PQS)を構築し、実行する上で必要な用語につ
いて説明する。

   ・PQS関係用語(26種類)の定義、解説
　 ・Q&A2問

第7部　レビュー：おさらい
＊特に重要な用語についてレビューし、理解を深める

＜講習会収録 DVD＞

●発売 2011年5月　　●形式　「＜１＞GMPを理解するために」のみDVD2枚組。残りは各巻DVD1枚。収録時間45～70分ほど　　
●付録　セミナーテキスト　 ●収録日 2011年2月14、15日　

●講師　JPC研究所 バリデーションGMP担当 
　　　　　　　　＊元武田薬品工業(株)品質保証部

▼

全13巻　

＜主な収録内容＞

　★GMPを理解するために！　・・・・・・・・・・

　★倉庫の管理を理解するために！　・・・・・・

　★衛生管理を理解するために！　・・・・・・・

　★異物の混入を防止するために！　・・・・・・

　★防虫対策の必要性を理解するために！・・・・

　★品質管理を理解するために！　・・・・・・・

　★Process Validationを理解するために！　・・

　★無菌GMPを理解するために！　・・・・・・・・

　★新しいGMPを理解するために！　・・・・・・・

・

　

－GMPについて、一般常識を説明します－

－設備を含めて、製造作業に必要な原材料等の保管管理の基本事項－

－製造所や作業所、作業室の掃除の仕方や消毒・殺菌の条件、更衣手順等－

－異物が侵入した場合の対処、汚染物質としての目標品質基準への対応－

－事業所として必要な防虫管理への対応について基本事項－

－QA／QCへの対応、および統計的品質管理の基本事項－

－ISO9000による「Process Validation」について対応－

－GMPの重点課題である「無菌GMP」について－

－「PQS」について対応が必要な基本事項－

中村 宥治 先生

工場勤務者のための

 やさしいＧＭＰ4  全9巻

購入形態 本体価格 + 税

各巻個別購入

全巻セット購入

２巻以上から

10,000円

 57,000円

１巻につき 9,000円

★初任者・新任者・教育ご担当者・GMPのおさらいをしたい方、

　お時間のあるときにいつでも学べる！

★教育研修用の教材として最適！

セミナー収録ＤＶＤ
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●発売 2009年3月　●各巻DVD1枚　約2時間×13巻　
●収録日 2008年10月22、23日 12月8、9日　　　
　2009年2月9、10日　　※付録:講習会資料

＜講習会収録DVD＞

＜主な収録内容＞
 ★GMP・バリデーション全般のコンセプトをマスター！
 ★バリデーション全般のコンセプトをマスター！
 ★薬事法におけるGMPをマスター！
 ★製造・目標品質基準の継続的改善をマスター！　
 ★製造販売承認書をマスター！
 ★製造指図書をマスター！
 ★安定性調査・安定性試験をマスター！
 ★原薬GMPの特徴と適用範囲をマスター！
 ★GMP監査をマスター！
 ★工場・施設における構造・設備GMPをマスター！
 ★現場での衛生管理をGMPマターからマスター！
 ★無菌の衛生管理をマスター！
 ★教育訓練をマスター！

13のジャンルメニューによる

　 ＧＭＰ入門講座

★初任者・新任者・教育ご担当者・GMPのおさらいをしたい方、お時間のあるときにいつでも学べる！

★教育研修用の教材として最適！

セミナー収録ＤＶＤ；ＧＭＰ入門シリーズ！

－GMPの適用範囲、世界のGMP、バリデーション、申請書の基礎知識を習得－
－各種バリデーションがなぜ必要か？どのように実施すべきか－
－品質マネジメントシステムの観点からGMPを理解－
－変更管理・逸脱管理の違いを理解－
－実証主義に基づき、何を、どのように記載しなければいけないか－
－生物学的同等性を担保する上で、作成法とその注意事項を理解－
－使用期限、条件設定時のルール・注意事項を理解－
－生物由来原料基準、出発物質の定義などを正しく理解してますか－
－各種監査および、その書類上、技術上における留意点を理解－
－防虫・倉庫・クリーンルーム管理も理解－
－ヒトの日常作業上の必須事項、微生物・細菌汚染などを理解－
－バイオクリーンルーム、バイオバーデン、微生物・環境モニタリングなどを理解－
－実施手順などを、品質経営・法的マターからの観点をふまえ理解－

JPC研究所 バリデーションGMP担当 

中村　宥治 先生＊元武田薬品工業(株)品質保証部

購入形態 本体価格 + 税

各巻個別購入

全巻セット購入

５巻一括購入

６巻以上から

20,000円

130,000円

75,000円

1巻追加につき、

＋12,000円

発刊　　2016年6月
定価　　25,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー　
　　　　　109ページ
ISBN　  978-4-86502-113-4

★凍結乾燥をどのように理解するか？
★プロセスの基礎から凍結乾燥時の品質劣化予測および制御の考え方とは？
★様々な製品の凍結乾燥に応用できる基本書。

１章　凍結乾燥プロセスの概説

　1.1 凍結乾燥のプロセスフロー

　1.2 凍結乾燥過程の温度履歴

　1.3 凍結乾燥装置の概要

２章　凍結に関わる物理化学現象

　2.1 凝固点降下

　2.2 固液相平衡

  2.3 コラプス

　2.4 過冷却現象

  2.5 凍結によって生じる氷晶のミクロ構造

３章　凍結乾燥プロセスにおける凍結操作　

　3.1 冷却方法と凍結

  3.2 凍結過程における温度履歴の推算

  3.3 凍結過程の温度履歴から平均氷晶サイズの推算

　3.4 氷晶のミクロ構造をどう評価するか（屈曲係数の推算）

　3.5 氷晶のミクロ構造をどう制御するか（アニーリング）

４章　凍結乾燥過程における製品品質の劣化

　4.1 凍結過程における製品品質の劣化につながる現象

  4.2 乾燥過程における製品品質の劣化

　4.3 凍結乾燥機における凍結制御

  4.4 凍結乾燥プロセスの最適化指針

５章　乾燥操作の基礎

　5.1 乾燥の基礎

  5.2 凍結乾燥における乾燥メカニズム(製品スケールの観点から)

　5.3 凍結乾燥における乾燥メカニズム(乾燥装置スケールの観点から)

　5.4 凍結乾燥速度に影響を及ぼす因子

６章　棚板式バイアル凍結乾燥のモデル化とその解法

　6.1 熱と物質移動のモデル化

　6.2 乾燥所要時間と製品温度の推算の実施

  6.3 パラメーターの取得   

  6.4 デザインスペースの推算

　6.5 乾燥時間短縮のために

７章　三次元的な輻射式凍結乾燥のモデル化とその解法

　7.1 輻射伝熱のモデル化 

  7.2 乾燥圏内の熱移動のモデル化 

　7.3 物質移動のモデル化

　7.4 水の昇華試験による熱と物質の移動パラメーターの取得

　7.5 カットリンゴの凍結乾燥試験（シミュレーションの実施例）

京都大学　農学研究科 食品生物科学専攻

准教授　中川 究也 先生

凍結乾燥の基礎と実務への応用
-プロセスの最適化に向けた数学モデルの解法と使い方-

第1章　原薬調達の現状
 原薬メーカーのGMP管理 / GMPに適合した原薬調達 /   
 原薬とGQP省令 / 原薬メーカーの国外移転における懸念

第2章　ＭＦ制度
 MF制度の概要 / MF登録

第3章　原薬海外調達の課題とポイント
 外国原薬の状況・受託事業会社の選定ポイント
 (ロンザ社を中心に) /
 原薬メーカーの決定～海外メーカーとの考え方の
 ギャップについて～ /
 原薬の不純物に関する留意点及び問題点 /
 原薬の結晶形に関する留意点 / 
 発売に向けた最終確認と各種取り決め、関連部門との
 連帯 / 原薬調達の事例 

第4章　新薬開発段階の原料調達、中間体、原薬の製造
委託～開発購買の役割とコスト削減～

第5章　原薬商社における役割と現状
 輸入原薬の品質試験 /
 外国製造業者の認定及びMF登録の日本管理人 /
 海外原薬メーカーへの事前調査 /輸入商社の役割

第6章　海外製造業者との取り引きの際における留意点
 契約の際の留意点 / 外国原薬メーカーとの関係構築 /
 海外における不純物、不溶性異物に対する考え方並び
 に規格値 /

 トラブルを未然に防ぐ対応策～事例を念頭にふまえて～ 

第7章　国別における製造業者との取引事例
 中国 / インド / イスラエル / 
 欧州(EU)～欧州(EU)での原薬、中間体調達の留意点～

第8章　製造アウトソーシングにおける実務交渉に必要な
知識と留意点～委受託ビジネスを円滑に進めるために～

第9章　外国製造所における製造管理及び品質管理の確保
 外国製造業者認定制度の問題点 /
 承認書における製造方法とSOP記載内容の整合性 
 変更管理連絡体制 / 変更管理例～どのような工程や
 変更の内容が一変や軽微にあたるのか～
 海外製造所管理(認定、GMP適合性調査、GQP取り決め)/
 外国製造所必要とされるGMPのレベル確認 /
 原薬メーカーの信頼性チェック

第10章　海外製造所に対するＧＭＰ適合性調査
 海外製造所GMP適合性調査について
 調査申請に関しての留意点 /
 事前準備に関するポイント 
 海外製造所におけるGMP適合性調査事例
 ～費用、指摘、実例～ 

第11章　原薬調達に関わる知的財産権～原薬調達の際
の特許に関する留意点～

浅越　　正　コーア商事(株)
石橋　恵治　エーザイ(株)
伊牟田　充　藤本化学製品(株) 
江森　健二　ヤンセンファーマ(株) 
太田　和実　明治製菓(株)
大野　喜和　ビオブリッジ(株)
岡本　真人　帝人ファーマ(株)
小川　明広　長瀬産業（株）
川上　亘作　(独)物質・材料研究機構
正田　力也　明治薬品(株) 
堤　　信夫　久光製薬（株）

徳植　信行　(株)リバテック
長村　聡仁　東和薬品(株) 
西村　　光　日本新薬(株)
早川　道也　ロンザジャパン(株)
福島　百映　エボニック デグサ・ジャパン(株)
松浦　信男　万協製薬(株)
丸橋　和夫　(株)エースジャパン
三宅　正一　日本バルク薬品(株) 
山根　　修　ハイカル・ジャパン
吉谷　隆志　(独)医薬品医療機器総合機構

原薬輸入・海外調達における

課題/薬事規制への対応
発刊：2010年8月　定価：69,000円 + 税　体裁：B5判　264ページ　ISBN：978-4-904080-62-7

原薬調達に関する初の書籍！
輸入先の選定、品質確保、安定供給のための取引・契約トラブルなど実例を基に解説！
ＭＦ制度からＧＭＰ、ＧＱＰなど原薬に関わる規制に対応！
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発刊　　2014年8月
定価　　30,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　126ページ
ISBN　  978-4-86502-068-7

＜2010年度版＞バイオ後続品/バイオシミラー医薬品書籍を一部加筆修正！
バイオ後続品・バイオシミラー医薬品の規制を解説！
2010年1月発刊書籍　【＜2010年度版＞バイオ後続品/バイオシミラー医薬品】書籍購入者には特別割引！詳しくはHPでご確認を！

第1章 バイオ後続品（バイオシミラー医薬品）開発とその規制
1. バイオ後続品開発における課題 /2. 非臨床試験 /3.臨床試験
4. EUのバイオ後続品規制の最新状況 /5. 他の世界状況と日本の将来

第2章 欧州のバイオシミラー医薬品に関する規制環境
1. 欧州医薬品審査庁
　1.1　バイオシミラーに関する一般ガイドライン
　1.2　品質に関するガイドライン
　1.3　非臨床および臨床試験に関するガイドライン
　　1.3.1　非臨床試験
　　1.3.2　臨床試験における薬物動態試験および薬力学試験
　　1.3.3　臨床効果比較試験
　　1.3.4　臨床における安全性と製造販売後調査
　　1.3.5　免疫原性　
　1.4　ガイドラインの改定案
　　1.4.1　バイオシミラーに関する一般ガイドラインの改定案
　　1.4.2　品質に関するガイドラインの改定案
　　1.4.3　非臨床および臨床に関するガイドラインの改定案
　　　1.4.3.1　非臨床試験の改定案
　　　1.4.3.2　臨床試験における薬物動態試験および薬力学試験の改定案
　　　1.4.3.3　臨床効果比較試験の改定案
　　　1.4.3.4　臨床上の安全性（免疫原性を含む）の改定案
　　　1.4.3.5　製造販売後調査の改定案
　　　1.4.3.6　一つの適応症における効果と安全性の結果の他の適応症への外挿
　1.5　個別の薬剤に対するガイダンス
　　1.5.1　序論
　　1.5.2　非臨床試験
　　1.5.3　PK試験/PD試験
　　1.5.4　臨床効果試験
　　1.5.5　臨床安全性試験

　　1.5.6　製造販売後調査
　　1.5.7　適応の外挿
2. その他の規制関連、ガイドライン

第3章　承認実例～ケーススタディー～
第1節　欧州で承認されたバイオシミラー
1. 適応
2. 品質試験
　2.1　原薬　/2.2　製剤
3. 非臨床試験
4. 臨床試験
　4.1　PK試験　/4.2　PD試験　/4.3　導入期効果試験　/4.4　維持期臨床効果試験 
　4.5　臨床効果試験結果における補正　/4.6　臨床安全性試験
第2節　日本で承認されたバイオシミラー
1. 製造工程
2. 製剤
3. PK試験
4. PD試験
5. 免疫原性

第4章　バイオシミラーに関する特許の問題
1. 特許・知財の基礎－考え方について－
2. 特許侵害訴訟とは（訴訟の基礎）
3. バイオシミラーとは?
4. バイオテクノロジー関連発明の特許・知財のポイント
5. 過去の判例から学ぶ特許・知財のポイント

第5章　バイオシミラー生産における既存技術の動向
1. 動物細胞を用いたタンパク質生産
2. 現在の細胞培養プロセスとは
3. 細胞株構築のテクノロジー　‐omics技術の利用は効果的か?
4. フォールディング、糖鎖修飾、分泌、を含めた翻訳後プロセス 

山口　照英　国立医薬品食品衛生研究所　
野村　英昭  協和キリン富士フイルム
　　　　　　バイオロジクス(株）

中筋　公吉　ユニード国際特許事務所
鬼塚　正義　徳島大学大学院　　　
大政　健史　徳島大学大学院 

バイオ後続品/バイオシミラー医薬品～改訂版～

＜2014年度版＞

発刊　　2014年3月
定価　　32,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　179ページ
ISBN　  978-4-86502-056-4

早期臨床試験で何をすべきか?
臨床試験を効率的に進めるためのリスク予測手法の考え方とは?
医薬品開発におけるモデル＆シミュレーション方法、その基礎となる母集団薬物動態解析法とPK/PD解析法の解説には最新の知見を解説

第1章　臨床薬理試験をはじめとした早期臨床試験の役割と今後の展望
1.クスリの人格形成/2.新薬開発における早期試験の役割
　2.1　効率的な開発のためには？/2.2　ヒトへの初めての投与/2.3　FIH試験/
　2.4　早期臨床試験によるデータの収集/2.5　早期臨床試験データの活用
3.今後の早期臨床試験の展開　

第2章　数学的モデルを利用した臨床開発
1.臨床試験シミュレーション
　1.1 臨床試験シミュレーションの意義/1.2 臨床試験シミュレーションの実施方法
2.Model based Meta-analysis　/2.1　Model based meta-analysis の適用例  
3.Quantitative Systems Pharmacology　
　3.1　Quantitative Systems Pharmacologyとは？/3.2 適応事例

第3章　M&Sを利用した臨床開発の実際
1.M&Sとは/2.臨床試験デザインのためのM&S/3.臨床開発におけるM&S利用のインパクト-実例を基に
　3.1　タクロリムスの潰瘍性大腸炎への適応/3.2　ミカファンギンの米国における小児適応拡大/
　3.3　オクスカルバゼピンの米国における小児適応拡大

第4章　民族差の臨床評価におけるPK/PDモデリング利用について
1.ER共変量モデル/2.ERモデル解析計画上の留意点/3.ERモデル選択上の留意点/
4.ERモデル解釈上の留意点

第5章　M&Sを利用した申請資料作成におけるポイント
1.なぜモデルを使うか/2.M&Sによる臨床試験の効率化/3.PK/PDデータのM&S
4.モデル解析における注意点
　4.1 フリップ-フロップの注意点/4.2 共分散行列の取扱い/4.3 定量限界以下のデータの取扱い
5.小児試験におけるM&S　
　5.1 小児PPK試験デザインの留意事項/5.2 最適サンプリング理論について
6.病態モデルと薬効モデル解析からM&Sへ
　6.1 選択的漸増法試験の評価法/6.2 疾患の進行と薬物の治療のモデル化

第6章　NONMEMによる母集団解析の考え方
1.母集団薬物動態解析
　1.1 母集団薬物動態解析とは/1.2 誤差/1.3 モデル構築手順/1.4 モデルの妥当性の判断
2.NONMEMについて　
　2.1 アルゴリズム/2.2 データセット/2.3 コントロールファイル/2.4　エラー

第7章　PK/PD解析手法
1.薬力学モデル(応答の形)の種類
　1.1 Emaxモデル/1.2 シグモイドEmaxモデル/1.3 線形モデル
2.薬力学と薬物動態の関連　
　2.1　直接反応モデル/2.2　平衡の遅延/2.3　不連続の薬力学測定値の解析

第8章　バイオマーカーと臨床
1.バイオマーカーの種類/2.バイオマーカーの妥当性/3.薬剤開発とバイオマーカー
4.コンパニオン診断薬/5.バイオマーカーとPGxとの関係
6.新たなバイオマーカー開発への取り組み「liquid biopsy」
7.バイオマーカーの今後の課題　/7.1 バイオマーカーに関わる規制

第9章　コンパニオン診断薬の開発と臨床への寄与
1.コンパニオン診断薬と臨床検査
　1.1　遺伝子検査のための体外診断用医薬品と測定用医療機器
　1.2　バイオマーカーの臨床利用と組織検体由来の遺伝子検査
2.医薬品とコンパニオン診断薬の関係と開発および承認審査・保険収載の差異
　2.1　体外診断用医薬品の薬事とコンパニオン診断としての申請
　2.2　コンパニオン診断薬の薬事申請と臨床意義の確立
　2.3　体外診断用医薬品の開発のタイムライン/2.4　遺伝子検査の保険収載と先進医療/
　2.5　最近のコンパニオン診断薬の保険収載
3.コンパニオン診断薬の開発の注意点
　3.1　これまでのコンパニオン診断開発の状況/3.2　コンパニオン診断開発の課題
　3.3　各課題について
　3.4　今後のコンパニオン診断開発に関する欧米の取り組み
　3.5　製薬企業と診断薬企業によるコンパニオン診断パートナーリングと国内の取り組み

第10章　マイクロドーズ臨床試験について
1.NEDOプロジェクト
　1.1　14C 標識体のマスバランス試験/1.2　非標識体のMD 試験/1.3　PET 分子イメージングMD 試験
2.MD 臨床試験のReal World

熊谷　雄治　北里大学
鈴木　昭之　ファイザー(株)
貝原　徳紀　アステラス製薬(株)
今井　康彦  ブリストル・マイヤーズ(株)
朝野　芳郎　ファイザー株式会社
笠井　英史　サターラ合同会社
須田　　真　(株)ベル・メディカル
                  ソリューションズ

田中　　潤　(株)ベル・メディカル
                    ソリューションズ
小寺　康夫　近畿大学　
西尾　和人　近畿大学
三好　康弘　(株)キアゲン
山田一磨呂　田辺三菱製薬(株)

薬物動態・臨床効果、副作用リスク因子の予測技術の実務への応用
        ～ＭＢＤＤ、Ｍ＆Ｓ、バイオマーカー、マイクロドーズ～　

＜医薬品の効率的開発のための＞
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発刊：2010年3月　定価：40,000円 + 税 　体裁：B5判 190ページ　ISBN：978-4-904080-51-1

第1章 規格試験に関わるガイダンス等の紹介
1. 基準・指針・ガイダンスの概要
2. 基準・指針・ガイダンスの位置づけと活用方法

第2章 低分子化合物による製剤
      ～医薬品製剤の企画及び試験方法～
1. 医薬品製剤の分類
2. 医薬品製剤及び剤形の定義と特性
2.1 経口投与する製剤
2.2 口腔内に適用する製剤
2.3 注射により投与する製剤
2.4 透析に用いる製剤
2.5 気管支・肺に適用する製剤
2.6 眼に投与する製剤
2.7 耳に投与する製剤
2.8 鼻に適用する製剤
2.9 直腸に適用する製剤
2.10 膣に適用する製剤
2.11 皮膚等に適用する製剤
2.12 生薬関連製剤

3.規格及び試験方法の設定 
3.1 規格とは
3.2 「規格及び試験方法」設定の留意点
3.3 「規格及び試験方法」の項目別の
     設定方法と要点

第3章 原薬/医薬中間体
1. 原薬
1.1 設定上の一般的留意事項
1.2 原薬の設定すべき試験項目と試験方法の
    設定方法
1.3 原薬の特性に応じて設定すべき試験項目と
    試験方法の設定方法

1.4 原薬の試験項目として設定しないが、設定
    しない理由を示すために、実測値を測定
    すべき試験項目
1.5 原薬試験方法のバリデーション実施方法
1.6 原薬の規格設定方法と妥当性

2. 医薬中間体
2.1 設定上の一般的留意事項
2.2 医薬中間体において通常設定される
    試験項目、試験方法の設定方法及び
    管理項目/管理値の記載例
2.3 医薬中間体試験方法のバリデーション
    実施方法

第4章 承認申請資料の作成のポイントと留意点
1. 承認申請資料の収集・作成に係る薬事規制
2. CTD- Qの構成
3. CTD- Qの規格及び試験方法に関する記載の
   ポイントと留意点
4. 規格及び試験方法の記載(案)の作成手順の例
5. ICHガイドラインが求める新医薬品の規格
   及び試験方法
6. 標準品の規格及び試験方法の設定と試薬の
   取り扱いに関する記載方法
7. 導入品の場合のCTD- Q資料作成のポイント
8. 申請添付資料の編集時の留意点
9. CTD- Qの記載例
10.承認審査の指摘事例
11.申請資料の記載・作成におけるチェックリスト
12.CTD- Q記載事項と承認申請書記載事項との
   関連性

第5章 三薬局方の相違と調和の現状

第十六改正日本薬局方　改正製剤総則（案）対応
これから、申請資料作成をする方、MF登録をされる方、初心者の方に最適な一冊
例文・具体例を交えて製剤別/原薬・医薬中間体ごとに初心者でも分かり易く解説。

大谷　淑郎　　薬事コンサルタント
谷本　　剛　　同志社女子大学　薬学部　教授
浜島　　良　　(株)TSD Japan　製剤技術部　部長 

規格及び試験方法～製剤別/原薬・医薬中間体～

＜第十六改正日本薬局方　改正製剤総則（案）対応＞

発刊：2008年6月   定価：61,000円 + 税   体裁：B5判　612ページ   ISBN： 978-4-904080-00-9

第1章 分析法バリデーション概要－規制当局の考え方－
第2章 分析手法と分析事例
      ～分析精度の確保と維持を目指して～
第3章 試験室の装置・機器のValidation/Calibration
第4章 分析法バリデーションの統計解析と注意点
第5章 分析法バリデーションのための判定基準事例
      ～試験事例と分析能パラメータ算出例～
第6章 分析法バリデーション計画事例　計画の立案
      ～報告,QA部門の照査,安定性試験における
      分析法バリデーション～
第7章 TK・PKにおけるFDAガイダンスおよび
      White Paperの解釈
第8章 分析法バリデーションのための試験事例
第9章 分析法バリデーション計画事例
第10章　GLP分析法バリデーション
        ～実施範囲・測定における判断基準等～
第11章 種類別規格設定事例と分析法バリデーション事例

第12章 分析法バリデーションに対するQAの
       関わり等の考察(私見)
第13章 開発ステージ毎の分析法バリデーション
       事例・実施範囲・リバリデーション等の考察
       ～フルバリデーションの実施タイミング～
第14章 医薬品における有効期間及び再テストに
       関する考察
第15章 変更管理の手法 
第16章 分析法バリデーションと測定機器のCSV
       ～両者の関係・違い・範囲・時期等～
第17章 医薬品の開発段階と分析法バリデーション
       の相互関係
第18章 分析法の技術移管事例及び留意点～必要なデ
       ータ及び機密保持/契約事例・評価方法等～
第19章 分析法バリデーションとCTD-Q 
第20章 生データの取扱いと適合性調査

各社の分析法バリデーション事例を一挙公開。規制当局の考え方も追求！
【製剤・原薬】【TK/PK】それぞれを詳細解説。【何が】違う。【何故】異なるかが明らかに！
標準品/治験薬/バイオ/不純物/生体試料/後発品/OTC/医療機器/医薬部外品/化粧品/食品等における事例を詳説！

坂本　知昭　　国立医薬品食品衛生研究所
神田　武利　　(株)資生堂
北川　雅士　　(株)東レリサーチセンター
岡本　昌彦　　住友化学(株)
植原　秀人　　日本たばこ産業(株)
鈴木　竹一　　エヌケイエス(株)
城道　　修　　メルシャン(株)
佐藤　晴哉　　味の素(株)
宇野　英俊　　(株)応用医学研究所
大谷　淑郎　　薬事コンサルタント
小倉　紀彦/明田川　純
　　　　　　　生化学バイオビジネス(株)
織部　秀樹　　武田バイオ開発センター(株)
畑田　幸栄　　(株)住化分析センター
山田　龍彦　　キッセイ薬品工業(株)
原　　久典　　ノバルティスファーマ(株)
戸塚善三郎　　(株)JCLバイオアッセイ
高田昌太郎　　中外製薬(株)
西　　清司　　三國製薬工業(株)
大石　順二　　東レ(株)

浜島　　良　　アストラゼネカ(株)
小熊　敏弘　　第一三共(株)
桐原　　清　　日本ケミカルリサーチ(株)
川西　　徹　　国立医薬品食品衛生研究所
大塚　　誠　　武蔵野大学
田中　　洵　　(株)高尾製作所
坂本　達哉　　ロート製薬(株)
中村みさ子　　東和薬品(株)
佐藤　信夫　　(株)コーセー
安井　明美　　(独)農業・食品産業技術
　　　　　　　総合研究機構
大西まり子　　(独)製品評価技術基盤機構
香川美由紀　　田辺三菱製薬(株)
塚本　次郎　　メルシャン(株)
長谷川弘和　　(株)野村総合研究所
鈴木　博文　　バイエル薬品(株)
村嶋　康平　　武州製薬(株)
三輪　敏紳/番場 孝　　
　　　　　　　エーザイ(株)
佐村　恵治　　万有製薬(株)

分析法バリデーション事例集

【製剤/原薬・TK/PK別】

(株)応用医学研究所　研究本部 

副本部長　薬学博士 濱地 洋三 先生 

＜1日速習講座＞

分析法バリデーション入門

1．分析法バリデーションに出てくる統計と推計

1）基礎統計量について

　    平均値/偏差/不偏分散/不偏分散平方根/正規分布/ｔ－分布

      カイ2乗分布/F-分布/区間推定

2）回帰式の求め方　

3）分散分析の仕組み　

4）回帰分析の仕組み

2．分析法バリデーションのパラメータ　

1）確認試験　

　・特異性　

2）不純物試験　

　・定量的試験：正確さ/精度/特異性/検出限界/直線性/範囲 

  ・限度試験：特異性/検出限界　

3）定量試験　 

　・正確さ/繰返し精度(併行精度)/室内再現精度/特異性/直線性/範囲

3．試験法の最適化と頑健性

4．基準値の設定について

＜講習会収録 DVD＞

★分析法バリデーションに出てくる統計と推計（基礎統計量、回帰式の求め

  方、分散分析・回帰分析の仕組み！

★分析法バリデーションのパラメータ（確認試験、不純物試験、定量試験）！

★試験法の最適化と頑健性、基準値の設定！

●発売　2005年7月 ●収録日:2005年4月18日(月)
●35,000円 + 税   ●DVD　時間　約3.5時間 　
※付録:講習会資料　

発刊：2010年2月　定価：47,000円 + 税 　体裁：B5判 209ページ　ISBN：978-4-904080-48-1

第1章　分析手法と分析事例
第1節　高速液体クロマトグラフィー（HPLC）
・HPLC分析を行っているが、分析精度の確保と維持
  に困っている、対処法はあるのか？ …
第2節  LC-MS/MS、ガスクロマトグラフィー、
       イオンクロマトグラフィー、熱分析
・LC-MS/MSの基本原理とは？ …
第3節　ELISA     
第4節　バイオ医薬品

第2章　試験検査室（試験室）および装置・機器
・試験検査室管理に必要な薬事法と
  関係ガイドラインとは？ …

第3章　統計解析
・分析法バリデーション(データ)の統計処理データ
  の判定基準に困っている …

第4章　判定基準～分析能パラメータ算出例・事例
       ・評価方法など
・真度の信頼区間は一般的に９５％信頼率から
  算出されることが多いが、併行精度および室内
  再現精度の信頼区間は９０％から算出されること
  が多いのか？ …

第5章　計画の立案および報告書作成
・分析法バリデーション実施時の試験計画書への
  記入事項と室内再現精度の記載例 …

第6章　TK/PK試験
・TK・PK測定における試験試料の語句の整合性は、
  どの程度まで求められるのか？ …

第7章 GLP分析法バリデーション～実施範囲・測定
      における判断基準等～
・含量の初期値をすべての委託GLP試験で更新せず
  統一して使っているが、問題はないのか？ …

第8章　分析対象別の分析法バリデーション
・標準品には，一次標準品のほかに二次標準品が
  あります。違いを教えてください。…

第9章　変更管理および技術移転
・分析法の変更により不純物プロファイルに
  変化が生じた場合の対処方法とは？ …

第10章 分析法バリデーションに関わる申請資料
      （CTD-Q等）
・分析法の申請書類に関する信頼性調査における
  最近の指摘ポイントとは？ …

第11章 生データの取扱いと適合性調査
・生データが紙の場合、電子データはどうしている
  のでしょうか？ …

実務担当者から直接アンケートを実施し、現場における生の疑問・問題点を解明！
１０９問からなる問題をエキスパート達が経験・知識で詳細に解説！
マニュアルでは対応できない現場で直面している疑問点の答えがここに！

大石　順二　　東レ(株)
神田　武利　　(株)資生堂
長谷川秀夫　　スペクトル解析支援センター
中村　光浩　　岐阜薬科大学
岩木　和夫　　奥羽大学
岡林　義人　　塩野義製薬(株)
岡本　昌彦　　住友化学(株)
林　　　譲　　帝京平成大学
鈴木　竹一　　エヌケイエス(株)
早川　禎宏　　(株)島津製作所
濱地　洋三　　テバファーマスーティカル(株)
城道　　修　　メルシャン(株)

犬伏　孝一　　田辺三菱製薬(株)
山田　龍彦　　キッセイ薬品工業(株)
村井　久美　　(株)ＪＣＬバイオアッセイ
川端　　清　　第一三共RDアソシエ(株)
戸塚善三郎　　積水メディカル(株）
山内　仁史　　ニプロパッチ(株)
桐原　　清　　日本ケミカルリサーチ(株)
佐伯智佳子　　日本ケミカルリサーチ(株)
浜島　　良　　(株)TSD Ｊａｐａｎ
村嶋　康平　　武州製薬(株)
佐村　恵治　　Huntingdon Life Sciences

＜実務担当者のアンケートを集めた＞

分析法バリデーションQ&A集
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発刊　　2015年12月
定価　　45,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー　
　　　　　233ページ
ISBN　  978-4-86502-102-8

★薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)のポイントを解説！
★医薬品と医療機器とのコンビネーション製品や再生医療の関係や対応ポイントとはなにか？
★規制当局とのやりとり（相談・照会等）で意見齟齬を起こさない表現・記載・対応の基礎を解説！

第1章　薬機法はなんのためにあるか
  1. 最近の法改正がもたらしたもの　
  2. 法の目的の再認識 

第2章　医療機器とは何か
　1. 薬機法と現場意識　2. 定義にある目的  
  3. 該当性照会をする  4. 医療機器であるということ   
  5. リスクの考え方    6. 他にもある分類
 
第3章　業態とは何か
　1. 業とは何か  2. 医療機器における業態の繋がり
　3. 製造販売業  4. 製造業 5.販売業、貸与業、修理業
  6. 他に関連するビジネス  
  7.業態の開設のための準備と手続き
  8. ビジネス構造を考える

第4章　市場に届ける仕組み
　1. 製造販売行為の意味
　2. リスク分類と手続き
　3. 手続きとビジネス

第5章　製造販売を目指す開発
　1. 開発薬事という戦略
　2. マネジメントを導入する
　3. 医療機器の基本要件が示すこと
　4. デザイン思考の導入
  5. QMSとSTED
  6. リスクマネジメント
　7. 評価をするということ
　8. 3つのマップ

　9. 全社的取り組みのススメ
 10.コーディネーションというカギ
 11.成長する事業にする仕掛け

第6章　医療機器の審査に備える
　1. リスクベースの審査とは  2. 新しさの見積を科学的に
　3. 何を示す必要があるのか  4. 規格基準を活用すること
  5. コンセプトと証明ボリューム 6. エネルギーを扱うということ
  7. 材料を扱うということ    8.ソフトウエアの医療機器化
  9. デバイスとユーザの関係 10. 正しく使うことを促進する

　第7章　様々なコミュニケーション
　1. 規制当局とのコミュニケーション機会
　2. よい書類を作るには    3. コミュニケーションツールを使いこなす
　4. 書類の作り方を効率的にするコツ  5. 臨床評価に備える
　6. 相談制度を利用する
　7. 効果のある相談にするために
　8. 照会対応のコツ
  9. 変更に対応する
 10. 革新的な医療技術に取り組む時

第8章　医療機器の周りに：医薬品とのコンビネーション　　
　1. 成長著しい分野の理由　　2. 組み合わせることを科学的に考える
  3. 医薬品の仕組み          4. 医薬品を取り巻く環境を理解する
  5. 製造販売に備える　

第9章　医療機器の周りに：再生医療
　1. 再生医療等製品とは何か　
  2. 再生医療のパートナー、医療機器
  3. 特性に合わせた審査の仕組み

第10章　2035ビジョンにみえる変化
　1. 新しい医療の時代　
　2. ユーザビリティに注目
  3. 周辺技術の巻き込み
  4. 科学的なコミュニケーション

薬機法と医療機器開発
～より良い医療をデザインしよう～

特定非営利活動法人医工連携推進機構

客員研究員　吉川 典子 先生

発刊：2014年8月　定価：2,700円 + 税 　体裁：B5判 122ページ　ISBN：978-4-86502-064-9

第1章　創薬研究所を観察する
 1．研究所とは、研究とは
 2-4.フレームワーク7S を使って観察する研究所:
     創薬研究所,通常の研究所,ベンチャー
 5．他業種の研究所が創薬研究所の参考には
    なりにくいことを理解する

第2章　フレームワークを学ぶ
 1. フレームワークの基本概念: MECEであること
 2. 共通言語としてのフレームワーク: 
    情報を整理し、理解を共有するための言語
 3. フレームワークに欠ける、項目ごとの重さの
    概念を補うSEMIという考え方
 4. 主なフレームワークとその関連性
 5. フレームワークの適材適所: 
    どの話題にはどのフレームワークを利用するか
 6. その他のフレームワーク: 経営資源「
    人・物・金（情報・時間）」「心・技・体」
 7. フレームワークのまとめ: 
    フレームワークでは答えは出ない
 8. ハイプ・サイクルを利用して、研究所の
    技術導入について議論する
 9. フレームワークの前に:前提となることと、
    阻害要因となりうること
 10. フレームワークの注意点 
 11. フレームワークの運用上の問題: 
     MECEなのは項目のセットだけ
 12.まとめ / 13.演習問題

第3章　フレームワークを使う
 1. 4P分析 / 2. SWOT分析
 3. 7S分析
 4. フレームワークは「ある一時点での情報」
 5. フレームワークの限界：
   「演繹的な考え方」と「経時的な考え」の欠如

 6. 創薬研究所においては、帰納法的問題解決は
    特に不可能: 演繹的な考え方
 7. 演繹的な考え方で、より深い理解に近づく
 8. 欠けている軸「時間」を補って解法に近づく: 
    経時的考え方
 9. 長期間かかる創薬研究所の問題解決にも、
    経時的考え方が不可欠
 10.まとめ / 11.演習問題

第4章　フレームワークを応用して実際の創薬の
       現場の問題に利用する
1. コミュニケーション・ツールとして
   フレームワークを利用する: 4P+2P
2. 演繹法を使って研究の方針についてその解法を
   考えてみる:SWOT、バリュー・チェーン
3. 7Sを改良して、演繹的・継時的な考え方を
   適用し、研究所を見つめなおす:7S+2S
4. 創薬研究所の最大の問題点は「失敗」
5. 研究者を疲弊させる「喪失体験」
6. 心というリソースが不足している
7. まとめ / 8. 演習問題

第5章　新たな見方で研究所を見つめなおす
1. 露になった問題点について具体的なアクション
   を見つけるには
2. 失敗マネジメント: 失敗の連鎖（失敗の影響）
   を断ち切る
3. 失敗マネジメント: 創薬研究部門の心技体の
   バランスを正常に改善する
4. 組織の失敗マネジメント
5. 個人の失敗マネジメント: 喪失体験ケア-受容の
   プロセスを理解し、喪失を正しく扱う
6. 日本にあったよりよい創薬部門に向けて
7. あなたは、あなたのために何ができるか
8. 演習問題

・研究所の実例を使って行う、フレームワーク等ビジネス的思考の習得。
・ビジネスの考え方を、コミュニケーション法・議論の方法として学ぶ。
 ★研究所を理解するにあたって重要な「失敗のマネジメント」「喪失体験のケア」という新しい観点を学ぶ！

中村　慎吾　著
キャタレント・ファーマ・ソリューションズ

　バイオロジックス部門　事業開発ディレクター

～研究者に捧ぐ、失敗と喪失のマネジメント読本～

「研究所運営・改革」
フレームワークで読み解く

★わかりにくい学術分野の著作権の扱いは、自己流の解釈や対応では大変危険です！

★経験から学ぶ利用方法とその作業手順・注意事項とは！
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第一部　著作権法の基礎
1.1　著作権とは何か
1.2　著作物とは何か
　1.2.1　著作物の定義
  1.2.2　著作物の種類
1.3　著作者とは何か
1.4　著作権の内容
　1.4.1　著作者人格権とは 
　1.4.2　著作財産権とは
1.5　著作権の保護期間
1.6　著作権が制限される場合
1.7　著作物の利用許諾

第二部　著作権処理の実務
2.1　学術コンテンツと著作権法
　2.1.1　学術コンテンツのグローバルな性格
　2.1.2　学術コミュニティのルールと著作権法
　2.1.3　学術コンテンツの著作権処理とは
2.2　利用許諾作業の流れ
2.3　医薬学術コンテンツにおける著作物
　2.3.1　改変・翻案
　2.3.2　素材別の利用許諾申請のポイント
2.4　雑誌以外の資料利用時の注意事項
2.5　孫引き
2.6　許諾申請作業
　2.6.1　制作物の情報
　2.6.2　申請先
　2.6.3　著作権処理コンサルタントの利用
　2.6.4　スケジュールに関する注意点
2.7　出典・著作権の記載
2.8　制作者・依頼者の責任と義務

本書のポイント
(著者から　＊本書のはし書きより、一部ポイント
を抜粋・改変）
★本書は、医薬品・食品・化粧品等の分野で学術文

献等を利用する方のために、著作物を二次利用す
るための手順をご紹介するものです。第三者の論
文などから図表等を転載利用する場面を想定して
います。

★主に販売促進用の印刷物やWEBサイト、プレゼン
資料などに企業の方が二次利用する場合を念頭に
置いて説明をしていますが、論文執筆の場面でも
参考になると思います。

★無断利用やデータの不適切な提示などで、著作権
者や著者らとトラブルになった場合、その影響は
経済的な損失、社会的信用、企業イメージの失墜
など計り知れないものになります。「許諾を取って
いる」と言われる場合でさえ、著作権法について
も、また申請の実務についても、自己流の解釈や
方法でされているケースが多いのが実情です。

★本書が分かりにくい学術分野の著作権の扱いにつ
いて、運用ポリシー策定のお役にたてることを望
んでいます。

本書の内容（著者から　＊本書のはし書きより、一
部抜粋・改変）
★前半では著作権法の基本的な概念を、医薬学術コ

ンテンツに則して適用説明します。「学術コンテ
ンツの二次利用許諾処理」という点に関係する部
分を重点的に取り上げます。

★後半では利用許諾作業の実務の解説をおこないま
す。筆者が著作権コンサルタントとして多くの方
々の利用許諾処理のお手伝いをする中で経験して
きた、よくある利用方法を取り上げつつ、作業の
手順や注意事項を説明しています。

（株)ナレッジワイヤ  代表取締役　伊藤　勝　著

医薬学術文献の二次利用許諾
－プロモーション・広告宣伝利用における著作権実務－

★わかりにくい学術分野の著作権の扱いは、自己流の解釈や対応では大変危険です！

★経験から学ぶ利用方法とその作業手順・注意事項とは！
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　1.4.1　著作者人格権とは 
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1.5　著作権の保護期間
1.6　著作権が制限される場合
1.7　著作物の利用許諾
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2.1　学術コンテンツと著作権法
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2.4　雑誌以外の資料利用時の注意事項
2.5　孫引き
2.6　許諾申請作業
　2.6.1　制作物の情報
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　2.6.3　著作権処理コンサルタントの利用
　2.6.4　スケジュールに関する注意点
2.7　出典・著作権の記載
2.8　制作者・依頼者の責任と義務

本書のポイント
(著者から　＊本書のはし書きより、一部ポイント
を抜粋・改変）
★本書は、医薬品・食品・化粧品等の分野で学術文

献等を利用する方のために、著作物を二次利用す
るための手順をご紹介するものです。第三者の論
文などから図表等を転載利用する場面を想定して
います。

★主に販売促進用の印刷物やWEBサイト、プレゼン
資料などに企業の方が二次利用する場合を念頭に
置いて説明をしていますが、論文執筆の場面でも
参考になると思います。

★無断利用やデータの不適切な提示などで、著作権
者や著者らとトラブルになった場合、その影響は
経済的な損失、社会的信用、企業イメージの失墜
など計り知れないものになります。「許諾を取って
いる」と言われる場合でさえ、著作権法について
も、また申請の実務についても、自己流の解釈や
方法でされているケースが多いのが実情です。

★本書が分かりにくい学術分野の著作権の扱いにつ
いて、運用ポリシー策定のお役にたてることを望
んでいます。

本書の内容（著者から　＊本書のはし書きより、一
部抜粋・改変）
★前半では著作権法の基本的な概念を、医薬学術コ

ンテンツに則して適用説明します。「学術コンテ
ンツの二次利用許諾処理」という点に関係する部
分を重点的に取り上げます。

★後半では利用許諾作業の実務の解説をおこないま
す。筆者が著作権コンサルタントとして多くの方
々の利用許諾処理のお手伝いをする中で経験して
きた、よくある利用方法を取り上げつつ、作業の
手順や注意事項を説明しています。
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英語と日本語を比較して，その違いを再確認し，その違いを念頭において英語らしい表現の文章を書くコツを解説！
メディカルドキュメントでよく用いられる言葉や表現を整理、より英語らしいメディカルドキュメントに仕上げるための参考資料を提供！
英文メディカルライティングセミナーの内容をさらに充実させ，例文も増やし，用語の解説も加えた，英文メディカルライター待望の1冊！

第1章 英文ライティングの基本概念 
 1．構文上の違い/基本的な語順/構成要素 
 2．表現上の違い/出発点と到達点/原因と結果/自動表現と他動表現/名詞表現と動詞表現 
      自己中心型と相手中心型/語句の省略/数に基づく表現/時制/比較表現/肯定と否定 
  　　類義語/あいまいと断定  
第2章 句読点・符号・記号 
　1．句読点・符号/ピリオド/カンマ/セミコロン/コロン/ハイフン/ダッシュ/括弧/ブラケット 
     斜線/アポストロフィ/クォーテーションマーク 
  2．記号/下線/アスタリスク/アットマーク/アンパサンド/著作権表示記号/商標記号/番号記号 
第3章 数字と単位の表記 
  1．数字の表記/原則/例外     2．単位／記号とスペース 
第4章 ドキュメント作成の要点 
  1 正確/数の一致/辞書とその使い方 
  2 明快/修飾語の位置/あいまいと具体的 
  3 簡潔/能動態/余剰表現/冗長な表現 
  4 一貫性/表記・表現/文書フォーマット/叙述の一貫性 
　5 参考図書
第5章 英文法の要点整理 
  1 単数と複数/人体と臓器/体液/症状・疾患
  2 冠詞/不定冠詞の基本的用法/定冠詞の基本的用法 
  3 前置詞/時を表す前置詞/場所を表す前置詞 
  4 準動詞/不定詞を伴える一般動詞　　5 懸垂分詞  　6 名詞修飾語  
第6章 英語らしい医薬表現 
  1．無生物主語と他動詞/2 品詞の変換/3 否定表現と肯定表/4 省略と補足
第7章 医薬英語の動詞 
　1．明らかにする/clarify/demonstrate/elucidate/evidence
  2. 悪化する/aggravate/exacerbate/deteriorate
  3. 持続する/continue/last/maintain/persist/sustain 
  4. 受ける/receive/undergo 
  5. 訴える/complain 
  6. 改善する/ameliorate/enhance/improve/remedy
  7. 減少する/decrease/diminish/decline/fall/drop/reduce/lower 

  8. 実施する/carry out/conduct/implement/perform/undertake 
  9. 示す/display/exhibit/indicate/show 
  10. 消失する/disappear/resolve
  11. 処置する/manage.treat 
  12. 処方する/prescribe 
  13. 治癒する/cure/heal/remedy  
  14. 適用する/apply 
  15. 投与する/administer/dose/give/infuse/inject 
  16. 入院させる/admit/hospitalize 
  17. 否定する/deny/contradict/refuse/reject
  18. 服用する/take   
  19. 併発する/complicate 
  20. 和らげる/abate/alleviate/palliate/relieve 
  21. 予期する/expect/anticipate 
  22. 予防する/prevent  23. 割り付ける/allocate/assign
第8章 試験計画関連用語と表現 
  1. STUDY DESIGN（試験デザイン）/active/cohort 
  2. ETHICAL PRINCIPLE（倫理的原則） 
  3. SUBJECT（被験者）/admit/assign/consent  
  4. DOSAGE & ADMINISTRATION（用法・用量）/dose/dosage 
  5. OBSERVATIONS & EXAMINATIONS（観察・検査項目） 
  6. STATISTICAL ANALYSES（統計解析）/bias/baseline  
第9章 臨床試験結果関連用語と表現 
  1. PHARMACOKINETICS（薬物動態）/absorption/bioavailability/clearance/cytochrome P450（CYP） 
  2. EFFICACY（有効性）/benefit-to-risk ratio/effective efficacy/equipotent/onset/potent/
     prognosis/progressive 
  3. SAFETY（安全性）/aggravation/adverse event 
     adverse reaction/all-cause death/causal relationship   
第10章 医薬品臨床試験関連略語 
  1. 医薬品開発に関連する組織の略語/2. 医薬品開発の一般的略語/3. 臨床試験で用いる一般的略語 
  4. 主な臨床検査項目の略語 
第11章 添付文書用語と表現 
  1. PACKAGE INSERT（添付文書）/contraindications/description/dosage and administration/
     dosage forms/indications/overdosage/precautions/warnings 
第12章 臨床試験ガイドラインリスト 
  1. 臨床試験全般ガイドライン/2. 生物学的同等性ガイドライン/3. 薬効別臨床評価ガイドライン

英文メディカルライティング
～医薬英文の書き方と要点整理～

＜著者＞メディカライト・ジャパン　

　　　　　代表　医学博士　石塚　善久　氏
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＜第1部 GMPにおける内部監査・自己点検＞
第1章 3極の規制要件とガイドライン
第2章 内部監査・自己点検概要
第3章 自己点検の具体的実施方法と留意点　
第4章 GMP監査体制確立のポイント
第5章 6サブシステム監査のポイント 

＜第2部 GQPにおける内部監査・自己点検＞
第1章 自己点検の具体的実施方法と留意点
第2章 GQP監査体制の確立 
第3章 GQP監査事例と監査のポイント 
第4章 内部監査・自己点検、監査スキル向上のポイント
第5章 教育訓練

＜第3部 GLP/非GLPにおける内部監査・自己点検＞
～GLP編～

第1章 GLP/非臨床試験における信頼性保証とは
第2章 GLP適合性調査における内部監査・自己点検
第3章 信頼性確保の体制確立ポイント
第4章 外部委託に関する監査 /第5章 教育訓練

～非GLP編～
第1章 非GLP試験における規制の理解
第2章 非GLPにおける内部監査・自己点検

第3章 内部監査の体制確立のポイント
第4章 非GLP適合性書面調査からみる内部監査・自己点検
第5章 外部委託に関する監査/第6章 教育訓練

＜第4部 GCPにおける内部監査＞
第1章 臨床試験の品質マネジメントと監査対応(CAPA)
第2章 3極の臨床試験の信頼性保証の考え方、
      信頼性保証活動
第3章 GCP監査の種類と概説/第4章 効率的な監査手法 
第5章 監査結果の報告とフォローアップの進め方

＜第5部 GVPにおける内部監査・自己点検＞
第1章 製造販売後の安全対策に関する制度と今後の動向
第2章 GVP自己点検概要 
第3章 自己点検に必要な体制確立のポイント 
第4章 自己点検の実施上の留意点 
第5章 自己点検改善の実施の留意点 

＜第6部 GPSPにおける内部監査・自己点検＞
第1章 製造販売後調査・試験の動向と課題
第2章 自己点検の実施上の留意点
第3章 自己点検改善の実施の留意点
第4章 査察における指摘事例と監査ポイント
第5章 GPSP自己点検教育訓練

◎医薬品GxP監査・自己点検を適切に実施することの重要性とポイントの把握！
◎6部構成でGｘPの内部監査・自己点検を詳細に解説！
◎自己点検・内部監査に特化した初の書籍！
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河田　茂雄　NPO・QAセンター
宮木　　晃　上武大学
大槻　宣道　マルホ(株)
若山　義兼　日本環境認証機構
柴山　朋子　武州製薬(株)
中村　雅彦　(株)サン・フレア
杉本　隆之　(株)ソアズ
長村　聡仁　東和薬品(株)
岡本　真人　帝人ファーマ(株)
三宅　正一　日本バルク薬品(株)
人見　英明　合同会社ヒトミライフサイエンス
新井　一彦　日本ジェネリック(株)
梶ヶ谷仁志　(元)独立行政法人 
　　　　　　 医薬品医療機器総合機構 

野村　　章　QAアドバイザー 
飯島　護丈　非臨床開発コンサルタント
佐々木正治　アボットジャパン(株)
進藤　順紀  日本たばこ産業(株)
杉本　哲朗  中外製薬(株)
森田　　隆  外資系製薬メーカー
末吉　　忍　QM Perspective Independent
　　　　　　Auditor/QM Consultant
田口　　准　(元)アルフレッサファーマ(株)
荒野　龍昭　(元)外資製薬会社　
長澤　匡記　イーピーエス(株)
草間　承吉　PMSフォーラム
沖　　武人　(元)エーザイ(株)

＜グローバル対応をふまえた＞

GxP内部監査・自己点検実務資料集

第1章　拒絶理由通知の基礎と特許審査の

       概要

第2章　拒絶理由通知書の構成と

       拒絶理由通知への対応

第1節　拒絶理由通知の読み方と対応の

       ポイント

第2節　拒絶理由通知への対応

第3節　数値限定（パラメータ発明等）の

       時の対応方法

第3章　意見書・手続補正書の作成について

第4章　拒絶理由通知を見越した

       明細書作成のポイント

第5章　拒絶理由が解消せず拒絶査定と

       なった場合の対応

第6章　各分野における対応ポイントと事例

第1節　機械(構造)関連発明における

       拒絶対応ポイント

       (機械分野における拒絶理由対応

       関連テクニックや事例について)

第2節　ソフトウエアにおける対応ポイント

第3節　電子デバイスにおける対応ポイント

第4節　化学品分野における対応ポイント

第5節　医薬における対応ポイント

第6節　食品における対応ポイント

第7章　国内と海外における拒絶理由通知

       の対応の違い

第1節　米国と日本との違いについて

第2節　欧州と日本との違いについて

第3節　中国と日本との違いについて

発刊：2012年3月　定価：43,000円 + 税　体裁：B5判　ソフトカバー　260ページ　ISBN：978-4-905545-45-3

拒絶理由通知について基礎から対応方法まで解説。
海外と日本の拒絶理由通知対応についても比較解説！
特許品目が違う事例を基に実際の対応例についても掲載(機械･ソフトウェア･電子デバイス･化学品･医薬品･食品）

加藤　 浩  日本大学　
田村 良介  ライトハウス国際特許事務所
野中　 剛  Rita特許事務所　
栗原 弘幸  栗原特許事務所
奥　 佳晃  OKU国際特許商標事務所　
三田 浩章  特許業務法人創成国際特許事務所
中野 睦子  特許業務法人三枝国際特許事務所
前田　 均  前田・鈴木国際特許業務法人　
中村 美保  株式会社野村総合研究所　

宮坂 一彦  セイコーエプソン株式会社　
宮澤 貴士  セイコーエプソン株式会社
林田 幹夫  三井化学株式会社　
田中 淳二  牛木国際特許事務所 
櫻田　 賢  森永製菓株式会社　
白坂　 一  白坂国際特許事務所
青木 哲平  富士ゼロックス株式会社　
斉藤 達也  インスパイア国際特許事務　
河野 英仁  河野特許事務所

拒絶理由通知への対応
－基礎・対応事例・国内外比較－
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経皮吸収製品開発の疑問にこたえる一冊！
皮膚に関する基礎知識と経皮吸収のメカニズムから製剤開発プロセス、さらには今後の皮膚適用製剤化に期待される薬剤の考え方も掲載
経皮吸収メカニズム,製剤設計,経皮吸収測定・評価験法,臨床試験・評価,開発事例,特許管理,関連市場等…

第1章　経皮吸収と皮膚の基礎知識
  1. 薬物投与部位としての皮膚　　2. 皮膚透過性 
　3. 皮膚透過メカニズム　　　　　4. 物質の皮膚透過性改善   　5. 皮膚刺激性
　　　　 　
第2章　経皮吸収の改善/促進方法
　1. 薬物の皮膚透過に影響を与える因子
  2. 経皮吸収過程と吸収ルート 　 3. 化学的経皮吸収促進法
　4. 物理学的経皮吸収促進法   　 5. 経皮吸収促進効果の評価

第3章　経皮吸収製剤の製剤設計
 第1節 経皮吸収製剤の特性と種類と特徴
 第2節 化粧品製剤の設計ポイント
 第3節 医薬品向け設計のポイントと注意点

第4章　経皮吸収の測定・評価および安全性試験
 第1節 動物愛護管理法と非臨床試験
 第2節 In vitro試験評価とin vivo試験評価
 第3節 三次元培養皮膚モデルを用いた試験

第5章　経皮吸収製剤の臨床試験評価のポイント
　1. 経皮吸収製剤についての理解
　2. 経皮吸収局所作用型製剤製剤について
　3. 全身作用型の貼付剤
　4. 経皮吸収型貼付剤の臨床試験の評価について

第6章　医薬品における承認申請手続き
　1. 医薬品の承認申請の留意点
　2. 医療用医薬品の申請区分と添付資料
　3. 申請書作成にあたっての留意点

第7章　経皮吸収技術を利用した開発事例
 第1節 イオントフォレシス技術を利用した経皮吸収製剤の開発
 第2節 溶解型ヒアルロン酸マイクロニードルを用いた次世代型経皮吸収製剤の開発
 第3節 経皮全身伝達型(TTSによる全身送達)製剤の開発
 第4節 経皮ワクチン製剤の開発
 第5節 鎮痛・抗炎症用経皮吸収剤(癌性疼痛含む)
 第6節 アルツハイマー治療用経皮吸収剤
 第7節 経皮吸収技術の化粧品への応用

第8章　経皮吸収に関する特許管理　　
　1. 特許に関する基本的事項　　2. 各国段階における留意点
　
第9章　経皮吸収に関連した製品の市場と開発状況
　1. 経皮吸収製品の市場　2. 経皮吸収製品の研究動向

第10章　臨床現場における経皮吸収製剤の要望と課題
 第1節 医師の立場から
 　第1項 皮膚科医　第2項 ペインクリニック医
 　第3項 内科医　　第4項 小児科医　
 第2節 薬剤師の立場から

第11章　今後、皮膚適用製剤化に期待がもたれる薬物
　1. 薬物の経皮吸収性の決定因子と薬効
　2. 作用部位と経皮吸収
　3. アンメットメディカルニーズと経皮吸収型製剤
　4. 薬物のライフサイクルマネジメントリポジショニングに及ぼす経皮吸収型製剤の寄与
　

藤堂　浩明　　城西大学
小出　倫正　　Vファームコンサル
　　　　　　　ティング(株)
内野　智信　　静岡県立大学
早瀬　　基　　花王(株)　
金箱　　眞　　興和(株)
稲木　敏男　　興和(株)
小島　　肇　　国立医薬品食品衛生研究所
藤井まき子　　日本大学
廣部　祥子　　大阪大学　
吉田　大介　　(株)コスモステクニカル
　　　　　　　センター
山口　重樹　　獨協医科大学
山内　仁史　　ニプロパッチ(株)
竹前　和久　　興和(株)　
森　　健二　　城西国際大学
宮城　孝満　　亀田医療大学
勝見　英正　　京都薬科大学
山本　　昌　　京都薬科大学

渡邊　哲也　　奥羽大学　
岡田　直貴　　大阪大学
中川　晋作　　大阪大学
小幡　誉子　　星薬科大学
草森　浩輔　　京都薬科大学
権　　英淑　　コスメディ(株)
神山　文男　　コスメディ(株)
徳留　嘉寛　　城西大学
柴田富士子　　綾船国際特許事務所
関東　裕美　　東邦大学医療センター
　　　　　　　大森病院
高橋　良佳　　順天堂大学
井関　雅子　　順天堂大学
春田　吉則　　広島アレルギー呼吸器
　　　　　　　クリニック
福田　啓伸　　獨協医科大学病院
吉原　重美　　獨協医科大学
大井　一弥　　鈴鹿医療科学大学
杉林　堅次　　城西大学

経皮吸収型製剤開発における
基礎と実務への応用

発刊　　2013年10月
定価　　45,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
           220ページ
ISBN    978-4-86502-044-1

☆ワクチン開発の現状と関連規制の今後動向とは
☆非臨床・臨床試験・製造・市販後調査の考え方や注意点について
☆ワクチン開発事例(がんワクチン、アルツハイマーワクチン、アレルギーワクチン、経鼻・経口・経皮ワクチン)を掲載！

第1章　ワクチン開発の現状と今後の動向
 1.日本の現状/2.ワクチン開発の推移/3.次世代ワクチン研究開発プロジェクト
 4.ワクチン開発の要素技術

第2章　予防接種制度～制度改正と今後の動向～
 1.予防接種法の改正の経緯/2.改正法の背景/3.改正の概要/4.今後の予防接種行政の在り方

第3章　ワクチンの非臨床安全性試験のポイント
 1.非臨床安全性試験ガイドラインの動向/2.非臨床安全性試験における評価のポイント
 3.非臨床免疫原性試験について

第4章　ワクチンの臨床試験の評価について
 1.関連ガイドラインについて/2.ワクチン臨床評価プロセスとポイント
 3.ワクチンの統計解析の留意点/4.ワクチン臨床評価方法の比較的新しい話題

第5章　ワクチン製造における品質管理の基本的考え方とポイント
 1.外来性感染性因子の混入について/2.原材料の管理
 3.製造管理及び中間体、原薬、最終製品の品質管理

第6章　ワクチンの市販後リスクマネジメントビジランス活動を中心に
 1.ワクチンの特徴/2.ワクチンの市販後安全性監視活動にかかわる法律等の動向
 3.市販後安全性情報の収集とモニタリング/4.シグナルの特定と検証/5.リスク最小化活動

第7章　ワクチンにおけるアジュバント
 1.アジュバントについて/2.アジュバントの作用機序と安全性
 3.アジュバントの開発と現状/4.アジュバント選定のポイント

第8章　ワクチン製剤の開発および剤型の開発事例
第1部　がんワクチン
第1節　がんペプチドワクチン
 1.がん免疫療法の変遷/2.T細胞によるがん抗原の認識/3.ペプチドワクチン
 4.テーラーメイドがんペプチドワクチン/5.ヘルパーエピトープ含有ペプチドワクチン
 6.カクテルワクチン/7.ハイブリッドワクチン/8.国内外における開発状況
第2節　がんワクチン-タンパクと長鎖ペプチド-
 1.腫瘍抗原とがんワクチン/2.NY-ESO-1抗原を用いたがんワクチン
 3.NY-ESO-1タンパクを用いたがんワクチン/4.MAGE-A3タンパクがんワクチン
 5.複合（重複）長鎖ペプチドワクチン/6.NY-ESO-1複合長鎖ペプチドワクチン
第2部　アルツハイマー病ワクチン開発の現状
 1.アミロイドカスケード仮説/2.Aβワクチン療法のはじまり/3.ワクチン療法の奏功メカニズム
 4.ヒトでの臨床試験の失敗/5.今後のワクチン療法戦略
第3節　エイズワクチン開発について
 1.HIV感染動向/2.エイズワクチン開発研究の流れ/3.センダイウィルスベクターエイズワクチン
 4.今後に向けて
第4節　アレルギーワクチン
 1.アレルギー反応のメカニズム/2.アレルギーの一般的な治療/3.アレルギーワクチンの開発
第5節　経鼻ワクチン
 1.上気道における粘膜免疫/2.経鼻インフルエンザワクチンの現状
 3.抗原デリバリーを利用した経鼻ワクチンの開発
 4.生体内因子である肺サーファクタントを用いた、経鼻ワクチン接種法の開発
 5.経粘膜感染症予防以外の分野へ応用される経鼻ワクチン
第6節　経口ワクチン
 1.ビフィズス菌をプラットフォームとした次世代経口ワクチン/2.抗原表層発現ビフィズス菌
 3.腸チフス経口ワクチンの開発/4.今後の展開
第7節　経皮ワクチン
 1.ワクチンの投与部位としての皮膚/2.経皮ワクチンデリバリー技術の発展
 3.粘着性およびガーゼパッチを用いた経皮ワクチン/4.マイクロニードルを用いた経皮ワクチン

第9章　ワクチンにおける関連制度と今後の動向について
 1.日本はワクチン後進国脱却しただろうか/2.日本版ACIPの設立が緊急の課題である

杉本俊二郎　グラクソ･スミスクライン(株)
石毛　雅之　厚生労働省
下村　和裕　第一三共(株)
松尾富士男　スタットコム(株)
藤田賢太郎　国立感染症研究所
加藤　　篤　国立感染症研究所
宮崎　　真　MSD(株)
長崎　　透　MSD(株)
黒石　奈保　MSD(株)
村上　恭子　MSD(株)
瀬谷　　司　北海道大学
山田　　亮　久留米大学
和田　　尚　大阪大学大学院

中山　睿一　川崎医療福祉大学
松本　信英　順天堂大学大学院
本井ゆみ子　順天堂大学大学院
服部　信孝　順天堂大学大学院
田平　　武　順天堂大学大学院
俣野　哲朗　東京大学
植松　　智　東京大学
水野　　大　武蔵野大学
白川　利朗　神戸大学
廣部　祥子　大阪大学大学院
岡部　直貴　大阪大学大学院
中川　晋作　大阪大学大学院
三瀬　勝利　国立医薬品食品衛生研究所 

ワクチン開発における最新動向
～規制動向・安全性評価・品質管理・アジュバント・開発事例～



▼▲ GLP・薬物動態、ジェネリック系

－ 23－

発刊　　2012年8月
定価　　71,000円 + 税
体裁　　B5判　474ページ
ISBN　  978-4-905545-69-9

◎最新情報をアップデート！2007年5月発刊書籍から2012年ガイドライン改正に伴う、加筆・修正版です！
◎平成24年2月29日 薬食審査0229号第10号で発出された改正生物学的同等性試験ガイドラインをふまえた最新書籍！
◎2007年5月発刊書籍購入者を特別割引で販売中！詳しい内容は弊社HP上にて！

第1章 生物学的同等性概説
 生物学的同等性とは/生物学的同等性を表す指標/生物学的同等性試験法の概要
第2章 改正ガイドラインによる重要点
第1節 生物学的同等性試験ガイドラインの2012年改正の要点
第2節 生物学的同等性試験ガイドラインの2006年改正の要点(2007年度5月発刊書籍からの改定なし)
第3章 生物学的同等性試験の計画
第1節 予試験/第2節 試験計画/第3節 投与条件/第4節 生物学的同等試験の実施と薬物分析
第5節 生物学的同等性の評価/第6節 溶出試験の実験法/第7節 試験計画の主要箇所改正点
第4章 生物学的同等性試験の実施方法
第1節 生物学的同等性試験の実施方法/第2節 ヒト生物学的同等性試験の具体的な実施法
第3節 データ・計算結果を含む数値例/第4節 体液測定と安全性のデータの取り方
第5節 試験実施における安全確保について
第5章 経口徐放性製剤(2007年度5月発刊書籍からの改定なし)
 即放性製剤と徐放性製剤の放出性の相違 /食事条件と生物学的同等性/個人差と生物学的同等性 
 製剤の消化管内移動と生物学的同等性/生物学的同等性試験
第6章 非経口投与製剤
 非経口投与製剤における生物学的同等性試験のガイドライン
 各投与経路における製剤と生物学的同等性試験
第7章 局所皮膚適用製剤の生物学的同等性
 適用範囲/標準製剤と試験製剤/生物学的同等性の許容域/生物学的同等性試験/暴露量試験 
 製剤の処方変更水準と要求される試験
第8章 製剤変更時における生物学的同等性試験
 処方変更及び含量違いガイドラインの改正点概要
 処方変更及び含量違いガイドラインの処方変更水準と溶出試験

 処方変更レベルにおける生物学的同等性試験
 剤形が異なる製剤の追加のための生物学的同等性試験のガイドラインについて
 経口固形製剤の製法変更の生物学的同等性試験指針案
第9章 開発段階における生物学的同等性試験
 国内外の開発段階での製剤変更に関する指針、生物学的同等
 性試験に関するガイドラインの調査及び結果・考察
 製薬会社での開発段階での製剤開発戦略とバイオアベイラ
 ビリティ評価試験についての調査及び結果・考察
第10章 生物学的同等性試験における今後の課題(2012年改訂)
 製剤設計と生物学的同等性/プロトコール作成上の課題/試験実施上の課題/データ解析上の課題
第11章 生物学的同等性試験における溶出試験と分析法バリデーション
(2007年度5月発刊書籍からの改定なし)
 溶出試験に適用する分析法/分析法バリデーションに適用する分析能パラメーター
 分析法バリデーションの実施例/溶出試験報告書の記載
第12章 生物学的同等性に関わる統計解析・薬物動態・臨床薬物動態　Q&A
第1節 生物学的同等性の解析におけるソフトの選定と利用法と活用
第2節 試験デザインと解析上の留意点(2007年度5月発刊書籍からの改定なし)
第13章 品質再評価(2007年度5月発刊書籍からの改定なし)
 品質再評価の目的及びその対象/品質再評価の流れ/進捗状況
第14章 同等性に関する申請資料作成の留意点
 生物学的同等性に関するガイドライン/コモン・テクニカル・ドキュメント(CTD)
 審査報告書および申請概要からの事例紹介/まとめ
第15章 審査側からみた申請資料上の同等性に関する問題点
 適用ガイドライン/各ガイドラインが適用となる例/具体的事例
第16章 日米欧(３極)との比較
第1節 米国の生物学的同等性試験概要及び基準
第2節 FDAのガイドラインにおけるIVIVCとBiowaiver
第3節 SUPAC:承認取得後の変更に対する同等性の保証
第4節 EUガイドラインの概要および３極の比較
第5節 アメリカ版・日本版オレンジブックの比較・相違
第6節 海外のジェネリック医薬品における添加剤の比較(日本との)
第7節 国際共同治験における海外PKデータの活用
第8節 国内外のガイドラインの比較(2007年度5月発刊書籍からの改定なし)
第9節 局所皮膚適用製剤に関する日米の比較
第17章 ジェネリック医薬品の情報、品質に関する問題提起に対する考察
 ジェネリック医薬品が有する情報、データ/ジェネリック医薬品の化学的品質の担保
 製造承認後の医薬品の製品管理/ジェネリック医薬品と先発医薬品の間での同等な部分と異なる部分

緒方　宏泰　明治薬科大学
青柳　伸男　国立医薬品食品衛生研究所
石川　英司　大日本住友製薬(株)
石澤　孝之　Meiji Seika ファルマ(株)
川口　敦弘　Mitsubishi Pharma Europe Ltd.
山内　仁史　ニプロパッチ(株)
川村　尚久　ニプロパッチ(株)
和田　好夫　三笠製薬(株)
四方田千佳子　国立医薬品食品衛生研究所
大河内一宏　武田薬品工業(株)
谷口　和也　共和薬品工業(株)
犬伏　孝一　田辺三菱製薬工場(株)

笠井　英史　(株)ベル･メディカル
                  ソリューションズ
今井　康彦　ブリストル・マイヤーズ(株)
豊田　  弘　沢井製薬(株)
中田雄一郎  参天製薬(株)
長岡　寛明　長崎国際大学
小林　征雄　小林技術研究所 明台化工(株)
陸　　寿一　沢井製薬(株)
朝野　芳郎　ファイザー(株)
谷河　賞彦　バイエル薬品(株)
小林　直芳　塩野義製薬(株)

＜2012年改正ガイドラインをふまえた＞

生物学的同等性試験

第1章　医療用マイクロニードル概要
第1節　海外も含めた現在の開発状況
 1．薬物投与デバイスとしてのマイクロ
　　ニードル開発状況
第2節　市場ニーズの検証

第2章　経皮吸収とマイクロニードル
 1．経皮吸収促進の必要性
 2．化学的促進法と物理的促進法
 3．マイクロニードルを用いた吸収促進の
    開発状況
 4．マイクロニードルと皮膚バリアー能
 5．イオントフォレシスとの併用
 6．In-skinエレクトロポレーション

第3章　マイクロニードルの特徴、利点と課題
第1節　マイクロニードルの特徴と利点
第2節　マイクロニードルの課題

第4章　マイクロニードルの設計・製造技術
第1節　マイクロニードル製剤設計上の課題
第2節　マイクロニードルの種類及び
       経皮吸収機構
第3節　マイクロニードルの素材及び
       それらの特徴
第4節　マイクロニードルのディメンジョン、
       機械的強度、及び皮膚挿入性

第5節　マイクロニードルの成型法及び
       薬物添加法
第6節　マイクロニードルの製造及び
       品質管理体制

第5章　マイクロニードルの応用展開
 1．マイクロニードルの基本構造とその開発
 2．美容ケア
 3．蛋白医薬の経皮吸収製剤
 4．経皮ドラッグディバリー用マイクロニー
    ドル(貼るワクチンの検討および開発)
 5．生体サンプル採取法
    (痛みを伴わない採取)の検討
 6．生体信号を取り出すヘッドデバイス
    としてのマイクロニードル
 7．将来への展開

第6章　マイクロニードルの評価方法
 1．刺入性評価方法
 2．生体安全性評価
 3．有効性評価

第7章　マイクロニードルの今後の展開
 1．医薬品のライフサイクルマネジメント
 2．経皮吸収製剤と比較したマイクロニードル
    の特徴
 3．マイクロニードルの実用化における課題

今後の応用展開が非常に注目されている技術の最新情報を解説！
今後の応用展開・・経皮吸収剤、貼るワクチン、美容ケアなど。
評価方法の解説・・どのような評価方法があるのか？

杉林　堅次　　城西大学  
神山　文男　　コスメディ製薬(株) 
権　　英淑　　コスメディ製薬(株)
笹瀬　広之　　スリーエムヘルスケア(株)
飛永　芳一  　(株)エレガフィ
山内　仁史　　ニプロパッチ(株)

マイクロニードル技術動向および応用展開
～開発状況、設計・製造技術、評価方法および今後の展開～

＜医療用＞

発刊：2011年6月　定価：33,000円 + 税 　体裁：B5判ソフトカバー 114ページ　ISBN：978-4-904080-80-1 発刊：2011年3月　定価：28,000円 + 税 　体裁：B5判ソフトカバー 134ページ　ISBN：978-4-904080-76-4

＝ 第1部　理論編 ＝
第1章　イントロダクション
 1．定量を視野に入れて質量分析(MS)を使う
 2．LC/MS/MSで定量するということ
 3．絶対感度とシグナル対ノイズ比

第2章　MSについて
 1．概要
 2．イオン化の特徴(ESI,APCI,APPI)
 3．イオン化法と化合物の相性
 4．MS/MS質量分離部の構造
 5．MS/MSを実施する意義
 6．MS/MS(SRM)条件最適化
 7．MS/MSフラグメンテーション

第3章　HPLCについて
 1．分離モード
 2．LC/MS/MSに利用できるLC移動相の概要 
 3．LC/MS/MS用逆相LCメソッド開発の実際

第4章　前処理について
 1．除蛋白法
 2．液液抽出法
 3．固相抽出法
 4．FAQ:薬物のタンパク結合と前処理について
 5．きれいなサンプル

第5章　定量について
 1．定量の基本
 2．MSレスポンスの直線性確認
 3．内部標準法

 4．内標準物質の選択
 5．内標準物質の濃度設定の考え方

第6章　器材についてのトピックと利用テクニック
 1．固相抽出:基材・担体による差異
 2．逆相カラムの特徴と使い方

第7章　トラブル対策のヒント
 1．器材への吸着回避の考え方
 2．測定中の感度変化とその検出方法
 3．多価イオン・付加イオンと定量性
 4．内因性物質の測定
 5．選択性の問題
    (三連四重極MSによるSRMを前提として)
 6．LCでのブレークスルーの問題
 7．付加イオンの定量への利用

＝ 第2部　実践編 ＝
第8章　試料を入手してから分析法を
       立ち上げるまで
 1．試料(標準品)の入手とMS測定の準備
 2．MS条件設定
 3．各種条件設定と全体調整

第9章　分析バリデーションの実施
 1．背景
 2．対象、目的
 3．標準品・内標準物質 
 4．分析法バリデーション
 5．実サンプル(各種薬物動態試験から得た
    サンプル)の測定

薬物動態研究における

ＬＣ/ＭＳ/ＭＳ定量入門

★ 基礎～実践までを網羅！ / ★ 理論・技術的な観点から、また、実際の手順からも学習できます！『薬物動態研究に
おけるLC/MSを「深く知りたい」「すぐ実践したい」方へ、理論・技術的な観点から記述したセクション及び実際の手順･
分析バリデーションの要求事項の観点から記述したセクションの2セクションから構成しています。』

日本化薬株式会社　研究開発本部　医薬研究所　

　　　　　　　丹羽　誠 著 　
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伊藤　眞紀　　塩野義製薬(株)
杉山　　篤　　東邦大学
渡橋　　靖　　第一三共(株)
笠巻　祐二　　日本大学
山来　　貴　　フクダ電子(株)
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      薬物性QT延長症候群
-基礎、ガイドライン、臨床、測定・評価、事例-

心電図の読み方・測定法・解析手法・実際の症例、QT間隔測定法および補正法・補正式、
T/QTc評価試験における試験デザイン・例数設定・評価・事例およびFDAの見解、
IHC E14をふまえた国内外で実施するQT/QTc評価試験のポイント等要望の多いポイントを中心にガイドライン・実践・事例をまとめた決定書

第1章　新薬開発における薬物性QT延長症候群
　 1. 臨床開発におけるQT延長  ＜1.1 QT延長とは/1.2 QT延長の危険因子と臨床開発＞ 
　 2.E14ガイドラインに基づいたQT延長の検討

第2章　QT延長ガイドライン(S7B・E14)
第1節　S7Bガイドラインの概要
 1. ガイドライン作成の経緯 ＜1.1 ICH S7A安全性薬理ガイドライン/1.2 ICH S7Bガイドライン＞
 2. ICH S7Bガイドラインの基本的考え方 ＜2.1 ガイドラインの構成 ＞
 3. 主な実験方法 　＜3.1 In vitro試験/3.2 In vivo試験/3.3 その他 ＞ 
第2節 E14ガイドライン
 1. 序説 ＜ 1.1 背景 /1.2 目的 /1.3 適応範囲 ＞
 2. 臨床試験 
　2.1 QT/QTc間隔への薬剤の作用の評価方法 2.2 「QT/QTc 評価試験」/ 2.3 QT/QTc 評価試験後の臨床試験
  2.4 QT/QTc 評価試験が健康な志願者で実施不可能な場合の臨床開発
　2.5 心電図データの収集、評価および提出 
 3. 臨床試験における心電図の解析 
  3.1 QT間隔の補正式/3.2 QT/QTc間隔データの解析/3.3 心電図波形の形態的解析 
 4.有害事象 
  4.1 臨床試験における有害事象/4.2 早期の中止または用量の減量
  4.3 薬理遺伝学的（pharmacogenetic）の考察/4.4 市販後有害事象報告 
 5. 薬事規制への影響、添付文書の記載およびリスク管理 
　5.1 QT/QTc間隔延長作用と承認プロセスとの関連性 / 5.2 QT/QTc間隔を延長する医薬品の添付文書の記載 
　5.3 QT/QTc間隔を延長する医薬品における市販後のリスク管理
 
第3章　S7Bの各種試験実施と留意点
 1. In vitro Ikr測定＜1.1 hERGアッセイ試験/1.2 APD試験(Action Potential Duration:活動電位持続時間)
 2. In vivo QT測定 ＜2.1 In vivo試験の特徴/2.2 心電図/2.3 In vivo QT試験＞
 3. フォローアップ試験 ＜3.1 APD試験/3.2 ランゲンドルフ灌流心モデル/3.3 麻酔動物モデル＞
 4. 動物を用いた催不整脈試験
 ＜4.1 催不整脈試験の位置づけ/4.2 催不整脈試験と特徴/4.3 パラメータの効果的な活用＞ 

第4章　非臨床データの評価とその後の戦略
 1. Thorough QT/QTc試験と非臨床試験/2. 開発にかかわるQTQTc評価試験の問題点 
  ＜2.1 試験設定と費用 /2.2 QT/QTc評価試験費用 /2.3 QT/QTc試験後の開発 ＞
 3. QT/QTc評価試験の代替方法/4. 非臨床試験のデータとQT/QTc評価試験のデータの蓄積 
 5. 非臨床試験における新しいモデル/6. 今後のガイドライン改訂に向けて

第5章　E14 QT/QTc評価試験(Thorough QT/QTc Study)実施と留意点
 1. 試験デザイン/2. 心電図測定と計測・解析/3. 統計解析法 
  ＜3.1 中心傾向の解析/3.2 ベースライン/3.3 例数設定/3.4 PK/PD解析/3.5 カテゴリカル解析＞ 
 4. 試験結果の評価/5. 陽性対照薬での試験の実例/6. 試験結果に対するFDAの見解 

第6章　QT/QTc評価試験以外の臨床試験におけるQT評価
 1. 不整脈の検出とそのリスクファクターとしてのQT間隔の評価＜1.1 中心傾向の解析＞ 
 2. QT評価のための臨床試験 ＜2.1 いわゆる第I相試験/2.2 それ以降の臨床試験 /2.3 PK/PD試験＞ 
 3. QTの民族差:QTデータにブリッジングは必要か?

第7章　QT間隔測定法
 1. QT間隔の種類/2. QT間隔の計測方法 
　＜2.1 用手法/2.2 自動計測法/2.3 QTD-2による接線法と微分法の検討結果 
  2.4 Thorough QT計測を念頭に置いた自動解析ソフトの検証およびQT間隔計測上の問題点＞

第8章　QT間隔補正
 1. QT間隔に影響する因子/2. 補正法 ＜2.1 集団データに基づく補正方法/
　2.2 同一被験者内データによる補正/2.3 Holter bin法/2.4 QT/RR-hysteresis を考慮した補正法＞

第9章　薬物によるQT間隔の修飾（延長と短縮）（薬物性QT延長症候群）
 1. 心電図とQT間隔の基礎 
  ＜1.1 心電図波形とその基礎/1.2 QT間隔の見方、考え方/1.3 QT間隔の分布と基準値＞ 
 2. QT間隔の異常 
  ＜2.1 QT間隔延長から不整脈へ/2.2 QT間隔を延長する薬物2.3 薬物性QT間隔延長における性差/
　　2.4 再分極の予備能 /2.5 QT間隔短縮について（Short QT Syndrome＞
 3. 症例呈示 

第10章　QT/QTc評価試験実施に関する問題点
 1. 日本で実施するQT/QTc評価試験 
  ＜1.1 施設/1.2 心電図測定実施者/1.3 心電図測定 
　  1.4 被験者数及びその選択（選択基準、除外基準 ）/1.5 除外基準 ＞
 2. 陽性対照の選択
 3. 心電図測定と血中濃度 ＜3.1 心電図測定ポイント/3.2 QT/QTc評価試験/3.3. 心電図解析方法 ＞
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＜第1部　探索薬物動態試験＞

第１章 探索DMPK試験の概要

第２章 探索DMPK試験の実践と留意点

第３章 探索DMPK試験に関するQ&A

第４章 探索DMPK試験から非臨床試験

       移行への留意点

＜第2部 非臨床薬物動態試験＞

第１章 非臨床薬物動態試験概要

第２章 非臨床薬物動態試験の実践と

       留意点

第３章 MIST(Metabolite in safety test)

第４章 CTD 申請(2,6薬物動態CTD-S)

第５章 非臨床薬物動態試験に関するQ&A

第６章 非臨床薬物動態試験から臨床

       薬物動態試験移行への留意点

＜第3部 臨床薬物動態試験＞

第１章 臨床薬物動態試験の概要

第２章 薬物動態ガイダンス・薬物相互

       作用ガイダンスについて

第３章 臨床評価における民族差

第４章 医薬品開発のためのPK/PD解析

第５章 NONMEMによる解析法

第６章 マイクロドーズ臨床試験

       ～海外実施要件，安全性の

       検討もふまえた～

第７章 臨床試験に関するQ&A  

山田　泰弘　　昭和大学
嶋田　　薫　　ラクオリア創薬(株)
中田雄一郎　　参天製薬(株)
吉田　武美　　昭和大学
酒井　兼司　　日本ベーリンガー・
　　　　　　　インゲルハイム(株)
五十嵐　隆　　日本ベーリンガー・
　　　　　　　インゲルハイム(株)
丹羽　　誠　　日本化薬(株) 
村井　久美　　(株)ＪＣＬバイオアッセイ
戸塚善三郎　　積水メディカル(株) 
古田　　盛　　ゼリア新薬工業(株)
河島　浩輔　　中外製薬(株)

麻生　良典　　中外製薬(株)
神村　秀隆　　アステラス製薬(株)
堀江　　透　　ディ・スリー研究所
内藤　真策　　(株)大塚製薬工場
伊賀　勝美　　同志社女子大学
千葉　康司　　慶應義塾大学
寺尾　公男　　中外製薬(株)
朝野　芳郎　　ファイザー(株)
谷河　賞彦　　バイエル薬品(株)
西堀　　敦　　(株)ベルシステム24
笠井　英史　　(株)ベルシステム24
金子　和裕　　エーザイ(株)

【探索】⇒【非臨床】⇒【臨床】開発ステージ毎のポイントを1冊にまとめました！
探索薬物動態における主なin vitro/vivoスクリーニング試験項目を解説！なぜ物性の最適化が必要？カセット投与の必要性！
非臨床試験におけるADME試験の関連ガイド・試験項目、実施のタイミングを解説！MIST概要とは？毒性部門との連携とは？

薬物動態試験実践資料集

＜探索・非臨床・臨床別＞

●発売　2009年11月　●収録日:2009年8月
●40,000円 + 税　DVD3枚、約260分 　
※付録:講習会資料 　

【収録内容】
◎ 薬物動態学とは　
 ・薬剤学の位置づけ　・関連学会　等　
 ・生物薬剤学・薬物動態学のカバーする範囲
 ・経口剤の全身暴露を阻む7つの関門

◎ これだけは覚えてください。動態用語の
   基礎知識
 ・Cmax　・Tmax　・AUC　・半減期
 ・分布容積　・クリアランス　
 ・生物学的同等性と吸収率　
 ・線形性と依存性
 ・動態パラメータの算出手順　
 ・in vivoの動態チェック項目
 ・吸収における食事（食餌）の影響

◎ 薬物の吸収、分布、代謝、排泄のエッセンス
 ・早期探索段階での薬物動態の必要性
 ・探索段階における動態スクリーニング
 ・創薬におけるBCS　　
 ・ｐH分配仮説　・タンパク結合の持つ意味
 ・薬物代謝酵素CYPとは
 ・代謝酵素の欠損と体内動態
 ・酵素阻害と酵素誘導

◎ 医薬品の探索段階で起こりえる諸問題
 ・毒性試験における動態の役割
   （毒性投与量の設定）
 ・反復投与試験の設計

◎ 医薬品の開発段階で起こりえる諸問題 
 ・ヒト動態の予測　・非線形な動態
 ・Flip-Flop型動態
 ・薬物間相互作用
 ・定量限界以下のデータの取り扱い

◎ 医薬品の臨床試験・市販後段階で
   起こりえる諸問題
 ・PK･PD解析　
 ・ポピュレーションPKと薬物モニタリング

◎ バイオ医薬品、特に抗体医薬品の
　 非臨床動態試験とその留意点
 ・バイオ医薬品の非臨床毒性試験と
   動態試験の位置づけ
 ・非臨床毒性試験の項目
 ・動物種/モデルの選択
 ・試験法（薬物の定量方法）
 ・吸収（暴露量の評価）・分布、代謝、排泄
 ・バイオ後続品 

生物薬剤学・薬物動態学の基礎

高崎健康福祉大学　薬学部 
生物薬剤学研究室　教授　薬学博士

荻原　琢男 先生

★現場で使えなければ意味がない！　　
★初心者のための実践薬物動態・生物薬剤学！　やさしく、簡潔に！

前 持田製薬(株)創薬研究所基盤技術室Mgr  （探索動態・毒性G）

製薬企業で動態や製剤の研究・開発に携わろうとする方、生物薬剤学の基礎を
整理しておきたい方などを対象に、薬学のバックグランドを持たない人でも理解できる!
教科書では教えない、現場ですぐに役に立つ“実践的な”生物薬剤学・薬物動態学の
基礎を概説！　新人や異動者の現場導入教育としても最適！

●発売　2009年11月　●収録日:2009年8月
●40,000円 + 税　DVD3枚、約260分 　
※付録:講習会資料 　

【収録内容】
◎ 薬物動態学とは　
 ・薬剤学の位置づけ　・関連学会　等　
 ・生物薬剤学・薬物動態学のカバーする範囲
 ・経口剤の全身暴露を阻む7つの関門

◎ これだけは覚えてください。動態用語の
   基礎知識
 ・Cmax　・Tmax　・AUC　・半減期
 ・分布容積　・クリアランス　
 ・生物学的同等性と吸収率　
 ・線形性と依存性
 ・動態パラメータの算出手順　
 ・in vivoの動態チェック項目
 ・吸収における食事（食餌）の影響

◎ 薬物の吸収、分布、代謝、排泄のエッセンス
 ・早期探索段階での薬物動態の必要性
 ・探索段階における動態スクリーニング
 ・創薬におけるBCS　　
 ・ｐH分配仮説　・タンパク結合の持つ意味
 ・薬物代謝酵素CYPとは
 ・代謝酵素の欠損と体内動態
 ・酵素阻害と酵素誘導

◎ 医薬品の探索段階で起こりえる諸問題
 ・毒性試験における動態の役割
   （毒性投与量の設定）
 ・反復投与試験の設計

◎ 医薬品の開発段階で起こりえる諸問題 
 ・ヒト動態の予測　・非線形な動態
 ・Flip-Flop型動態
 ・薬物間相互作用
 ・定量限界以下のデータの取り扱い

◎ 医薬品の臨床試験・市販後段階で
   起こりえる諸問題
 ・PK･PD解析　
 ・ポピュレーションPKと薬物モニタリング

◎ バイオ医薬品、特に抗体医薬品の
　 非臨床動態試験とその留意点
 ・バイオ医薬品の非臨床毒性試験と
   動態試験の位置づけ
 ・非臨床毒性試験の項目
 ・動物種/モデルの選択
 ・試験法（薬物の定量方法）
 ・吸収（暴露量の評価）・分布、代謝、排泄
 ・バイオ後続品 

生物薬剤学・薬物動態学の基礎

高崎健康福祉大学　薬学部 
生物薬剤学研究室　教授　薬学博士

荻原　琢男 先生

★現場で使えなければ意味がない！　　
★初心者のための実践薬物動態・生物薬剤学！　やさしく、簡潔に！

前 持田製薬(株)創薬研究所基盤技術室Mgr  （探索動態・毒性G）

製薬企業で動態や製剤の研究・開発に携わろうとする方、生物薬剤学の基礎を
整理しておきたい方などを対象に、薬学のバックグランドを持たない人でも理解できる!
教科書では教えない、現場ですぐに役に立つ“実践的な”生物薬剤学・薬物動態学の
基礎を概説！　新人や異動者の現場導入教育としても最適！
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▼▲ GLP・薬物動態、ジェネリック系 / 臨床開発・GCP・GVP

－ 25－

発刊　　2016年12月
定価　　25,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー　
　　　　　287ページ
ISBN　  978-4-86502-119-6

★メディカルライター必携！
★収録見出し語数は1,633語。
★見出し語すべてに英語表記を併記。

【 アカシジア 】 あかしじあ
akathisia, acathisia
静座不能症で，落ち着きがなく，筋肉が震える感があり，じっと座っていられ
ない状態をいう。向精神薬や神経抑制薬の錐体外路系副作用としても知られ
る。

【 アカラシア 】 あからしあ
esophageal achalasia
食道と胃の接合部である噴門が弛緩しない状態をいう。食物の通過障害や嚥下
困難といった症状を引き起こす。
　　・
　　・
　　・

【 割合 】 わりあい
proportion
分子が分母に含まれる分数。有効例数を全例数で割った有効率など。

【 割付 】 わりつけ
assignment, allocation
試そうとする治験薬が複数ある場合，あるいはその用量が複数ある場合，そ
のいずれか一つに被験者を割り当てる作業をいう。

【 割付責任者 】 わりつけせきにんしゃ
assignment manager, allocation manager
割付を行う責任者をいう。

＜英和対訳＞

　a frequent complaint　多訴 （たそ）
　abdominal pain　腹痛 （ふくつう）
　abnormal hepatic function　肝機能異常 （かんきのういじょう）
　abnormal involuntary movement scale　AIMS
　　異常不随意運動評価尺度 （いじょうふずいいうんどうひょうかしゃくど）
　abnormal lipids　脂質異常 （ししついじょう）
　　・
　　・
　　・
　wound　創傷 （そうしょう）
　xeroderma　乾皮症 （かんぴしょう）
　xerophthalmia　眼球乾燥 （がんきゅうかんそう）
　yawning　あくび （あくび） 

メディカライト・ジャパン 代表

　　　　　　　　　　　医学博士 石塚 善久　著

＜本書のポイント＞

◎ 医薬品の臨床開発に関連した全般的な用語を収録

◎ 収録見出し語数は 1,633 語

◎ 見出し語すべてに英語表記を併記

◎ 医薬のバックグランドがなくても理解できる判りやすい解説

◎ メディカルライター必携の用語集

メディカルライティングに役立つ

臨床試験関連用語集

　本書は，メディカルドキュメントを作成する際に用いることが多い臨床試験計画全
般用語，薬理学用語，薬物動態学用語，有効性や安全性の評価に関する全般的な用語，
初歩的な統計学用語，および有害事象名としてよく用いる症状名や障害名を集めて，
その英語表記を添え， 必要に応じてその意味や説明も加えた臨床試験関連用語集です。
　治験総括報告書やコモンテクニカルドキュメントを作成する際に，また日ごろのメ
ディカルライティングを行う際に，ライターの座右の書として活用していただければ
幸いです。 

＜用語集　見出し語数 1,633 語＞　／以下、記載例　

発刊：2009年8月　定価：69,000円 + 税 　体裁：B5判 297ページ　ISBN：978-4-904080-32-0

第１章 ジェネリック医薬品市場の動向
 ジェネリック医薬品市場の構造
 主要国の動向/主要プレイヤーの動向

第２章 ジェネリック医薬品の導入および課題
 病院におけるジェネリック医薬品の導入と課題/
 導入の際の留意点および導入効果/
 保険薬局におけるジェネリック対応/
 ジェネリック医薬品普及の今後の課題

第３章 ジェネリック医薬品の製剤開発

第４章 生物学的同等性試験
 後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン      
 試験方法/評価方法

第５章 溶出試験

第６章　原薬の調達
 原薬メーカーの選定/原薬調達の留意点
 原薬の不純物に関する留意点/結晶形の留意点
 垂直統合型メーカーと製剤専門メーカー

第７章　海外製造業者との取引の際における留意点
 契約の際の留意点～契約書作成、条件なども
 ふまえた～/トラブル事例

第８章 ジェネリック医薬品の製造・品質管理に
       おける留意点
 ジェネリック医薬品のGMP/製造側からの品質確保
 品質管理側からの品質確保/GMP査察・監査対応

第９章 ジェネリック医薬品のGQP・GMPと不純物管理
 ジェネリック医薬品のGQP・GMP/
 ジェネリック医薬品の不純物管理/ GMP査察・監査対応

第10章 ジェネリック医薬品の情報、データ、品質
       に関する留意点
       ～アクションプログラムをふまえて～
 ジェネリック医薬品の情報、データ/
 ジェネリック医薬品品質情報検討会による
 化学的品質の確認

第11章 ジェネリック医薬品の特許に関する問題点
 特許期間と延長/
 新薬とジェネリック品をめぐる特許など知的財産問題

第12章 バイオシミラー
 バイオシミラー医薬品(バイオ後続品)の概要と
 規制上の課題が市場に与える影響/
 米国のバイオシミラー医薬品(バイオ後続品)に
 関する規制環境/
 欧州のバイオシミラー医薬品(バイオ後続品)に
 関する規制環境/
 開発状況、承認実例、課題及び今後の展開

第13章 ジェネリック医薬品の承認申請における留意点

第14章 ジェネリック医薬品の安全対策

第15章 ジェネリック医薬品メーカーの
       研究開発戦略と課題
 ジェネリック医薬品の研究開発の特徴/製剤設計  
 薬事規制/課題

第16章 後発品市場拡大へ向けた
       先発医薬品メーカーの役割と課題

市場の特徴、主要国の最新動向(アメリカ、ヨーロッパ、日本)の保険制度と薬剤給付・普及の仕組みを詳細に解説！
製剤開発・設計、各種試験の概要、承認申請からアクションプログラムについての動向とは？
特許期間と延長、新薬とジェネリック品をめぐる特許など知的財産問題！国内の先発医薬品メーカーの現状と課題とは？

四方田千佳子　　国立医薬品食品衛生研究所
宇賀神　史彦　　アイ・エム・エス ジャパン(株)
武藤　　正樹　　国際医療福祉大学大学院
高橋　　嘉輝　　沢井製薬(株)
佐々木　啓徳　　沢井製薬(株)
上野　　眞義　　沢井製薬(株)
山下　　順也　　共和薬品工業(株)
海本　　耕司　　東和薬品(株)
首藤　　利幸　　コーア商事(株)

中村　みさ子　　東和薬品(株)
小田　　容三　　ニプロファーマ（株）
屋代　順治郎　　首都大学東京
野村　　英昭　　協和発酵キリン(株)
石澤　　孝之　　明治製菓(株)
齋藤　　達也　　ワイス(株)
谷口　　和也　　東和薬品(株)
高橋　　真人　　アステラス製薬(株)

最新ジェネリック医薬品戦略

＜市場動向・製造開発・バイオシミラーも含めた＞

発刊：2009年5月　定価：62,000円 + 税 　体裁：B5判　454ページ　ISBN：978-4-904080-28-3

GLP/非GLPに関して包括的に対応した書籍！当局・企業の第一人者など多彩な執筆者がアンケートの要望に回答！
複数場所試験への対応、試験計画書・最終報告書の記載事項とその取扱いとは？
信頼性確保および外部委託・教育訓練の留意点を詳説！ 

梶ヶ谷仁志　　(独)医薬品医療機器総合機構    
蔵並　潤一    日本QA研究会 GLP部会
              第1分科会長
　　          協和発酵キリン(株)          
橋爪　武司　　GXPコンサルタント           
門田　利人　　スギ生物科学研究所(株)   
佐村　恵治　　Huntingdon Life Sciences 
海野　　隆　　安全性評価研究会 
千葉　修一　　中外製薬(株)　
古田　　盛　　ゼリア新薬工業(株) 
杉本　哲朗　　中外製薬(株)　
佐々木正治　　アボットジャパン(株)
戸塚善三郎　　積水メディカル(株) 
葛西智恵子　　アステラス製薬(株) 

飯島　護丈　　(前)ファイザー 
梶村　哲世　　第一三共(株)
菅井象一郎　　日本たばこ産業(株) 
野村　　章　　ＱＡアドバイザー 　
松永　秀光　　丸石製薬(株)
村井　久美　　(株)ＪＣＬバイオアッセイ 
坂口　圭介　　テルモ(株) 
高橋　良美　　テルモ(株)
長谷川弘和　　テルモ(株)
青木　豊彦　　エーザイ(株) 
小島　肇夫　　国立医薬品食品衛生研究所 
勝田　真一　　(財)日本食品分析センター 
原田　孝則　　(財)残留農薬研究所 

GLP/非GLP試験の具体的実施ポイント

＜改正省令をふまえた＞

第１章　医薬品・医療機器ＧＬＰの概要

第２章　改正ＧＬＰ省令における主な改正点と
　　　　そのポイント

第３章　承認申請資料・チェックリストの変更点・
　　　　留意点

第４章　ＧＬＰ調査はどのように変わるのか

第５章　ＯＥＣＤ ＧＬＰと各国ＧＬＰ制度
　　　　についての考察

第６章　ＧＬＰ試験の対応と留意点

第７章　非ＧＬＰ試験の対応と留意点
　　　　～信頼性保証に向けた～

第８章　ＧＬＰ試験における試験計画書から
　　　　最終報告書作成までの資料作成のポイント

第９章　ＧＬＰ試験における資料保存

第10章　ＧＬＰ試験及び非ＧＬＰ試験の最終報告書
　　　　の作成方法とその留意点

第11章　非ＧＬＰ試験における資料保存

第12章　ＧＬＰ試験/非ＧＬＰ試験でのＱＣ/
　　　　ＱＡ業務の留意点

第13章　外部委託に関する留意点

第14章　ＦＤＡガイダンスの概要

第15章　医療機器の生物学的安全性試験とＧＬＰ

第16章　ＧＬＰ教育訓練とそのポイント

第17章　各種ＧＬＰ概要

発刊：2009年5月　定価：62,000円 + 税 　体裁：B5判　454ページ　ISBN：978-4-904080-28-3

GLP/非GLPに関して包括的に対応した書籍！当局・企業の第一人者など多彩な執筆者がアンケートの要望に回答！
複数場所試験への対応、試験計画書・最終報告書の記載事項とその取扱いとは？
信頼性確保および外部委託・教育訓練の留意点を詳説！ 

梶ヶ谷仁志　　(独)医薬品医療機器総合機構    
蔵並　潤一    日本QA研究会 GLP部会
              第1分科会長
　　          協和発酵キリン(株)          
橋爪　武司　　GXPコンサルタント           
門田　利人　　スギ生物科学研究所(株)   
佐村　恵治　　Huntingdon Life Sciences 
海野　　隆　　安全性評価研究会 
千葉　修一　　中外製薬(株)　
古田　　盛　　ゼリア新薬工業(株) 
杉本　哲朗　　中外製薬(株)　
佐々木正治　　アボットジャパン(株)
戸塚善三郎　　積水メディカル(株) 
葛西智恵子　　アステラス製薬(株) 

飯島　護丈　　(前)ファイザー     飯島　護丈　　(前)ファイザー     
梶村　哲世　　第一三共(株)
菅井象一郎　　日本たばこ産業(株) 
野村　　章　　ＱＡアドバイザー 　　　          協和発酵キリン(株)          野村　　章　　ＱＡアドバイザー 　　　          協和発酵キリン(株)          
松永　秀光　　丸石製薬(株)橋爪　武司　　GXPコンサルタント           松永　秀光　　丸石製薬(株)橋爪　武司　　GXPコンサルタント           
村井　久美　　(株)ＪＣＬバイオアッセイ 
坂口　圭介　　テルモ(株) 
高橋　良美　　テルモ(株)
長谷川弘和　　テルモ(株)
青木　豊彦　　エーザイ(株) 
小島　肇夫　　国立医薬品食品衛生研究所 
勝田　真一　　(財)日本食品分析センター 
原田　孝則　　(財)残留農薬研究所 

GLP/非GLP試験の具体的実施ポイント

＜改正省令をふまえた＞

第１章　医薬品・医療機器ＧＬＰの概要

第２章　改正ＧＬＰ省令における主な改正点と
　　　　そのポイント

第３章　承認申請資料・チェックリストの変更点・
　　　　留意点

第４章　ＧＬＰ調査はどのように変わるのか

第５章　ＯＥＣＤ ＧＬＰと各国ＧＬＰ制度
　　　　についての考察

第６章　ＧＬＰ試験の対応と留意点

第７章　非ＧＬＰ試験の対応と留意点
　　　　～信頼性保証に向けた～

第８章　ＧＬＰ試験における試験計画書から
　　　　最終報告書作成までの資料作成のポイント

第９章　ＧＬＰ試験における資料保存

第10章　ＧＬＰ試験及び非ＧＬＰ試験の最終報告書
　　　　の作成方法とその留意点

第11章　非ＧＬＰ試験における資料保存

第12章　ＧＬＰ試験/非ＧＬＰ試験でのＱＣ/
　　　　ＱＡ業務の留意点

第13章　外部委託に関する留意点

第14章　ＦＤＡガイダンスの概要

第15章　医療機器の生物学的安全性試験とＧＬＰ

第16章　ＧＬＰ教育訓練とそのポイント

第17章　各種ＧＬＰ概要

絶版
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発刊　　2016年9月
定価　　45,000円 + 税
体裁　　B5判  ソフトカバー　
           200ページ
ISBN　  978-4-86502-116-5

細胞培養に影響を与える培養基材の基礎知識・種類・各特徴および培養時の基材の役割・現象・事例も掲載。
培養細胞の基礎から培養手法・培地の種類・品質管理・凍結保存・保管管理のポイントを学べます。
細胞培養の知識を得たい方、細胞培養基材開発の基礎知識を知りたい方の両方にお役立ていただける1冊です。

第1章 細胞培養のための細胞培養基材－バイオマテリアル技術の重要性－
 1.広い守備範囲をもつバイオマテリアル技術
 2.再生医療におけるバイオマテリアル技術の位置付け
 3.バイオマテリアル技術を活用した細胞周辺環境の構築
 4.生物医学研究に対する細胞培養基材の重要性
 5.生物医学研究の発展に必要不可欠な細胞培養基材技術
第2章 培養細胞の基礎知識
 1.細胞の分類と特徴　/2.使用する細胞の選択、細胞情報の取得
 3.細胞バンクの利用上のポイント
第3章 培養手法と培地について
 1.培養手法の種類と特徴　/2.培地の種類と特徴　/3.培地調整の方法とポイント
第4章 細胞の品質管理
 1.細菌・真菌を対象とした無菌検査の方法　/2.細胞のマイコプラズマ汚染試験の方法
 3.使用細胞の認証方法　/4.細胞のウイルス検査手法　/5.細胞の管理記録
第5章 細胞凍結保存・保管管理の注意点
 1.緩慢冷却法と急速冷却法(ガラス化法: vitrification)　/2.細胞の凍結保存時における注意点
 3.保存管理の方法　/4.融解・再培養における注意点　/5.保存管理委託におけるポイント
第6章 実験用の細胞培養と臨床用の細胞培養（製造）の違いと考え方
 1.はじめに 実験用の細胞培養と臨床用の細胞培養の違いについて
 2.再生医療等を実用化するための法制度の整備について
 3.再生医療等安全性確保法の概要
 4.再生医療等安全性確保法における細胞培養加工施設の構造設備

 5.薬機法の概要  /6.細胞・組織利用医薬品等の取扱い及び使用に関する基本的考え方
 7.再生医療等製品に係る生物由来原料基準について
 8.ヒト(自己／同種)由来細胞や組織を加工した医薬品又は医療機器の
   品質及び安全性の確保に関する指針
 9.ヒト幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性確保に関する5指針
 10.再生医療等製品に係るGCTP省令の概要
 11.再生医療等製品における「バリデーション」と「ベリフィケーション」の考え方
第7章 細胞培養基材としてのバイオマテリアル
 1.生体組織と細胞培養　/2.表面加工技術を利用した2次元細胞培養基材
 3.ハイドロゲルを利用した2次元細胞培養基材　/4.細胞足場材料を利用した3次元培養
 5.生理活性物質の徐放化を可能とする徐放性細胞足場材料  /6.傾斜機能化細胞足場材料
第8章 細胞培養基材表面で起こる初期現象
 1.基材表面で起こる現象－培地成分と基材の相互作用
 2.基材表面へのタンパク質吸着現象－吸着と構造変化
 3.タンパク質吸着と細胞の活性化　/4.基材表面特性とタンパク質吸着 
 5.基材に含水した水の状態の解析　/6.基材表面に存在する中間水の役割
 7.高機能な細胞培養基材の分子設計の試み
 8.材料上での細胞分化－分化マーカー遺伝子の発現量変化
第9章 細胞培養基材と細胞の関係
 第1節 細胞のパターニング・アレイ化
 1.パターニング培養の意義と分類　/2.細胞のパターニング技術
 3.パターニング培養からみえてくる生命現象
 第2節 微細構造表面と細胞の関係
 1.微細構造表面の作製手法　/2.微細構造表面への細胞応答
 第3節 基材硬さと細胞の関係
 1.細胞が基材硬さを感じるしくみ：細胞接着の力学　/2.培養力学場と細胞相互作用の本質
 3.培養力学場設計による細胞運動の操作　/4.培養力学場設計による細胞分化制御
 第4節 ガス透過性機材と細胞の関係
 1.細胞のエネルギー代謝と酸素の関係　/2.細胞培養における酸素供給と消費の関係
 3.ガス透過性膜を用いた膵細胞培養　/4.ガス透過性膜を用いた肝細胞培養
 第5節 三次元スキャフォールド
 1.三次元培養におけるスキャフォールドの役割
 2.三次元スキャフォールドの研究動向（骨再生を中心にして）
 3.アパタイトファイバースキャフォールドを用いた骨芽細胞の三次元培養とその評価方法
第10章 細胞培養基材製品の概況と現状
 1.高水準の品質管理がなされた培養器材  /2.タンパク質吸着抑制表面処理を施した培養器材
 3.高効率細胞回収用遠沈管

田畑　泰彦　　京都大学
塚田　亮平　　住友ベークライト(株)
福田　隆之　　医薬基盤・健康・栄養研究
所
小原　有弘　　医薬基盤・健康・栄養研究
所
林　　洋平　　筑波大学
古江　美保　　医薬基盤・健康・栄養研究
所
清水　則夫　　東京医科歯科大学
藤岡　　剛　　理化学研究所
西條　　薫　　理化学研究所
三浦　　巧　　医薬品食品衛生研究所
佐藤　陽治　　医薬品食品衛生研究所
山本　雅哉　　京都大学

田中　　賢　　九州大学
中澤　浩二　　北九州市立大学
掛川　貴弘　　大日本印刷(株)
藤本　興治　　大日本印刷(株)　
土屋　勝則　　大日本印刷(株)
木戸秋　悟　　九州大学
篠原満利恵　　東京大学
木村　圭一　　東京大学
肖　　文晋　　東京大学
ポウデル サパナ　　東京大学
小森喜久夫　　東京大学
酒井　康行　　東京大学
本田みちよ　　明治大学
相澤　　守　　明治大学　

細胞培養の基礎知識と
細胞培養基材の利用・開発の留意点

発刊　　2016年6月
定価　　23,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー　
　　　　　145ページ
ISBN　  978-4-86502-112-7

★CDISC標準で医薬品開発の各部門の担当者が何を考えるべきかも学べる一冊です！
★臨床開発ステージと申請電子データの収集の関係や、ＰＭＤＡ相談とメタデータ管理の関係・留意点について解説。
★電子承認申請における電子データの取り扱いや実務への影響とは？

《序》 承認申請電子データ提出：

　　　 その背景と医薬品のライフサイクルに与えるインパクト 

 第1部　医薬品のライフサイクルと申請電子データ 

   1.1　申請電子データに関する規定及び基準 

    1.1.1 日本の医薬品承認申請時電子データ提出に係る規制の概要 

    1.1.2 CDISC標準のデータモデルと品質

          (コンプライアンスとトレーサビリティー)

    1.1.3 メタデータ管理

    1.1.4 Controlled Terminology(統制用語)

    1.1.5 Therapeutic Area Standards(疾患領域標準） 

    1.1.6 関連ICH ガイドライン

    1.1.7 システムの信頼性保証に関する規定

    1.1.8 地域規制当局間の協調と申請電子データの地域間共通化に

          向けての動き

   1.2　医薬品開発の進め方と申請電子データ

    1.2.1 各相試験と申請電子データの準備

    1.2.2 開発計画とメタデータ管理

    1.2.3 PK/PDデータの解析方法と申請電子データについて 

    1.2.4 データモニタリングの考え方の基礎

    1.2.5 電子データ提出を前提とする治験における

          データマネージメントの注意点 

    1.2.6 医薬品開発とプロジェクトマネージメント

   1.3　申請電子データ提出の準備及び実施

    1.3.1 提出用申請電子データの作成及び提出準備時における考慮事項

    1.3.2 申請電子データの提出と提出データの取扱い

    1.3.3 規制当局が行う解析とModeling and Simulationについて

    1.3.4 申請電子データの更新及び一部変更申請における取扱い

　 1.4　医薬品安全性監視と申請電子データ

    1.4.1 医薬品安全性監視と安全性検討事項

    1.4.2 副作用等の規制当局報告と安全性監視の連携

　 1.5　医薬品のライフサイクルマネージメントと電子データ

    1.5.1 医薬品のライフサイクルマネージメントと申請電子データ

    1.5.2 臨床研究とCDISC標準

　 1.6　医薬品の社会的価値と電子データ

    1.6.1 今後の薬価設定の考え方と申請電子データ

    1.6.2 実臨床データに基づく公的医療費の配分の決定

 第2部 各種医薬品関連臨床データ処理業務とCDISC標準

　 2.1　申請電子データのコンプライアンスを確保するために行うべきこと

    2.1.1 電子データに関する規定・基準の設定

    2.1.2 疾患領域別のデータ標準及びCTの検討

    2.1.3 種類別データセット間の仕様定義の連携確保

    2.1.4 支援システムの利用

　 2.2　申請電子データのトレーサビリティー確保のために行うべきこと

    2.2.1 解析出力からSDTMデータセットまでのトレーサビリティー

    2.2.2 SDTMデータセットからEDCの入力画面までのトレーサビリティー

    2.2.3 システムの利用

　 2.3　医薬品安全性監視へのデータ標準の適用推進

    2.3.1 医薬品安全性監視計画と申請電子データ

    2.3.2 製販後研究におけるCRF・プロトコルとデータの取扱い

    2.3.3 副作用等の規制当局報告様式と個別症例データの収集方法

イーピーエス株式会社　CDISC室

　関 利之 先生

医薬品の承認申請電子データ提出とＣＤＩＳＣ標準
— 医薬品のデータサイエンスにおけるインフラストラクチャー —
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★生体試料中の薬物濃度分析の最新法規制、前処理、バリデーション、SOPの解説及び分析機器選択のポイントとは！
★各測定段階毎（探索・非臨床・臨床）の分析及び生物学的同等性試験実施時の注意点！

第1章　生体試料薬物濃度測定の概要と国内外の動き
 1.バイオアナリシスの概要

第2章　三局における関連規制の動向
 1.米国の状況 / 2.EUの状況 / 3.その他の国や地域の様子 / 4.日本の状況 / 5.国際調和の進捗

第3章　生体試料薬物濃度分析における前処理の考え方
 1.はじめに　生体試料前処理の目的
 2.生体試料の種類別前処理概説 / 2.1 血液 / 2.2 血漿、血清 / 2.3 尿
 3.前処理の手法 / 3.1 除タンパク / 3.2 固相抽出

第4章　生体試料薬物濃度分析(リガント結合法)における
       バリデーションガイドラインのポイントおよび実施注意点
 1.ガイドラインの概略 / 2.ガイドラインの適用範囲
 3.ガイドラインの要点と実務応用における留意点 / 3.1 標準物質（標準品）/ 3.2 分析法バリデーション

第5章　生体試料薬物濃度分析におけるSOP 作成の考え方
 1.法的規制環境
　1.1 薬事法(昭和35 年8 月10 日法律第145 号) / 1.2 薬事法施行規則(昭和36 年2 月1 日厚生省令第1 号)
 2.標準操作手順書(SOP)作成の考え方
　2.1 OECD Principles on Good Laboratory Practice(as revised in 1997)
 3.SOP 作成における留意点

第6章　分析に使用される分析機器選択のポイントと注意点(LC およびLC/MS/MS)
 1.LC
　1.1 HPLC / 1.2 UHPLC / 1.3 LC 装置に求められる性能 / 1.4 二次元(2D)LC / 1.5 マイクロフローのLC
 2.LC/MS/MS
　2.1 イオン化法 / 2.2 マスアナライザー / 2.3 コリジョンセル / 2.4 データ取り込み / 2.5 マトリックス効果 
 3.生体試料中の高分子薬物濃度分析
　3.1 多価イオン / 3.2 高分子分析のためのLC/MS/MS / 3.3 高分子分析のためのカラム

第7章　各測定段階における生体試料薬物濃度分析実施について 
第1節  探索段階における生体試料薬物濃度分析実施について
 1.医薬品の研究開発における薬物動態試験 / 2.分析法の変遷と生体試料薬物濃度分析実施時の注意点
　2.1 ガスクロマトグラフィー(GC 法) / 2.2 高速液体クロマトグラフィー(HPLC 法) / 2.3 HPLC/MS/MS 法
 3.代謝物の構造解析と定量 / 3.1 代謝物の構造決定 / 3.2 代謝物の定量
 4.医薬品の探索と開発 / 4.1 探索におけるバイオアナリシス / 4.2 開発におけるバイオアナリシス
 5.今後の探索研究とPK 試験におけるバイオアナリシス

第2節　非臨床試験における薬物定量分析
 1.開発研究段階における非臨床試験の位置付け / 2.非臨床試験段階における生体試料分析に関連する規制
　2.1 生体試料分析法バリデーションの経緯 / 2.2 生体試料分析法バリデーションの注意すべきポイント
 3.非臨床試験段階における生体試料分析における技術的留意点
　3.1 非臨床試験における生体試料の特徴 / 3.2生体試料分析にあたり留意すべき事項
　3.3 その他非臨床段階にて留意すべき事項

第3節　臨床試験における薬物定量分析
 1.臨床試験における薬物定量分析法バリデーションのレギュレーション
 2.臨床試験における薬物定量分析法バリデーションについて / 3.臨床試験における薬物定量分析法について
　3.1 フルバリデーション / 3.2 パーシャルバリデーション / 3.3 クロスバリデーション
 4.臨床試験における薬物定量分析法バリデーション
  4.1 マトリックス効果 / 4.2 キャリーオーバー / 4.3 精度管理
　4.4 臨床試験における薬物定量分析法バリデーションパラメータ及びその判断基準
　4.5 安定性試験～試験方法と安定性評価～
 5.実試料分析
　5.1 実試料分析の検量線 / 5.2 実試料分析のQC 試料 / 5.3 実試料分析のキャリーオーバー
　5.4 ISR(Incurred samples reanalysis)
 6.臨床試験と薬物濃度分析法の実施例について
　6.1 免疫亢進剤FK565 の臨床試験の薬物濃度EIA 定量法
　6.2 免疫抑制剤FK506 の臨床試験の薬物濃度LC-MS 定量法
　6.3 ヒト成長ホルモン「ソマゾン」のタンパク質の遺伝子工学合成とLC-MS 法
　6.4 核酸医薬品の臨床試験での薬物濃度のLC-MS 定量法
 7.探索的臨床試験と薬物濃度分析法
　7.1 LC/MS/MS による探索的臨床試験の薬物濃度分析法 / 7.2 AMS による探索的臨床試験の薬物濃度分析法
　7.3 PET

第4節　生物学的同等性試験時の留意点
 1.生物学的同等性試験とは / 2.測定法の開発
　2.1 測定対象物質 / 2.2 マトリックス / 2.3 内標準物質 / 2.4 測定濃度範囲 / 2.5 前処理法の選択
　2.6 代謝物の影響 / 2.7内因性物質
 3.実試料分析 / 4.再測定・再分析 / 5.ISR /  6.同等性を得るために

医薬品開発における
生体試料薬物濃度分析手法

工藤　　忍　　(株)島津テクノリサーチ
山下　和之　　アジレント・テクノロジー(株)
石井　明子　　国立医薬品食品衛生研究所
上杉　恵三　　グロファーマフィジクス
飯塚　玲子　　日本ウォーターズ(株)　 

嶋田　　薫　　ラクオリア創薬(株)
澤田　安房　　(元)ラクオリア創薬(株) 
戸塚善三郎　　大阪大学
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☆治験薬GMPおよびGCP省令に基く治験薬の取扱いとは?
●治験薬の製造・管理・割付・保管・配送の考え方や注意点を解説
◇治験薬管理における留意点および書類作成のポイントとは？

第1章　GCP省令に基づいた治験薬の実践的な運用方法
1 製造および包装
　1.1 製造：第16条　第5項，第17条/1.2 治験薬の包装：第16条　第1項～4項/1.3 記録：第16条　5項
2 治験薬の交付および回収
　2.1 交付時期：第11条/2.2 交付時までに必要な対応：第16条/2.3 実施医療機関の責任者　第39条/
　2.4 記録の作成
第2章　治験薬の製造における留意点
1.治験薬GMPについて/2.バリデーション・ベリフィケーション
第3章　治験薬における規格値設定と変更管理について
1.規格設定の必要性と意義/2.規格値の設定時に注意すべき点
3.分析法バリデーションの結果に基づく規格値の設定
　3.1 消費者危険率に基づく規格値の評価/3.2 生産者危険率に基づく規格値の評価/
　3.3 真度に基づく規格値の評価
4. 変更時に必要な対応
第4章　CMC領域における治験薬の取扱い
1.治験薬管理について/2.治験薬管理手順書の作成のポイント
第5章　「治験薬における割付」
1.これまでの治験薬割付
　1.1 割付を実施する上の留意点/1.2 割付と割付関連の過誤・ヒヤリハット事例および防止策
2.これからの治験薬割付
　2.1 治験薬製造施設や実施医療機関での割付/2.2 ＩＴ活用の割付
第6章　治験薬におけるスケールアップのポイント
1.臨床試験に使用する原薬/2.スケールアップの考え方/3.小スケールデータ活用法
4.スケールアップ時の留意点
5.スケールアップの留意点　事例とは 考慮すべきファクター　状態のバラツキ抑制

6.何を実施するか～留意点は
第7章　治験薬における教育訓練
1.Quality Management/2.Personnel
第8章　治験薬保管・配送業務に関する実務と留意点
1.治験薬供給に関する環境変化とは/2.治験薬保管・配送業務に関る業務区分及び実務概要
　2.1 治験薬の輸入・通関業務/2.2 治験薬保管業務/2.3 割付業務に関して/2.4 治験薬交付・配送業務/
　2.5 治験薬回収
3.IVRS/IWRS利用時における業務分担について/4.治験薬保管・配送業務における品質管理/
5.契約形態による留意点/6.治験薬交付・配送業務形態の変化
第9章　治験薬製造における製造所管理
1.組織と従業員の留意点
　1.1 組織間の技術移管/1.2 施設間の技術移管/1.3 従業員間の技術移管
2.実験室スケールの忠実な再現とIPC項目の確認
　2.1 実験室（ラボ）スケールの再現/2.2 IPC項目の見直し
3.変更、逸脱に相当する事項と製造フロー、試験規格への反映
　3.1 変動要因への対処（製造）/3.2 変動要因への対処（試験）
　3.3 変動要因への対処（その他、保管、輸送等）
4.管理幅の厳格化とアラートレベル
　4.1 実生産スケールにつなげる治験薬製造/4.2 管理幅（アラートおよびアクションレベル）
5.新薬申請、承認書記載事項への考慮
　5.1 承認書記載事項の変更をむやみに作らないために/5.2 Design Spaceの確立
第10章　治験薬製造における洗浄の実施と評価
1.洗浄バリデーションの3極の要求事項と実施方法/2.治験薬製造設備のバリデーション方法
3.生理学的指標での許容値の設定/4.微生物汚染/5.サンプリング/6.洗浄剤
第11章　治験原薬製造の製造委託管理について
1.なぜ製造委託なのか/2.委託先の選定/3.委託先との契約/4.委託先への技術移管と検討/
5.原材料の確保/6.製造の立ち合い、委託先の監査/7.原薬の受け入れと出荷
第12章　「バイオ医薬品における治験原薬製造」の留意点
1.バイオ医薬品原薬製造工程の主要項目/2.バイオ医薬品原薬製造工程開発の重要事項
3.治験用バイオ医薬品原薬精製法の開発と問題点
　3.1 シングルユース製品の多用による問題点/3.2 抗体医薬品開発におけるProtein A担体使用上の問題点/
　3.3 分析法のバリデーション開発の問題点/3.4 治験薬製造における経済性の問題点
4.目的物の不均一性と製造プロセスの堅牢性

森田　　隆　外資系製薬企業
野村　　章　ＱＡアドバイザー
数崎　正人　大日本住友製薬(株) 
濱地　洋三　コスモALA(株)
設楽　　敏　(株)ベル･メディカル
　　　　　　　　　ソリューションズ
橋本　光紀　医薬研究開発
　　　　　　　コンサルテイング
長村　聡仁　東和薬品(株)

萩小田弘之　ティエヌティ
　　　　　　　エクスプレス(株)
竹安　　巧　帝人ファーマ(株)
河﨑　忠好　DRK バイオプロセス
　　　　　　　コンサルティング 
　　　　　　GEヘルスケア
　　　　　　　・ジャパン(株)
　　　　　　SGSジャパン(株)
外資系製薬企業担当者

治験薬管理における実務対応
        ～治験薬管理・割付・保管・配送・製造・委託～　
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バイオ抗体医薬品の開発～製造～特許の流れをひと目で理解できる。
非臨床試験・臨床試験の考え方および注意点を解説！
特許出願の際の注意点,製造法・品質管理,分析法バリデーション,市販後調査,市場動向,糖鎖解析 等…

第1章　開発戦略と研究の考え方
1.バイオ医薬品開発の現状と抗体医薬品開発
2.抗体医薬品の品質特性/3.抗体医薬品の安全性
第2章　バイオ/抗体医薬品の毒性・薬物動態試験　
第1節　バイオ医薬品の非臨床毒性試験と薬物動態試験
1.バイオ医薬品のガイドラインと非臨床毒性試験の位置づけ/2.バイオ医薬品の毒性試験
3.動物種･モデルの選択 /4.薬物の定量方法 /5.バイオ医薬品の動態試験
6.臨床試験開始に向けて /7.バイオ後続品の開発
第2節　免疫原性の評価のポイント
1.ヒトと動物モデルにおける免疫原性の比較
2.治療用たんぱく質の免疫原性リスク因子を研究するための動物モデル
3.ICHS6(R1)ガイドラインにおける免疫原性の記載とその解釈
4.免疫原性がバイオ/抗体医薬品の非臨床安全性試験に及ぼす影響
5.免疫原性を考慮したバイオ/抗体医薬品の非臨床安全性試験
第3章　バイオ/抗体医薬品の臨床試験の留意点
第1節　早期段階における臨床試験のポイント　/1.早期段階臨床試験 /2.QT/QTｃの評価
第2節　後期臨床試験における注意点　/1.後期臨床試験とは
第4章　バイオ/抗体医薬品における申請資料作成と申請時の留意点
第1節　CTDの作成の留意点　/1.承認申請書 /2.品質に関する概括資料(QOS)/3. M3.2品質
第2節　CTD(非臨床)の作成の留意点　/1.薬理試験　/2.薬物動態試験　/3.毒性試験
第5章　バイオ/抗体医薬品における製造方法の構築
第1節　バイオ/抗体医薬品における製造方法の構築
1.抗体医薬品の製造プロセス /2.効率的なプロセス開発
第2節　治験薬製造における留意点
1.治験薬GMPと医薬品GMP /2.バイオ医薬品における治験薬製造の概要

3.スケールアップにおける留意点 /4.治験薬製造における留意点
5.Phase 1治験用原薬の製造における規格および試験法設定例
第6章バイオ/抗体医薬品におけるGMP対応および安定性評価
第1節バイオ(抗体)医薬品製造におけるGMPの要件
1.組織および従業員 /2.施設および機械設備 /3.製造 
4.精製工程のプロセスバリデーション /5.抗体医薬品の品質管理
第2節　治験薬GMP対応について
1.治験薬製造の原則 /2.品質マネージメント /3.建物および製造設備 /4.文書化 
5.製造作業 /6.逸脱管理 /7.変更管理 /8.品質管理 /9.出荷・返却・廃棄
第3節　抗体原薬製造工程における抗体品質および製造時の培養細胞安定性の留意点
1.抗体原薬製造工程におけるCHO細胞株の生存率により影響を受ける抗体品質の変化
2.製造時の培養細胞安定性
第7章　バイオ/抗体医薬品における分析法バリデーションについて
1.探索研究(前臨床試験)段階の解析対象抗体についての情報の重要性
2.純度の分子量分析法について /3.分子チャージと親水性分析について  
4.分子間相互作用解析法について
第8章　バイオ/抗体医薬品における構造解析
1.糖鎖修飾は構造解析の難易度を高める。/2.バイオ医薬品の糖鎖構造解析
3.抗体のX線結晶構造解析 /4.抗体のNMR解析
第9章　バイオ/抗体医薬品における構造設備のポイント
1.バイオ医薬品の製造設備 /2.生成のスケールアップおよび設計のポイント
3.バイオ医薬品施設の設計要点と施設設計上の考慮点
4.バイオ医薬品施設における構造設備の設計上の室圧に対する留意点
5.バイオ医薬品製造施設のレイアウト構築の留意点
6.バイオ医薬品用の構造設備はソフトとのバランスが重要
7.無菌医薬品製造に類似したバイオ医薬品製造施設設計上の重要な留意事項
第10章　バイオ/抗体医薬品における市販後調査の考え方
1.調査実施計画 /2.調査実施体制 /3.調査スケジュール /4.その他
第11章　バイオ/抗体医薬品における特許戦略
1.特許保護 /2.医薬品の独占権 /3.特許戦略
第12章　糖タンパク質医薬品生産における課題と展望
1.はじめに:バイオ医薬品と糖鎖 /2.生産系で留意すべき点:異種抗原
3.たんぱく質配列中に糖鎖付加が起こる可能性 /4.糖鎖によって変わるたんぱく質の機能
5.バイオ後続品における留意点
6.さいごに:後続型新薬「bio-innovative」開発戦略を考える。
第13章　バイオ/抗体医薬品の市場展望
1.バイオ医薬品とは /2.バイオ医薬品市場の現状 /3.バイオ医薬品市場の今後

山口　照英　(国)医薬品食品衛生研究所
赤真　秀人　エーザイ(株)
熊谷　雄治　北里大学東病院
村上大吉郎　(株)大気社
郭　　秀麗　パレクセル・インターナショナル(株)
福澤　時秀　GEヘルスケア・ジャパン(株)
岡村　元義　(株)ファーマトリエ
平林　　淳　(独)産業技術総合研究所
加藤　晃一　自然科学研究機構　
            岡崎統合バイオサイエンスセンター
矢木　宏和　名古屋市立大学

若松　久晃　ホスピーラ・ジャパン(株)
甲斐　修一　(株)シミックバイオリサーチセンター
金子　佳寛　中外製薬(株)
片山　政彦　エーザイ(株)
人見　英明　合同会社ヒトミライフサイエンス
竹田  英樹　(株)Medical Patent Research
新見　伸吾　(国)医薬品食品衛生研究所
荻原　琢男　高崎健康福祉大学
井戸田陽子  高崎健康福祉大学
小野寺博志
三木　崇生

バイオ/抗体医薬品の開発・製造プロセス
－開発・解析・毒性・臨床・申請・製造・特許・市場－

●発売 2010年11月　●収録日:2010年8月23日
●DVD2枚組、約190分 　※付録:講習会資料
●35,000円 + 税 /<Ⅰ><Ⅱ>同時購入　60,000円 + 税

＜講習会収録DVD＞

1.安全監測の基礎知識
　＊安全管理業務等の流れを把握し、手順書作成に
    必要な知識を整理・理解する
　   ・製造販売後の薬事関連法規概論
　   ・副作用報告制度と市販直後調査
　   ・GPMSPからの変遷
　   ・安全性評価（重篤性・新規性・因果関係）
2.GVP概論とモデル手順書
　＊GVP省令の制定意図を理解し、それを満たす
    ための手順書に必須な事項を検討する
　  ・管理・実施組織体制
　  ・三役の連携とGQPとの情報共有
　  ・監督官庁による遵守状況／適合性調査
      （チェックリストの活用）

3.手順書作成作業の実際
　＊モデル手順書を基に自社版GVP手順書（含委託
    業務手順書）を作成する際の留意点を医薬品
    （先発・後発）や医療機器のPMS業務の流れに
    沿って解説・検討する 
　  ・総則（総括、GQP等との連携） 
    ・GVP各論並びに必要書式
　  ・品責、製造販売に係る業務の責任者との相互
      の連携
　  ・委託業務手順
    ・その他の手順 

草間　承吉 先生

＜講演ポイント＞

★GVP省令を理解し、モデル手順書を基に自社の組織･体制に応じた手順書を如何に作り、
遵守するために如何に教育するか！

GVPのSOP作成法 <Ⅰ>

医薬品・医療機器・化粧品を含む医薬品等の安全管理業務を適切に実施するためのGVP手順書を、
自社の組織・体制にフィックスさせて実務遂行するうえで必要なポイントを理解し、モデル手順書
から如何に自社の手順書を作り上げていくかを検討する。
次いで、各実務における必須項目を満たした記録類を具体的な書式事例に基づく解説と、安全確保
のための記録類整備の留意点を理解する。
最後に、遵守体制を構築するために必要な教育訓練方法並びに教育対象を検討する。

-遵守しやすいSOPとSOPを使った教育訓練-

講師 PMSフォーラム 主宰
フェリング・ファーマ（株）研究開発部門　顧問 

■主経歴・活動等

外資系製薬会社(合計3社)に勤務。開発から製造販売後までの安全性監視業務を幅広く経験。

業界では製薬協PMS部会、東薬工医薬品安全性研究会、日薬連安全性委員会等を歴任。

＜収録内容＞

＜講習会収録DVD＞

★GPSP省令を理解し、モデル手順書を基に自社の組織･体制に応じた手順書を如何に作り、
遵守するために如何に教育するか！

GPSPのSOP作成法<Ⅱ>
-遵守しやすいSOPとSOPを使った教育訓練-

医薬品・医療機器等の製造販売後における調査試験等を適切に実施するために、GPSP遵守の業務
手順を、自社の組織・体制にフィックスさせて実務遂行するうえで必要なポイントを理解し、
モデル手順書から如何に自社の手順書を作り上げていくかを検討する。
医薬品／医療機器の再審査をはじめ、後発医薬品の適正使用情報収集のための使用成績調査等も
含め如何に進めていくかを具体的な事例に基づき理解する。
また、GPSP遵守の調査を実施するために必要な教育対象者別の教育訓練方法についての留意点を
理解する。

草間　承吉 先生

講師 PMSフォーラム 主宰
フェリング・ファーマ（株）研究開発部門　顧問 

■主経歴・活動等

外資系製薬会社(合計3社)に勤務。開発から製造販売後までの安全性監視業務を幅広く経験。

業界では製薬協PMS部会、東薬工医薬品安全性研究会、日薬連安全性委員会等を歴任。

＜講演ポイント＞

＜収録内容＞

1.製造販売後調査の基礎知識
　＊製造販売後調査等の流れを把握し、手順書作成
    に必要な知識を整理・理解する
　   ・製造販売後の薬事関連法規概論
　   ・再審査と再評価
　   ・GPMSPからの変遷
　   ・ガイドライン等の変遷（ICH E2E）

2.GPSP概論とモデル手順書
　＊GPSP省令の制定意図を理解し、それを満たす
    ための手順書に必須な事項を検討する
　  ・管理・実施組織体制
　  ・GVP体制との連携
　  ・PMDA(医薬品医療機器総合機構)の適合性調査
　　　チェックリスト

3.手順書作成作業の実際
　＊モデル手順書を基に自社版GPSP手順書を作成
    する際の留意点を医薬品（先発・後発）や医療
    機器のPMS業務の流れに沿って解説・検討する 
　  ・総則（製造三役との連携） 
    ・GPSP各論並びに必要な管理書式
　  ・調査等の委託
    ・その他の手順  
    ・承認申請資料等の移管 
    ・安全性定期報告
    ・再審査申請 
   

●発売 2010年11月　●収録日:2010年8月24日
●DVD2枚組、約210分 　※付録:講習会資料
●35,000円 + 税 /<Ⅰ><Ⅱ>同時購入　60,000円 + 税
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定価　　40,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
           198ページ
ISBN　  978-4-86502-032-8

◎薬事関連規制動向・GCPにおけるCSV対応・適合性調査のポイント
◎EDC対応及びeCTDの現状・製造販売後調査の電子化・ITインフラへの対応も解説！
◎既存システムのバリデートのポイントは何か(CSVの基本、回顧的バリデーション、文書不整備時の対応…等)

第1章　CSV関連規制の動向とポイント
1.GAMP
 1.1 ISPE/GAMPCOP/GAMPJapanForumについて/1.2 GAMPガイドの歴史と構成  
 1.3 GAMP5の概要/1.4 GAMP5の重要なコンセプト/1.5 GAMP4からGAMP5への重要な変更点
 1.6 GAMPJapanForumの動向
2.厚生労働省『コンピュータ化システム適正管理ガイドライン』
 2.1 発出の背景/2.2 構成/2.3 目的/2.4 適用範囲と適用方法/2.5 適用期間と実施作業
 2.6 リスクアセスメントアプローチ/2.7 カテゴリ分類と実施作業/2.8 適格性評価
3.EUGMPAnnex11Computerizedsystem
 3.1 Annex11の背景と経緯/3.2 Annex11の基本要件/3.3 用語集/3.4 Annex11のポイント
4.PIC/Sガイダンスの概要 /4.1 本ガイダンスの経緯と特徴/4.2 ガイダンスの構成/4.3 ガイダンスの概要
5.21CFRPart11
 5.1 Part11施行の経緯/5.2 適合時期の経緯/5.3 Part11概要/5.4 Part11への対応
 5.5 Part11対応における動向とポイント
6.厚労省ER/ES指針
 6.1 趣旨/6.2適用範囲/6.3 目的/6.4 電磁的記録を利用する要件の概要 
 6.5 電子署名を利用する要件の概要/6.6 厚労省ER/ES指針とPart11の違い
 6.7 厚労省ER/ES指針への対応の動向とポイント
第2章　臨床開発におけるコンピュータバリデーションの考え方
1.GCP領域における電子データフロー
 1.1 GCPとは何か/1.2 CRF(紙媒体)を使用した場合のデータフロー/1.3 eCRFを使用した場合のデータフロー
 1.4 CRF以外の方法で収集される臨床データのデータフロー
 1.5 データクリーニングから申請資料作成までのデータフロー
2.電子データの信頼性保証のポイント
 2.1 臨床のデータフローにおける電子データの信頼性保証
 2.2 電子データの信頼性保証とコンピュータシステムバリデーション
3.CSV-SOPの考え方
4.GCP適合性調査への対応 /4.1電子記録させ維持の留意点/4.2調査時の留意点
第3章　バリデーション状態の維持方法
1.変更管理 /1.1 システムライフサイクルと変更管理/1.2 変更管理実施手順/1.3 他管理作業との関連
2.教育訓練 /2.1 教育訓練計画の作成/2.2　教育訓練の記録

第4章　臨床開発におけるEDCの現状とポイント
1.EDCに関連した規制及び現状 /1.1 ER/ESガイドライン(指針)/1.2 GCP基準
2.EDCシステムの利用の留意点
 2.1 EDC立ち上げ時の留意点/2.2 EDC運用時の留意点/2.3 EDCの外部データ取り込み時の留意点
3.治験などへの適用のポイント 
 3.1 EDCシステムの選定/3.2 EDCシステムの立ち上げ時の関連手順書及びシステムバリデーション等
 3.3 EDCシステムの立ち上げの為の社内組織体制/3.4 EDCシステムの構築3.5 CRF以外のデータの特定
 3.6 EDCのUAT(受入れ試験)・社内検討会/3.7 EDCの運用
第5章　製造販売後調査の電子化における現状と対応
第6章　CSVに関するGCP適合性調査のポイント
1.GCP省令の変遷/2.GCP要件としてのCSV/3.GCP規制環境下でのCSV実施の方法
第7章　サプライヤ評価(ベンダー監査)に関する諸手続き
1.サプライヤ評価の意義/2.具体的手法/3.採用したサプライヤに対する定期的な再評価
4.サプライヤー監査のフロー
第8章　eCTDに関する最近の動向と留意点
1.eCTDの最近の動向
 1.1 日本の最近の動向/1.2 米国の最近の動向/1.3 欧州(EMEA)の最近の動向/1.4 その他地域の最近の動向
2.日本における運用状況
 2.1 eCTD形式で申請できる範囲/2.2 最近のeCTDに関連した通知・事務連絡
 2.3 eCTDの現状の課題/2.4 eCTD申請の適合性調査について
3.eCTDver.4.0(Next Major Version)
 3.1 eCTDver.4.0の概要/3.2 eCTDver.4.0で変わること/3.3 eCTDver.4.0でかわらにこと
 3.4 eCTDver.4.0導入にむけて
第9章　ITインフラストラクチャにおける適格性確認の考え方とその取組み
1.はじめに/2.ITインフラとそのクォリフィケーションの位置づけ
3.クォリフィケーション対象ITインフラ整備とそのレベル
4.ITインフラクォリフィケーションの取組み体制/5.ITインフラクォリフィケーション基準
6.ITインフラのリスクアセスメント/7.ITインフラクォリフィケーションマスタプラン
8.ITインフラ要求仕様書/9.ITインフラの設計と設計時適格性評価(DQ)
10.ITインフラの据付時適格性評価(IQ)・運転時適格性評価(OQ)
11.既設ITインフラ設備に対するクォリフィケーション/12.ITインフラの運用管理/13.おわりに
第10章　既存システムのバリデーとのアプローチ
1.バリデーションの基本的な考え方 /1.1 CSVとは/1.2 3つのバリデーションとは
2.回顧的バリデーションとは/3.回顧的バリデーションが必要となるケースとは
4.回顧的なバリデーション実施方法
 4.1 CSV適合度チェック/4.2 ＣＳＶ計画書作成/4.3 対応策実施/4.4 CSV報告書作成
5.回顧的バリデーション実施上の留意点
 5.1 文書整備状況が不十分な場合/5.2 ベンダー監査が未実施の場合
 5.3 アップデートされたシステムの場合/5.4 データの以降の経緯のあるシステムの場合

福士　勝彦　富士ゼロックス情報システム(株)
杉浦　明子　富士ゼロックス情報システム(株)
荻原　健一　(株)シー・キャスト　
若林　由美　中外製薬(株)　
杉本　隆之　(株)ソアズ
高木　敏光　(株)イービーエムズ

岩岡　貞樹　(株)シーエーシーエクシケア
内藤　理佳　(株)野村総合研究所
比留間良一　エーザイ(株)　
吉村　　健　ビュルガーコンサルティング(株)
山岸　幸満　ビュルガーコンサルティング(株)

臨床開発における電子化とＣＳＶ対応の留意点
～規制動向・電子化・ＩＴインフラ・適合性調査対応～

発刊　　2013年6月
定価　　55,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　325ページ
　　　　　付録ＣＤ付き
ISBN　  978-4-86502-022-9CSVのA to Z！

実務対応方法の解説からPIC/S加盟申請による影響、CSV社内教育についても説明！
付録CDにはオリジナル資料をはじめ、豊富な資料を収載！

1．コンピュータ利用と信頼性確保/1.1　ERES対応
2．ERES指針の概要
　2.1　ERES指針の対象品目/2.2　ERES指針の適用範囲/2.3　電磁的記録利用のための要件
  2.4　電子署名の利用/2.5　その他の要件
3．電子署名法の概要
  3.1　電子署名法における電子署名の定義/3.2　電磁的記録の真性な成立の推定
　3.3　クローズドシステムにおける考え方
4．CSVとは  /4.1　CSVの規制要件/4.2　CSVの基本形
5．CSV活動
　5.1　供給者評価と供給者選定/5.2　供給者監査/5.3　初期リスク評価/5.4　VPの内容/5.5　URSの内容
　5.6　FSの内容/5.7　DSの内容/5.8　詳細リスク評価/5.9　DQの内容/5.10　IQの内容/5.11　OQの内容
　5.12　PQの内容/5.13　VRの内容/5.14　バックアップ/リストア/5.15　アーカイブ/リトリーブ
　5.16　構成管理と変更管理/5.17　リスクマネジメント/5.18　CSVの参考書
6．CSV文書
　6.1　CSV文書一覧/6.2　バリデーション計画書（VP）/6.3　ユーザー要求仕様書（URS）
　6.4　機能仕様書（FS)/6.5　設計仕様書（DS）/6.6　DQ文書/6.7　IQ文書/6.8　OQ文書/6.9　PQ文書
  6.10　バリデーション報告書(VR)/6.11　トレーサビリティマトリクスの作成方法と活用
　6.12　テストスクリプトの形式例/6.13　構成管理表
7．GAMP5のポイント
　7.1　GAMP4とGAMP5/7.2　GAMP改定の意図/7.3　5つのキーコンセプト/7.4　仕様書とCSVアプローチ
　7.5　ソフトウェアカテゴリ分類/7.6　構成設定とランタイムパラメータ設定
　7.7　カテゴリごとのバリデーションアプローチ/7.8　GAMP5の読み方
8．バリデーションアプローチ
　8.1　バリデーションアプローチの決め方/8.2　バリデーションアプローチの例
　8.3　ラボ機器のバリデーションアプローチ
9．適正管理ガイドラインのポイント
　9.1　適正管理ガイドラインの概要と適用範囲/9.2　適正管理ガイドラインに関する推奨資料
  9.3　適正管理ガイドラインの目次/9.4　適正管理ガイドラインの読み方/9.5　各条の実務対応
  9.6　既設システムの適格性確認方法/9.7　設備・機器等に搭載されるコンピュータ
10．GMP適合性調査
　10.1　GMP調査の基本方針/10.2　GMP適合性調査時の確認事項/10.3　GMP適合性調査における確認方法
　10.4　当面の指導方針（大阪府）/10.5　今後の課題/10.6　治験薬GMPにおける適合性調査
11．FDAコンピュータ指摘

　11.1　FDA査察/11.2　対象規制/11.3　PART11の経緯/11.4　コンピュータ指摘の傾向
　11.5　PART11条文別コンピュータ指摘
12．EU-GMP Annex 11  /12.1　ANNEX11 の概要/12.2　ANNEX11 のポイント/12.3　EMA によるANNEX11 Q&A
13．PIC/S 加盟の影響
　13.1　PIC/S とは/13.2　PIC/S 加盟の必要性/13.3　PIC/S 加盟にあたっての課題
　13.4　GMP 基準の国際整合/13.5　PIC/S GMP ガイドライン活用の考え方/13.6　GMP 調査当局会議
  13.7　PIC/S 加盟に関する雑誌記事/13.8　PIC/S GMP ANNEX 11/13.9　PIC/S 査察官ガイダンス PI 011-3
　13.10　コンピュータ化システムへの影響と対応
14．事例研究
　14.1　カテゴリ3と4 のバリデーションアプローチ/14.2　PLC 組込機器/装置のバリデーションアプローチ
　14.3　スプレッドシートのバリデーション
  14.4　設備・機器等に搭載されるコンピュータのバリデーション/14.5　HPLC 電子記録の維持
　14.6　今後の事例
15．CSV 教育のポイント
　15.1　CSV 教育の基本方針/15.2　CSV スキルレベルの定義/15.3　CSV 教育/15.4　CSV 技術の継承

解説1 カテゴリー分類とバリデーションアプローチ オリジナル資料
解説2 スプレッドシートの管理とバリデーション オリジナル資料

付録1 ERES指針 厚労省 2005/4/1
付録2 コンピュータ化システム適正管理ガイドライン 厚労省 2010/10/21
付録3 適正管理ガイドライン質疑応答集（Q&A） 厚労省 2010/10/21
付録4 適正管理ガイドラインパブリックコメント回答 厚労省 2010/10/21

＜付録CDの目次＞
1．ERES 指針 厚労省 2005/4/1
2. コンピュータ化システム適正管理ガイドライン 厚労省 2010/10/21
3. 適正管理ガイドライン質疑応答集（Q&A） 厚労省 2010/10/21
4. 適正管理ガイドラインパブリックコメント回答 厚労省 2010/10/21
5. 適正管理ガイドライン コメント挿入版 オリジナル資料
6. ガイドライン施行後のGMP 調査について PMDA 2010/10/27
7. 大阪府のCSV 指導方針 大阪府 2012/2/29
8. 厚労省令44 号の解説-GMP 編 オリジナル資料
9. FDA Part 11 邦訳 オリジナル資料
10. FDA ガイダンス Scope & Application 邦訳 オリジナル資料
11. FDA コンピュータ指摘100 件 オリジナル資料
12. EU-GMP Annex 11 邦訳 オリジナル資料
13. EU-GMP Annex 11 のEMA によるQ&A 邦訳 オリジナル資料等

アズビル(株) ビルシステムカンパニー 

　　営業本部 営業3部 2グループ 望月 清 先生

コンピュータ化システムバリデーション実務解説
－入門からPIC/S 対応まで－
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発刊　　2013年3月
定価　　47,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
222ページ(本文45ページ +

テンプレート177ページ) + CD
ISBN　  978-4-86502-013-7GAMP5、適正ガイドラインに対応したコンピュータ化システムバリデーションの必須文書作成マニュアル！

15点以上のテンプレートＣＤ付き！(運用管理基準書、適格性評価計画書、バリデーション計画書／報告書…等）
コンピュータ化システム管理規定の各項目に記述すべき内容と整備すべき文書とは！

1.　整備すべき文書
2.　適用日までに整備すべき文書
 2.1　コンピュータ化システム管理規程
 (1)コンピュータ化システムの開発、検証及び運用管理に関する基本方針
 (2)開発業務、検証業務及び運用管理業務における責任体制と役割
 (3)開発業務、検証業務及び運用管理業務で作成すべき文書及びその管理方法
 (4)開発業務、化粧業務及び運用管理業務の業務完了の確認及び承認手続き
 2.2　運用管理基準書
 (1)運用に関する責任体制と役割  (2)コンピュータ化システムの操作　
 (3)保守点検管理　(4)セキュリティ管理 (5)バックアップ及びリストア
 (6)変更の管理 　(7)逸脱(システムトラブル)の管理 　(8)担当者の教育訓練
 (9)自己点検
3.　開発業務、検証業務、および管理業務の関連
4.　開発業務
 4.1　開発計画書
　(1)開発目的 (2)開発条件 (3)開発体制 (4)開発スケジュール
 4.2　要求仕様書
　(1)適用される法規制及び適用する規定等　(2)ハードウェアの概要   
　(3)要求機能　(4)データ 
　(5)インターフェース(関連設備及び他システム等)　(6)環境　
　(7)電源、接地等の設置条件
　4.3.1　カテゴリ分類
　4.3.2　製品品質に対するリスクアセスメント
　4.3.3　供給者アセスメント
5.　検証業務
 5.1　受入試験と検証業務

 5.2バリデーション計画書
　(1)目的 (2)システム概要 (3)責任体制と役割 
  (4)適用される法規制及び適用される規定等 (5)バリデーション方針
  (6)スケジュール (7)バリデーション実施時の変更・逸脱の管理に関する手順
 5.3　バリデーション報告書
　(1)目的 (2)参照文書 (3)適用範囲 (4)システム概要 (5)責任体制 (6)総合評価
 5.4　設計時適格性計画書
　(1)設計時適格性評価の対象となる文書名 (2)具体的な確認の方法
　(3)設計時適格性評価における判定基準 (4)スケジュール 
  (5)責任者及び担当者の氏名
　5.4.1　トレーサビリティマトリクス作成の手順
 5.5　設計時
 5.6　据付時適格性評価計画書
 5.7　ＩＱスクリプト
 5.8　据付時適格性評価報告書
 5.9　運転時適格性評価計画書
　(1)運転時適格性評価の対象となる文書名　
  (2)システムの運転環境における機能の確認方法
　(3)運転時適格性評価における判定基準　(4)スケジュール　
  (5)責任者及び担当者の氏名
 5.10　ＯＱスクリプト
 5.11　運転時適格性評価報告書
 5.12　性能適格性評価
　(1)性能適格性評価の対象となる文書名　
  (2)システム稼動時における機能及び性能の確認方法
　(3)性能的確性評価における判定基準　
  (4)スケジュール
　(5)責任者及び担当者の氏名
 5.13　ＰＱスクリプト
 5.14　性能適格性評価報告書
6.　運用管理業務

株式会社ソアズ　代表取締役

　                  杉本 隆之 先生

コンピュータ化システムバリデーション文書作成実務

発刊　　2012年2月
定価　　47,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー　
           297ページ　　
ISBN　  978-4-905545-27-9

100問以上のCSV実務に関する疑問・問題点を一挙解決！
教科書的な書籍では対応できない回答を発見する書籍！
疑問・問題点を共有化し、Q&A式で回答！

2012年4月施行、厚生労働省
「コンピュータ化システムバリデーション適正ガイドライン

運用時に直結する具体的な対応・改善点を回答！

＜疑問・問題点を共有化し、Q&A式で回答！＞
○ 自己点検の実施が求められていますが、自己点検という言葉が
   ピンときません。どのように取り組めば良いでしょうか。
○ CSVに関するガイダンス等の最新動向を知りたい
○ GAMP5ではGAMP4にはなかった付属資料S（特殊）が追加されてい  
   ますがどのような内容でしょうか。
○ CSVに無駄な工数をかけない方法とは？
○ CSVの管理規定とは何でしょうか？
　 また、なぜ必要なのでしょうか？
○ GAMP5発行にあたってのインパクトとはどのようなもの
   でしょうか？
○ Part11の見直しとなっている「ScopeandApplication」をわかり 
   やすく解説してください。
○ セキュリティ管理についてのアクセス権限の設定目安につい
   て、具体例を挙げて教えて欲しい

 上記のような疑問・問題点に対する回答を示します！

Q&A形式で回答（一部抜粋）
◎コンピュータ化する業務システムの要求事項をどのように文書化
すれば良いでしょうか？
【回答】
要求仕様書は、製造販売業者等の要求元がサプライヤに対してコン
ピュータ化システムに期待する要件を作成する文書です。
一般的にはコンピュータ化システムに要求する機能仕様が中心とな
るが、合わせて前提条件や必須な要件なのか否かを記載する場合も
あります。
（以下省略）

詳細項目は弊社HPまで　→　
http://www.johokiko.co.jp/publishing/BA120201.php　

コンピュータ化システムバリデーション　Q&A集

＜著　者＞  株式会社シー・キャスト　

                 代表　荻原　健一　氏

100問を超えるQ&A
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発刊　　2010年12月
定価　　66,000円 + 税
体裁　　B5判　458ページ
ISBN　  978-4-904080-66-5

★CSV全体の方向性と関連法規制を理解しよう！　　/　★GXP（GLP、GCP、GMP等）での対応含め、多数の事例に学ぶ！
○監修者より：CSVあるいはER/ESの取組は更にその重要性を増しています。これらの取組みに本書が十分にお役に立てると信じております。
　　　　　　　製薬企業の方はもちろん、サプライヤやエンジニアリング関係の方にもご利用頂ける内容にまとまっています。 

第1章　コンピュータ・バリデーション総論
第2章　日本におけるコンピュータ管理と厚労省新ガイドラインの目指すところ
1．「コンピュータ使用医薬品等製造所適正管理ガイドライン」の概要
2．厚労省「新コンピュータガイドライン」の概要
3．日本におけるCSVの取組みに関するアンケート調査とその結果
4．新ガイドライン案の発出とパブコメの募集 / 5．新ガイドラインとその解説
6．新ガイドラインとGAMP5との整合性
第3章　FDA査察に向けたコンピュータ化システムバリデーションの取組み
1．米国GMPとFDAにおけるバリデーションの定義 / 2．FDA査察の転換
 3．システム査察の概要　/4．CSV実施のポイント/5．バリデーション状態の維持
第4章　 EU対応のコンピュータ化システムバリデーション その概要と留意事項
1．EU対応のコンピュータ化システムバリデーションの歴史
2．EUにおけるコンピュータ化システムバリデーションのためのガイド
3．EU対応の現状 / 4．現在及び将来 / 5．CSVの将来 / 6．電子記録と電子署名（ER/ES）
7．欧州における改定案ANNEX11の電子記録・電子署名
 8．新ANNEX11ドラフト/9．参考資料
第5章　GAMP5の概要と新たな取組みの考え方
1．GAMP 5発行の背景 / 2．GAMP 5の重要なコンセプト / 3．GAMP 4からGAMP5へ
第6章　コンピュータバリデーション管理規定とその事例
1．コンピュータシステムバリデーション（CSV）管理規定の考え方/2．CSV管理規定の事例
第7章　非臨床試験におけるコンピュータバリデーションの取組み
1．非臨床試験におけるCSVの現状/2． GLP適合性調査におけるコンピュータシステムの調査
3．厚生労働省令ER/ES指針（薬食発第0401022号）とGLP
第8章　臨床開発におけるコンピュータバリデーションの取組み
  1．規制下でのシステム構築 /2．GCP領域のシステムとそのバリデーション
第9章　医療機器におけるコンピュータシステムバリデーション
 1．FDAと国際協調 /2．FDAのガイダンス / 3．FDAガイダンスGPSVの概要 

4．医療機器コンピュータにおけるバリデーション /5．FDAガイダンスの構造 
6．医療機器、付属品の場合の重大性レベル
7．市販前申請に提出すべき文書と重大性レベル / 8．医療機器に関する最近の動向その他
第10章　表計算ソフトにおけるコンピュータバリデーションの考え方
1．基本的考え方 / 2．バリデーション / 3．セキュリティ / 4．保存管理 / 5．バックアッ
プ・定期点検
第11章　コンピュータ化システムにおける監査とそのポイント
1．規制対象企業の責任 / 2．システム開発におけるサプライヤとの関わり
3．CSV活動へのサプライヤの関わり / 4．サプライヤに求める知識、経験
5．サプライヤへの業務委託範囲および役割分担/6．サプライヤ監査の実施事項成
7．実施における留意点、ポイント  /8．監査のフォロー / 9．実施すべき教育訓練
10．バリデーション状態の維持 / 11．サプライヤへの要望事項
第12章　日米欧GMP対応システム構築におけるエンジニアリング業務の進め方
 1．日米欧の三極GMP　2．ISPE GAMPガイド / 3．GEP（Good Engineering Practice） 
  4．三極GMP対応のコンピュータ化システム構築
第13章　コンピュータバリデーションの取組み事例
第1節　ERP対応のコンピュータバリデーション事例
第2節　MES製造管理システムにおけるコンピュータバリデーションとその事例
第3節　プロセス制御システムにおけるコンピュータバリデーションとその事例
第4節　PLCのCSVについて
第5節　PLCを含む設備付属システムの回顧的バリデーション 
第6節　GMP工場倉庫システムにおけるコンピュータバリデーション
第7節　HPLCを中心とした分析機器のコンピュータ化システムバリデーション
第8節　GCP業務支援パッケージにおけるコンピュータバリデーション
第14章　ＩＴインフラの管理とネットワーク クオリフィケーション
 1．ITインフラストラクチャの管理  /2．ネットワークとそのクオリフィケーションの位置
づけ
第15章　FDA Part11その内容と解釈  /1．FDA 21CFR Part 11 発行とその経緯
 2．Part 11の条文とその解説/2.1　PREAMBLEについて /3 ．Part 11 の条文構成とその内容
 4．新ガイダンス「Scope and Application」とその解釈/5．新ガイダンス「範囲と適用」と
今後の取組み
第16章　厚労省 ER/ES 指針の要件とその解釈  
 1．厚労省ER/ES指針の経過とその背景 /2．厚労省 ER/ES 指針までの道程 
 3．厚労省ER/ES指針の通知内容/4．厚労省 ER/ES 指針（案）に対する回答とその概要
 5．Part 11、厚労省 ER/ES 指針の比較と注意点
 6．ER/ES に対する取組みの進め方 /6.1　取組み体制の確立

コンピュータ化システムバリデーション
の最新動向と取組み事例

＜監修＞
荻原　健一　　(株)野村総合研究所 　

＜執筆者＞
村上大吉郎　　(株)大気社
杉本　隆之　　エーザイ(株)
藤田　雄一　　東洋エンジニアリング(株)
櫻井　國幸　　日揮(株)
阿部いくみ　　田辺三菱製薬(株)

若林　由美　　中外製薬(株)
細井　　一　　富山化学工業(株)
刑部  道博　　日揮(株)
谷口　　潤　　(株)日立製作所
久津間敏充　　(株)IHIプラントエンジニアリング
横井　昭彦　　ITエンジニアリング(株)
迫田龍之介　　興和(株)
荻本　浩三　　(株)島津製作所

発刊　　2016年4月
定価　　27,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー　
　　　　　168ページ
ISBN　  978-4-86502-108-0

★日本と欧米法規制の最新動向とその差異とは？
★中国、アジア、オセアニア等の最新動向とは？
★化粧品の容器包装に関わる日米欧法規制と実務ポイントとは？

第 1章　日本の食品包装法規制類
　1.1 食品包装材料の種類と使用割合
　1.2 食品衛生法　　
　1.3 業界自主基準
　1.4 PL（positive list）制度化に関する国の新方針と企業の対応
　1.5 海外品資材の留意点
　1.6 再生プラスチックに関するガイドライン（厚生労働省）
　1.7 日本のまとめと実務対応上のポイント 

第 2章　欧州連合（EU）の食品包装規制
　2.1 EU の概況
　2.2 EU の安全規格制定の仕組み
　2.3 EU の安全規格の対象
　2.4 プラスチックに関する EC 指令・規則
　2.5 プラスチックの安全規格
　2.6 EU 各国の安全規格
　2.7 印刷インキの規制の動き
　2.8 EU と欧州評議会
　2.9 ビスフェノール A の規制問題
　2.10 EU のまとめと実務対応上のポイント

第 3章　米国とカナダの食品包装規制
　3.1 米国の規制  　3.2 カナダ
　3.3 米国とカナダのまとめと実務対応上のポイント

第 4章　中国の食品包装規制
　4.1 担当部署   　4.2 食品安全法
　4.3 国家標準     4.4 樹脂の添加剤のポジティブリスト（PL）（GB9685-2008）
　4.5 新規物質の申請条件
　4.6 移行試験改正案

　4.7 食品安全法の改正案
　4.8 国内標準の改正案
　4.9 まとめと実務対応上のポイント

第 5章　アジア諸国の法規制
　5.1 韓国　　　　　5.2 台湾
　5.3 インド　　　　5.4 タイ
　5.5 ベトナム　　　5.6 インドネシア
　5.7 マレーシア　　5.8 フィリピン
　5.9 シンガポール　5.10 カンボジア
　5.11 ラオス　　　 5.12 ミャンマー 
　5.13 ブルネイ     5.14 ASEAN Food Safety Network （AFSN）
　5.15 スリランカ   5.16 ネパール
　5.17 バングラデシュ   5.18 まとめと実務対応上のポイント

第 6章　オセアニア・湾岸諸国・南米諸国・その他の国々
　6.1 オセアニア  　6.2 湾岸諸国  　6.3 南米南部共同市場諸国（メルコスール）
　6.4 ロシア      　6.5 イスラエル
　6.6 トルコ      　6.7 まとめと実務対応上のポイント

第 7章　国内外全体のまとめと企業の対応
　7.1 国内外の最新動向のまとめと実務対応上のポイント
　7.2 海外からの輸入資材の留意点
　7.3 輸出における留意点
　7.4 企業の対応と留意点
　7.5 最後に　－世界食品安全会議 2015 －
  
第 8章　化粧品の容器包装に関する日欧米の法規制と実務対応上のポイント
　8.1 化粧品に関する ISO と GMP
　8.2 化粧品規制協力国際会議（ICCR）
　8.3 日本の法規制
　8.4 米国の法規制
　8.5 欧州連合（EU）の規制
　8.6 日欧米の化粧品規制のまとめと実務対応上のポイント

食品包装及び化粧品包装に関わる

   国内外法規制の最新動向と実務対応上のポイント

西　秀樹　著
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処方情報をシステム管理しましょう！
研究職、研究管理・薬事・情報システム部門、システム開発企業の方、必読です！
化粧品処方情報を管理するための法律やルール、管理方法の考え方、処方や化粧品全成分リスト等の自動作成システム構築の際の必要知識…etc

第1章　化粧品処方情報管理システムの必要性 

　1. 配合成分や配合原料から該当する処方を検索

  2. 正確で素早い成分リストの作成  3. 情報の一元化と共有 

第2章　化粧品処方情報管理システムに求められる機能

第3章　委託開発の問題点

第4章　処方情報管理であって商品情報管理ではないことを再確認する 

第5章　データベースとは 

第6章　必要な情報の種類とヒモ付けの方法

　1. 処方管理に必要な情報の種類と関係性

  2. 処方、原料、成分の識別  

  3. 管理の基本となる主キーを何にするか

  4. 主キーを使ったデータ間のひも付けの例 

第7章　成分管理 

　1. 成分管理でよくある失敗

　 1.1 化粧品の成分表示名称の情報に旧種別許可成分名の項目を入れてしまう

　 1.2 化粧品の成分表示名称の情報に旧表示指定の項目を入れてしまう 

　 1.3 化粧品の成分表示名称とINCI との関係 

　 1.4 医薬部外品の申請成分名と医薬部外品の成分表示名称との関係

　2. 成分管理にみるシステム開発の要点 

　3. 化粧品の成分表示名称の管理 

　4. 医薬部外品の申請成分名の管理 

　5. 医薬部外品の成分表示名称の管理 

　6. INCI の管理 

　7. 中文名称

 第8章　原料管理 

　1. 基本情報

  2. 規制情報

  3. 配合成分情報

  4. キャリーオーバー成分

  5. プレミックス申請への対応

　6. 中間原料への対応 

第9章　処方管理

　1. 基本情報 

  2. 設計処方 

  3. 化粧品の全成分リスト

  4. 医薬部外品の申請処方   

  5. 医薬部外品の全成分リスト

  6. INCI リスト        

  7. 中文リスト        

  8. 規　格 

第10章　全成分リストの自動計算

　1. 化粧品の全成分リストの自動計算 

　　1.1 キャリーオーバー成分の調整   1.2 表示順位の調整   1.3 警告表示 

　2. 医薬部外品の申請処方

　　2.1 エアゾール申請への対応  2.2 プレミックス申請への対応 

    2.3 表示する配合量の桁数 

　3. 医薬部外品の全成分リスト 

　4. INCI リスト 

第11章　情報の一元化と共有 

　1. 情報の一元化    2. 情報の共有

第12章　処方情報管理システムを委託開発する際の注意点 

　1. コンパクトに考える

  2. システム開発会社に任せない 

有限会社久光工房　代表取締役　

～化粧品会社が考えておかなければならないこと～

化粧品処方情報管理システムの構築はなぜ失敗するのか

久光 一誠 先生
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★どこまで滅菌すべきか？滅菌による製品への影響は？
★各種滅菌法の基礎とバリデーションはどのように考えるべきか？
★バイオバーデン等の関連試験の実務に役立つ情報も満載！

1. 滅菌関連法規制
　1.1 医療機器の法令、規格基準　1.2 医薬品の法令、規格基準

2. 滅菌の理論的考察
　2.1 微生物について
　2.2 微生物の死滅と滅菌理論
　2.3 微生物の滅菌抵抗性と作用機序
　　2.3.1 エチレンオキサイド（EO）による影響
　　2.3.2 放射線による影響　　2.3.3 紫外線による影響

3. 滅菌の材料および成分への影響と対策
　3.1 放射線による高分子化合物の素材劣化
　　3.1.1 放射線による物性低下　3.1.2 放射線による照射臭
　　3.1.3 放射線による着色  　　3.1.4 高分子材料放射線劣化の原因

4. 滅菌法と滅菌バリデーション
　4.1 エチレンオキサイド（EO）滅菌
　　4.1.1 エチレンオキサイド滅菌方法の長所と短所
　　4.1.2 エチレンオキサイド滅菌の法規制と安全性の確保
　　4.1.3 製品設計　
　　4.1.4 滅菌条件の設定（工程開発） 4.1.5 滅菌剤としてのEOの特性
  　4.1.6 プロセス及び装置の特性　　 4.1.7 滅菌装置の特性
    4.1.8 製品の定義　　　　　　　　 4.1.9 プロセスの定義
　　4.1.10 BI（バイオロジカルインジケーター）とPCDについて
　　4.1.11 滅菌バリデーション　　 4.1.12 滅菌工程管理（日常）と出荷
　　4.1.13 プロセス有効性の維持　 4.1.14 変更管理
　　4.1.15 滅菌工程の見直し
　4.2 放射線滅菌
　　4.2.1 放射線滅菌の特徴　　　　4.2.2 照射装置の特性
　　4.2.3 放射線の生物効果　　　　4.2.4 医薬品の放射線滅菌事例
　　4.2.5 滅菌条件の設定　　　　　4.2.6 製品の定義

　　4.2.7 最大許容線量の設定　　　4.2.8 滅菌バリデーション
　　4.2.9 日常の滅菌工程管理　　　4.2.10 製品の出荷
　　4.2.11 プロセス有効性の維持　 4.2.12 変更管理
　　4.2.13 バリデーション計画書、報告書

5. 製品の無菌性保証と考え方
　5.1 滅菌保証と無菌性保証

6. 滅菌関連試験
　6.1 バイオバーデン測定
　　6.1.1 バイオバーデンとは
　　6.1.2 バイオバーデン測定の意義
　　6.1.3 バイオバーデン測定手順
　　6.1.4 回収バイオバーデンの培養（生菌数測定）
　　6.1.5 測定方法バリデーション
　　6.1.6 バイオバーデンの同定
　　6.1.7 バイオバーデンの抵抗性測定
　　6.1.8 バイオバーデンの日常管理（微生物管理）
　　6.1.9 バイオバーデン測定上の問題点
　6.2 バイオロジカルインジケーター(BI)の適用と評価
　　6.2.1 バイオロジカルインジケーターの調製
　　6.2.2 バイオロジカルインジケーターの抵抗性測定
　　6.2.3 バイオロジカルインジケーターの無菌試験
　6.3 エチレンオキサイド残留物測定
　6.4 環境モニタリングと環境管理（空中浮遊菌、落下菌、付着菌）
　　6.4.1 サンプリング装置及び測定方法
　　6.4.2 環境モニタリングによる環境微生物管理
　　6.4.3 微生物環境管理遵守事項のチェックポイント

7. バリデーション不適合時の対処方法
　7.1 エチレンオキサイド滅菌
　7.2 放射線滅菌

8. 滅菌困難な製品と対処法
　8.1 エチレンオキサイド滅菌製品
　8.2 放射線滅菌製品

＜エチレンオキサイド(EO)・放射線滅菌を中心とした＞

医療機器および医薬品の滅菌手法とバリデーションの基礎と実務のポイント
～滅菌理論から工程の設計、バリデーション、日常管理、および関連試験解説～

コンサルタント(滅菌、微生物管理、放射線改質)

山口　透 先生



▼▲ 医療機器・化粧・食品系

－ 33－

発刊　　2015年1月
定価　　42,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
           225ページ
ISBN　  978-4-86502-076-2

国内外における最新の医療機器ソフトウェアの規制対応ポイントが学べる！
医療機器ソフトウェアの日米欧の規制から設計開発プロセス、さらには市販許可申請にまで言及した医療機器ソフトウェア書籍の決定版！
日米欧の規制の違い、IEC62304およびGPSVに適合した医療機器ソフトウェア設計開発プロセス、リスクマネジメントプロセスの考え方…etc

1. 日米欧の医療機器ソフトウェアの規制概要 
　1.1 医療機器ソフトウェアの分類 
　1.2 日米欧の医療機器ソフトウェア規制の考え方 
　1.3 医療機器ソフトウェア規制の法的背景 
　1.4 医療機器ソフトウェアの設計開発に適用すべき規制要求事項 
　　1.4.1 欧州MDDの医療機器ソフトウェアの欧州整合規格 
　　1.4.2 米国FDAの医療機器ソフトウェアのガイダンス 
　　1.4.3 日本薬事法の医療機器ソフトウェアの規制要求事項 
2. 医療機器の設計開発プロセス 
　2.1 ISO13485及びQSR適合の医療機器の設計開発プロセス 
　　2.1.1 設計開発計画の策定 　
　　2.1.2 顧客要求仕様の策定 
　　2.1.3 設計インプット仕様の策定 
　　2.1.4 設計活動 
　　2.1.5 設計のアウトプット 　
　　2.1.6 設計検証 
　　2.1.7 設計移管 　　　　　　
　　2.1.8 設計の妥当性確認 
　　2.1.9 設計審査 　　　　　　
　　2.1.10 設計変更管理 
　　2.1.11 設計履歴ファイルDHF (Design History File) 
　　2.1.12 トレーサビリティマトリックス 　
　　2.1.13 臨床評価 
　　2.1.14 リスクマネジメント 
　2.2 設計開発プロセスにおけるリスクマネジメントプロセス 
　　2.2.1 標準的なリスク分析活動 
　　2.2.2 ISO14971のリスクマネジメントプロセス 
　　2.2.3 リスクマネジメントと臨床評価 
　2.3 医療機器の設計開発プロセス構築のポイント 
　　2.3.1 規制要求事項への適合性証拠 
　　2.3.2 手順書の作成が必須な設計開発プロセスのアクティビティ 

　　2.3.3 設計開発手順書の手順書化のポイント 
3. 医療機器ソフトウェアの設計開発プロセス 
　3.1 医療機器ソフトウェアの設計開発プロセスの構築のポイント 
　　3.1.1 医療機器ソフトウェアの設計開発プロセスと市販許可審査 
　　3.1.2 欧州整合規格／FDAガイダンスのQMS上の位置付け 
　　3.1.3 医療機器ソフトウェアの設計開発プロセスの手順書化のポイント
　　3.1.4 EN 62304 / GPSV / PEMSの実行タスクの決定 
　　3.1.5 医療機器ソフトウェアのリスクマネジメントプロセス 
　3.2 欧州整合規格／FDAガイダンスの個々の解説 
　　3.2.1 EN 62304 
　　3.2.2 GPSVガイダンス  　　
　　3.2.3 Pre-marketガイダンス 　　
　　3.2.4 OTSガイダンス 
　　3.2.5 Cyber securityガイダンス(2005) 
　　3.2.6 Cyber securityガイダンス（2014） 
　　3.2.7 EN 62366 
　　3.2.8 PEMS（EN60601-1箇条14) 
4. 欧米の医療機器ソフトウェアの市販許可申請 
　4.1 医療機器ソフトウェアのクラス分類と規制内容 
　4.2 市販許可申請にあたって留意すべきその他のガイダンス等 
　　4.2.1 欧州　/　4.2.2 米国 
　4.3 医療機器ソフトウェアを内蔵する医療機器の市販許可申請 
　　4.3.1 欧州MDD　/　4.3.2 米国FDA 
5. 日本の改正薬事法における医療機器ソフトウェアの規制 
　5.1 旧薬事法におけるスタンドアロン型医療機器ソフトウェアの規制内容 
　5.2 新法（医薬品医療機器等法）における医療機器ソフトウェアの規制内容 
　　　5.2.1 医療機器プログラムの法的整備 
　　　5.2.2 規制対象の医療機器プログラム 
　　　5.2.3 医療機器プログラムの一般的名称とクラス分類 
　　　5.2.4 医療機器プログラムの規制の概要 
　　　5.2.5 医療機器プログラムの市販許可申請と基本要件基準 
　　　5.2.6 医療機器プログラムの登録対象の製造所の範囲とQMS適合性調査 
　　　5.2.7 医療機器プログラムの販売業、貸与業、修理業の取扱い 
　　　5.2.8 医療機器プログラムの法定表示と添付文書の取扱い
　　　5.2.9 一般医療機器に相当する医療機器プログラムの標榜 
　　　5.2.10 法令、省令、告示、通知等のWebsite 

日米欧の医療機器及び医療機器ソフトウェアの
設計開発プロセスと市販許可申請の実践ノウハウ

香川大学　医学部　非常勤講師

　　　　　　　　　　　鴛田 栄二 先生

発刊　　2014年11月
定価　　35,000円 + 税
体裁　　B5判　ソフトカバー
　　　　　197ページ
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直接アンケートを実施し、集めた90問以上の問題点・疑問を丁寧に回答！
2013年3月発刊書籍　【＜新ガイダンス対応＞医療機器の生物学的安全性試験】書籍購入者には特別割引！詳しくはHPでご確認を！

第1章　医療機器GLPとその概要

第01問 GLPの必要性とは？ 

第02問 非臨床試験の考え方、進め方について業務上困っている 

第03問 本邦において医薬品GLPとは別に医療機器GLPが設けられている意義について

       教えて欲しい 

第04問 各国規制において、GLPに基づく試験が要求されているが、GLPが要求される

　　　 試験（GLPの守備範囲）を教えて欲しい

第05問 国際的なハーモナイズについてどのように考えているか? 

第06問 試験委託する際の実施機関の選択における注意点とは?　　　　　     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜他11問＞

第2章　生物学的安全性の考え方

第01問 医療機器の生物学的安全性試験に関する情報はどのように収集すればよいのか?

第02問 リスク分析について・・・リスクの考え方などを教えて欲しい

第03問 生物学的安全性試験のガイドラインとISOの記載の相違点について、

       どのように考えるべきか。また、整合を取る予定はあるか? 

第04問 リスクマネジメントプロセスにおいて、生物学的安全性評価を実施するかどうか、

       また実施する場合には開発工程のどのタイミングで評価を行うべきかを決定する

       場合の、判断材料について教えて欲しい 

第05問 生物学的評価をリスクマネジメントで実施した事例などはあるか?

第06問 弊社が扱っている歯科材料はほぼクラスⅡであるが、歯科材料にはどの程度、生物

       学的安全性の評価が要求されるのか?　                         

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜他7問＞

第3章　生物学的安全性試験

第01問 生体適合性のサンプル選定について（妥当性のある根拠）とは?

第02問 根管充填材のような歯科用医療機器は根尖周囲組織への評価をするため、根管充填

       使用模擬試験を実施するようになっているが、当方で調べた限りでは、日本で実施

       ができる試験機関がみつからなかった。

       この場合にはリスク分析（例えば他の組織での評価や他の試験で代用）により評価

       する事になるが、具体的にはどのようにすればよいだろうか?

第03問 体内埋め込み型（埋植期間は30日以上）の生分解性材料については、

       ISO10993-9や-16にて分解試験の試験計画を立て、毒性動態を確認が必須とされて

       いるが、具体的にはどのような試験で体内動態や生物学的安全性の評価を行えばよ

       いのかわからない。埋め込み型生分解性材料の生物学的安全性評価についての考え

       方を教えて欲しい

第04問 生体吸収性材料の生物学的安全性評価の注意点とは?

第05問 生物学的安全性評価の上位概念としてリスクマネジメントがありますが、吸収性材

       料について考察すべきリスクとは? 

第06問 結果が陽性だった場合=NGとするのではなく、どのような（考え方）リスクを検討

       したのか、実例が知りたい　                                      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜他48問＞

第4章　その他

第01問 半永久的に体内に留置するが安定であり、溶出物などの全身曝露が極めて低い医療

　　　 機器について、亜慢性あるいは慢性毒性試験実施の必要性は無いと考えてよいか?

第02問 どのような医療機器に亜慢性毒性試験が必要か? 　                   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜他8問＞

財団法人 日本食品分析センター 

多摩研究所 副所長 

　　　　　　獣医学博士 勝田 真一　先生

医療機器の生物学的安全性試験
Ｑ＆Ａ集
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ノウハウが網羅された類をみない書籍！
医療機器GLPの概要、試験委託者としての立場、責務、注意点、毒性学の基本的な考え方、ガイダンスに挙げられた各試験法の概要と解説！
ISO 10993シリーズなどの関連試験法との相違点、各試験法における試験結果の読み方、結果が陽性になった場合の対応、リスク評価の考え方等！

第1章 医療機器GLPとその概要
 1．GLPシステムとは
 2．医療機器GLPの適用
　　適用範囲、適用試験/医療機器GLPの被験物質/海外ラボの利用
    試験委託者(スポンサー)
 3. 医療機器GLPの職員及び組織
　　組織/運営管理者/試験責任者/信頼性保証部門
 4. 医療機器GLPの試験施設及び機器
    ハードウエアとソフトウエアの概要/施設・設備/機器
 5. 標準操作手順書(SOP)
 6. 被験物質の取り扱い
 7. 試験計画書、試験の実施及び報告
　　試験計画書/試験実施/最終報告書/資料の保存
 8. 医療機器GLPの調査

第2章 生物学的安全性の考え方
 1. 歴史的経緯
 2. リスク評価　/リスクとハザード/用量-反応関係
 3. 医療機器の生物学安全性試験の選択
  　試験を実施するまでに考えるべきこと/生物学的安全性試験の選択
 4. 試験試料の選択

第3章 生物学的安全性試験
 1. 試験の成り立ちと試験系
 2. 細胞毒性試験
 3. 感作性試験
 4. 遺伝毒性試験

 5. 埋植試験
 6. 刺激性試験
 7. 全身毒性試験
 8. 発熱性物質試験
 9. 血液適合性試験
    試験の目的/No.36ガイドラインからの変更点
　　ISO 10993シリーズなどの試験法との比較/試験方法の概要
　　結果の読み方と解釈/陽性となった場合に検討すべきこと
　　リスク評価の進め方

第4章 補足的な生物学的安全性試験
 1. 試験の必要性
 2. 慢性毒性試験
 3. 発がん性試験
 4. 生体内分解性試験
 5. トキシコキネティクス
 6. 免疫毒性
 7. 生殖/発生毒性

第5章 生物学的安全性評価に役立つ化学分析法
 1. 化学分析を用いたサポート
 2. 溶出物試験　/目的/分析法の概要/生物学的安全性評価への利用
 3. 高速液体クロマトグラフィー
 4. ガスクロマトグラフィー
 5. 赤外吸収分析
 6. 元素分析/分析の目的/分析の概要と利用
 7. 有機体(態)炭素分析
 8. 化学物質の構造解析

第6章 再生医療に関する医療機器の生物学的安全性
 1. 法規制
 2. 生物学的安全性の考え方

財団法人 日本食品分析センター 安全性試験部長 

　　　　　　　　獣医学博士　勝田　真一 先生
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官能評価試験の際にどのように計画し、評価すべきか？
官能評価用語の選択の際の留意点とは？ 実際のデータ解析の際にどのような知識が必要か？
各種の官能評価試験の事例(食品、化粧品、医薬品、香料、口臭、手触り、においと色…等)

第1章　官能評価の概要

 1.官能評価の定義と目的  2.官能評価の標準化への動き 3.官能評価の実験で大切なこと

 4.味わい方 5.パネル 6.パネル管理 7.ことば(評価用語) 8.試料の評価法 9.評価の妥当性

 10.マーケティングの知識と官能評価の学び

第2章　様々な官能評価手法の特徴とその選択

 1.分析評価型官能評価法と嗜好方官能評価法の違いについて 2.試験法について

 3.生理学的方法について

第3章　官能評価における被験者選択、管理について

 1.試験実施に影響する課題について 2.被験者の選出における集落化、層別という2つの考え方

 3.被験者の特性の違いによる評価試験への影響について 4.評価基準作りについて

 5.美白化粧料評価の為の被験者選択について

第4章　官能評価試験計画のポイント

 1.官能評価試験計画   2.官能評価試験の留意点

第5章　官能評価における評価用語選択と評価実施時の留意点

 1.官能評価のプロセス 2.評価用後の設計

 3.官能評価実施の留意点(バラツキを少なくするポイント)　　　　

第6章　官能データの分析・解析のポイント

 1.官能評価データ解析における統計用語および必要な知識 

 2.Excelを利用したデータの解析方法

第7章　品質管理と外観検査

 1.外観検査の課題と品質管理の役割  2.外観検査におけるバラツキの問題と対処

 3.外観検査院の教育・訓練　

第8章　官能評価と機器分析データの考え方

 第1節機器使用者の考え

  1.官能評価と機器分析それぞれの特徴 2.機器部分席データをとる目的

  3.官能評価と機器分析のデータを使う上での注意点 4.事例紹介

 第2節　機器メーカー編

  1.成分量と感覚量をつなげる検知閾値 2.においの強度を機器分析と合わせ込む

  3.においの質 4.検知閾値、弁別閾値を簡易に短時間で測定する方法の提案

第9章　マーケティングと官能評価の考え方と商品開発への応用

 1.マーケティングと食品品質(Eating Quality)　 2.マーケティングにおける官能評価

 3.商品開発への応用

第10章　官能評価の事例

 第1節　食品における官能評価の実施事例について

  1.食品の官能評価の特徴について　2.食品の官能評価とパネルの訓練(記述的評価法について)

  3.食品の官能評価と順序効果(シェッフェの一対比較法について)

  4.食品の官能評価と租借中の変化(ＴＩ法について)

 第2節　男性化粧品のフレグランス

  1.方法　2.結果・考察     

 第3節　香り評価における官能評価実施事例

  1.紅茶葉の種類別の官能評価　2.コーヒー豆の焙煎度違いの官能評価

 第4節　医薬品開発における官能評価

  1.官能評価の基礎(基準物質の味の強度の数値化)　2.薬物の苦味の評価　3.製剤の苦味の評価

 第5節　口臭における官能評価事例について

  1.背景　2.官能検査の具体的手法　 3.口臭データの解析　 4.考察

 第6節　手触りにおける官能評価の実施事例

  1.モノの手触りの評価方法　2.水の手触りの官能評価　3.皮膚の食感の官能評価

  4.化粧用スポンジの食感の官能評価　5.石けんで洗った皮膚の食感の官能評価

 第7節　においの感じ方に及ぼす色をになう材料と色の影響

  1.官能評価法の手順　2.官能評価の実際　3.においの感じ方に及ぼす色を担う材料と色の影響

第11章　官能評価における特許の現状と問題点

  1.特許出願での発明の技術的効果　2.特許での官能評価利用の状況　3.官能評価の問題点

  4.特許での官能評価使用の注意点　5.まとめ 

小塚　彦明　　食品評価技術研究所　
矢田　幸博　　花王(株)
久留戸真奈美　(株)エフシージー
　　　　　　　総合研究所
上田　玲子　　日本水産(株)
後藤　昌英　　カフェ ラヴニール
谷口　雄三　　谷口技術士事務所
跡部　昌彦　　ポッカサッポロフード&
　　　　　　　ビバレッジ(株)
喜多　純一　　(株)島津製作所
熊王　康宏　　静岡産業大学

高橋　伸彰　　森永製菓(株)
春原　吉美　　P&Gイノベーション合同会社
蜂須賀祥子　　小川香料(株)
岩田　基数　　大日本住友(株)
吉岡　昌美　　徳島大学大学院
日野出大輔　　徳島大学大学院
野々村美宗　　山形大学
牛腸ヒロミ　　実践女子大学
児島　　愛　　実践女子大学
小野　信夫　　特許業務法人　
　　　　　　　小野国際特許事務所 

実務における官能評価の留意点
～試験計画・パネル管理・用語選択・データ解析・事例～
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2012年時点の広告表現に関連する最新情報を記載！
薬事法・景品表示法・健康増進法・特定商品取引法等の規制や事例から見る広告表現の注意点も記載。
最近の薬事法含めた広告表示関連法規・制限範囲・指導事例を理解し、広告表現に悩まない 1冊

第1章　OTC医薬品等の広告規制
　1.OTC医薬品等の広告の特殊性  
　2.薬事法で言う医薬品広告とは? 　
　3.OTC医薬品等の広告規制の体系 　　
　4.OTC医薬品等の広告の具体的な留意点 　
　5.広告審査会 
　6.今後のOTC医薬品等の広告のあり方  

第2章　化粧品・薬用化粧品等の広告表示
　1.化粧品等の表示規制
　2.化粧品の必要表示事項
　3.化粧品の広告表示
　4.化粧品と適正広告基準
　5.化粧品と景品表示法
　6.化粧品の効能効果表現
　7.化粧品の海外広告規制

第3章　健康食品の表示について
　1.医薬品、保健機能食品、食品・健康食品
　2.健康増進法による誇大広告の禁止
　3.医薬品的な効能効果の注意が必要な表現例
　4.医薬品的な効能効果又は身体に影響を及ぼすような表現
　5.広告における製品の使用上の説明・注意事項の記載
　6.健康食品で使える表現例
　7.製品回収について

第4章　医療機器の表示・広告規制
　1. 医療機器の表示規制　2. 医療機器の添付文書　3．広告規制　
　4. 未承認医療機器の情報提供

第5章　各媒体における広告表現の規制と留意点について
　第1節　通信販売における表示上のルールおよび関連法
　1.医薬品・健康食品・化粧品の分類  2.薬事法　3.特定商取引法 
　4.景品表示法  5.個人情報保護法  6.特定電子メール法
　第2節　販売店頭での広告・POP表現等の法規制
　1.店頭販促物とは
　2.景品表示法とは
　3.不実証広告規制 
　4.注意すべき表示
　5.景品類の定義
　6.景品規制の概要

第6章　効果的な広告戦略と広告表現
　1.広告の分類 
　2.広告戦略の基本 
　3.広告関連の法規とルール
　4.効果的な広告表現の作り方：化粧品編
　5.アンチエイジングに関する表現について
　6.「適正広告ガイドライン」
　7.効果的な広告表現の作り方：いわゆる健康食品編
　8.インターネット広告における注意点
　9.｢いわゆる健康食品」広告でよくある質問

第7章　広告・宣伝制作における著作権実務と注意点 
　1.著作権の基礎知識
　2.著作権と著作物の利用
　3.著作権処理の実務作業
　4.著作権のトラブル 

第8章　広告表示における事例と表現上の留意点

室伏　義之　セルフメディケーション・　　
　　　　　　データベースセンター
増田　和久　(株)カネボウ化粧品
藤田　忠男　(有)分子
石黒　克典　(株)ジェイ・エム・エス
朝賀　康義　(株)ダイレクトマーケティング
　　　　　　　　グループ
中野  啓子　(株)ビューティラボ

吉野　りか　(株)ホリスティックミル
伊藤  　勝　(株)ナレッジワイヤ
広告コンサルタント
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皮膚表面の実際の測定写真をふまえ解説！
研究・開発現場における皮膚計測手法を解説し、臨床の現場における医師の皮膚観察・診断・評価の実際も掲載！
シワ,たるみ,ハリ・柔軟性,皮膚色,皮脂量,皮膚水分量,皮膚バリア機能,美白,アトピー,白癬,炎症等…

第1章　各皮膚測定・評価における使用機器の選定・測定手法・使用上の注意点

 第1節 シワの測定・評価法

　　1.シワの発生機構について /2.直接測定法によるシワの計測について

　　3.間接法によるシワの計測法について 

    4.現行シワ計測法の課題と今後

 第2節 たるみの測定・評価

　　1.たるみの原因と評価へのアプローチ /2.顔の形状評価

　　3.皮膚の粘弾性測定 /4.外力に対する皮膚位相変化による評価

 第3節 皮膚色の測定・評価

　　1.皮膚色の定量 /2.皮膚色を測る機器 /3.メラニン・紅斑を計測する

　　4.各機器を用いた測定例 /5.画像解析を用いた下眼瞼の“くま”評価

　　6.皮膚色計測で考慮すべき点

 第4節 皮膚の血流測定・評価

　　1.血流計測機器 /2.熱拡散法（交叉熱電対式組織血流計）

　　3.レーザードップラー法　

 第5節 皮脂量の測定・評価

　　1.皮脂について /2.皮脂量測定 /3.尋常性ざ瘡外用治療の有用性評価

 第6節 皮膚水分量の測定および保湿剤の評価

　　1.業界の現状 /2.保湿剤評価のための計測機器

　　3.コンダクタンスと角層水分含量 /4.測定における注意点 /5.測定例

 第7節 角層の機能および皮膚バリア機能の評価

　　1.角層の機能 /2.角層の構造 /3.角層からの水分蒸散の測定

　　4.皮膚バリア機能の評価

　　5.実験的皮膚バリア機能低下モデルでの有効成分の評価法例

 第8節 皮膚のハリ・柔軟性( 粘弾性)・弾力性の測定・評価

　　1.皮膚の物理特性の測定について(Physical Properties)

　　2.皮膚の柔軟性、弾力性について /3.真皮の物理特性について

　　4.一般的に用いられる皮膚物理特性測定器 /5.ハリ、柔らかさの評価 

 第9節 皮膚厚、表皮厚、角層厚の測定・評価および皮膚内部の断層像の測定

　　1.皮膚の厚さ調査について

 第10節 角層細胞間脂質の測定

　　1.角層細胞間脂質の構成成分に関する知見 /2.角層の表面形状観察

　　3.角層細胞間脂質のラメラ構造の解析

　　4.分光学的手法による細胞間脂質の測定

　　5.角層細胞間脂質モデルの新規構築法の開発

 第11節　美白における有用性の測定・評価

    1.皮膚の色のなりたち /2.美白評価方法

第2章　臨床現場における診断時の測定・評価手法

 第1節 アトピー性皮膚炎患者の年代別特徴～診断と治療～

    1.診断、重症度把握/2.治療の原則

 第2節 白癬における皮膚状態の測定・評価

    1.白癬とは /2.発症、悪化の原因や誘因 /3.臨床症状

    4.鑑別疾患/5.診断のための検査 /6.治療 /7.予防 

 第3節 臨床現場におけるかゆみの診断時の測定・評価手法

 第4節 炎症の評価

    1.アレルギー性接触皮膚炎 /2.薬疹 /3.尋常性乾癬

矢田  幸博　花王(株)
山村  達郎　(株)ノエビア
鳥居　宏右　(株)ノエビア
大島　  宏　ポーラ化成工業(株)
塚田　弘行　A.C.Eビューティーサイエンス
　　　　　　　　　　　　　　　　　研究所
白髭　由恵　香川大学医学部附属病院　
宗廣明日香　香川大学医学部附属病院
窪田　泰夫　香川大学医学部附属病院
村上　有美　常盤薬品工業(株)

松中　  浩　常盤薬品工業(株)
曽根　俊郎　(株)ヤクルト本社
前田　憲寿　東京工科大学
宮本久喜三　P&G イノベーション合同会社
小幡　誉子　星薬科大学
秋本眞喜雄　東京工科大学
関東　裕美　東邦大学
加藤　卓朗　済生会川口総合病院
竹内　  聡　九州大学
中田土起丈　昭和大学横浜市北部病院

　　　皮膚測定・評価手法集
～使用機器の選定・測定・評価と臨床現場での診断の実際～　



出版物　一覧
書籍タイトル 発刊年日 ＜詳解＞無機材料 合成・探索法 2014年7月

セルロースナノファイバー～実用化に向けた製造・複合化・評価技術～ 2018年2月 医療・ヘルスケア分野向けエレクトロニクス技術の最新展開～ 2014年6月

製造現場・工場におけるIoTの利用と可能性 2018年1月 微生物試験管理および関連対応 2014年6月

医療機器QMS対応における注意点 2017年12月 GDP徹底理解 2014年5月

機械学習・人工知能　業務活用の手引き　～導入の判断・具体的応用とその運用設計事例集～ 2017年11月 生体適合材料・医療用プラスチック～材料の設計・開発から成形加工まで～ 2014年4月

高分子添加剤（安定剤）　―劣化・安定化メカニズムから、実践的な配合事例・トラブル対策まで― 2017年11月 次世代自動車技術とシェール革命 2014年3月

〈創薬・臨床・薬物動態実務試験のための〉LC-MS/MS定量分析の基礎 2017年11月 植物工場経営の重要課題と対策 2014年3月

塗料・塗装・乾燥・分析評価・トラブル対策からみる塗膜をよくするテクニック 2017年9月 日本を中心としたＧＭＰ解説書 2014年3月

GCPシステム監査 -システム監査の基礎と実践、ベンダー選定とオーディットへの応用- 2017年9月 薬物動態・臨床効果、副作用リスク因子の予測技術の実務への応用 2014年3月

リチウムイオン二次電池　～高容量化・特性改善に向けた部材設計アプローチと評価手法～ 2017年8月 樹脂材料の高耐熱化と設計・開発技術 2013年12月

医薬品GMP監査員必携 2017年8月 in-situ測定/その場観察 実例集 2013年12月

データインテグリティの要件と解説 2017年8月 治験薬管理における実務対応～治験薬管理・割付・保管・配送・製造・委託～ 2013年12月

医薬品GMPにおける製品品質照査 2017年7月 試験検査室管理　Q&A集 2013年11月

ディスプレイ・照明・バイオ応用から太陽電池まで　量子ドット材料の技術と応用展開 2017年6月 甘草（カンゾウ）の栽培法 2013年10月

GMP文書(基準書、手順書等)の作成 2017年6月 ワクチン開発における最新動向 2013年10月

人工知能（AI）関連技術の法的実務の課題と対応の方向性 2017年6月 再生可能エネルギー発電設備の小型･産業用途を中心とした導入・運用展開 2013年9月

抗菌・防カビ・抗ウイルスの基礎から製品応用 2017年5月 バリデーション全集　－基礎～実務まで－ 2013年9月

欧米主要国の保険・薬価制度の徹底理解（2017年版） 2017年5月 次世代自動車、EV/HEV 対応 省エネ「熱」マネージメント 2013年8月

粉砕の実務 2017年3月 PIC/S GMP Q&A 2013年8月

製品開発のための生体情報の計測手法と活用ノウハウ 2017年3月 微細藻類の大量生産・事業化に向けた培養技術 2013年6月

2017年 医薬品における倉庫および輸送の品質管理の実務 2017年3月 陸上養殖  事業化･流通に向けた販売戦略・管理技術・飼育実例 2013年6月

超親水・超撥水化のメカニズムと品質向上 2017年2月 臨床開発における電子化とCSV対応の留意点 2013年6月

失敗から学ぶ、人工光型植物工場の栽培管理ノウハウ 2017年1月 共感を呼ぶ商品づくりのための 『感性価値』の開発 2013年6月

医薬品の製造販売業者における製造業者等の監査の基礎 2017年1月 超小型EV最新動向 2013年5月

二軸押出機による押出混練技術 2016年12月 コンピュータ化システムバリデーション実務解説 －入門からPIC/S 対応まで－ 2013年5月

治験薬の品質管理の基礎と実務 2016年12月 医薬品倉庫管理と物流・輸送品質の留意点 ～GDP、PIC/S GMP、GMP適合性調査をふまえた～ 2013年5月

メディカルライティングに役立つ臨床試験関連用語集 2016年12月 製薬用水とその管理 2013年4月

ウェアラブルセンシング最新動向 2016年11月 人工光合成　実用化に向けた最新技術 2013年3月

ＵＶ硬化　気になるポイント徹底理解！ 2016年9月 実務における官能評価の留意点　～試験計画・パネル管理・用語選択・データ解析・事例～ 2013年3月

基礎からの統計学　【改訂増補版】 2016年9月 コンピュータ化システムバリデーション文書作成実務 2013年3月

細胞培養の基礎知識と細胞培養基材の利用・開発の留意点 2016年9月 ＜新ガイダンス対応＞ 医療機器の生物学的安全性試験 2013年3月

人工知能・機械学習・ディープラーニング関連技術とその活用 2016年6月 PET樹脂のフィルム特性およびPETボトル製造法・適用例 2013年2月

医薬品の承認申請電子データ提出とCDISC標準 2016年6月 熱伝導性フィラーと高放熱複合材料技術、およびその応用化事例 2013年2月

凍結乾燥の基礎と実務への応用 2016年6月 グローバルGMPへの対応と品質保証 2013年2月

他社に競り勝つ！本当に強い特許実務対応 2016年5月 メガソーラー 事業戦略～導入・参入に向けた課題から要素技術・運用事例まで～ 2012年12月

各国の食品用器具・容器包装材料規制　改訂増補版 2016年4月 無菌医薬品製造におけるGMP関連規制とバリデーション対応実務 2012年12月

食品包装及び化粧品包装に関わる国内外法規制の最新動向と実務対応上のポイント 2016年4月 英文メディカルライティング　～医薬英文の書き方と要点整理～ 2012年12月

ハイバリアフィルムと高機能化技術 2016年3月 透明導電膜有力材料の実力と各種プロセス技術、実用・製品化 2012年11月

ＣＦＲＰ　～製品応用・実用化に向けた技術と実際～ 2016年3月 欧州化学物質法規制ガイドブック～REACH/CLP/関連欧州法規制～ 2012年11月

化審法申請の実務 2016年3月 中国製造所への医薬品製造委託・監査・ﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ実施および海外からの輸入・調達時のﾎﾟｲﾝﾄ 2012年11月

機能性植物が秘めるビジネスチャンス 2016年3月 洗浄バリデーション　-日米欧3極における対応・関連設備対応・実務ポイント・書類作成事例・Q&A- 2012年11月

医療機器および医薬品の滅菌手法とバリデーションの基礎と実務のポイント 2016年3月 接着耐久性の向上と評価 2012年9月

知財戦略の策定手順 2016年2月 ＜2012年度版＞医薬品・医療機器・化粧品・健康食品の広告表示規制 2012年9月

ナノ粒子の表面修飾と分析評価 2016年1月 ナノインプリント/ナノ加工技術とオプトテクノロジー 2012年8月

完全人工光型植物工場の栽培マニュアル 2016年1月 ＜2012年改正ガイドラインをふまえた＞ 生物学的同等性試験 2012年8月

完全人工光型植物工場の管理マニュアル 2016年1月 アジア・太平洋地域における化学物質規制とその対応 2012年7月

完全人工光型植物工場の頑健性 2016年1月 RIETAN‐FPで学ぶリートベルト解析 2012年7月

アグリビジネス新規参入の判断と手引き 2016年1月 微粒子安定化エマルションおよびフォーム 2012年7月

薬機法と医療機器開発 2015年12月 英文SDS入門作成と読解 2012年6月

6000人に教えた　図解レオロジー入門 2015年11月 「プラスチック加飾技術」の最近の技術動向と今後の展開 2012年6月

今後の超高齢化社会に求められる 生活支援（医療・福祉・介護・リハビリ）ロボット技術 2015年10月 バイオ/抗体医薬品の開発・製造プロセス 2012年6月

クリーンルームだけに頼らない本当のクリーン化技術 2015年10月 ＜グローバル対応をふまえた＞ GxP内部監査・自己点検実務資料集 2012年5月

医薬品包装・医療機器包装に関わる日欧米三極法規制の最新動向と実務対応上のポイント 2015年10月 植物工場のビジネス戦略および商用化に向けた最新事例 2012年4月

経皮吸収型製剤開発における基礎と実務への応用 2015年9月 第一原理計算　～構造最適化に向けた 材料・デバイス別 事例集～ 2012年3月

サプライヤ管理手法 ～主にGQP,GMPに基づく製造業者の監査について～ 2015年8月 拒絶理由通知への対応－基礎・対応事例・国内外比較－ 2012年3月

エマルションの科学と実用乳化系の特性コントロール技術 2015年7月 材料技術と製造プロセスタッチパネル開発の最前線 2012年2月

化粧品処方情報管理システムの構築はなぜ失敗するのか 2015年6月 高分子材料の外観不良の原因分析と対策 2012年2月

炭素繊維およびCFRP／CFRTPの特性と製造・開発動向 2015年5月 ＜3極対応＞ 微生物試験法の留意点および微生物管理 2012年2月

翻訳資料集　WHO GMP（2014） 2015年5月 コンピュータ化システムバリデーション　Q&A集 2012年2月

改訂第2版　エンドトキシン試験 2015年5月 燃料電池要素技術触媒・電解質膜・ＭＥＡとその低コスト・高信頼・高機能化 2011年12月

改定増補版 撹拌槽の操作・設計のための計算法と実験法 2015年4月 韓国の医療機器法令集（改訂版）　＜翻訳資料集＞ 2011年12月

Manual for Importation of Hazardous Substances for Thailand Department of Industrial Works,Ministry of Industry 2015年3月 韓国の医療用ソフトウェアに関するガイドライン　＜翻訳資料集＞ 2011年12月

マイクロバブル（ファインバブル）のメカニズム・特性制御と実際応用のポイント 2015年3月 有機デバイス・材料の耐久性向上 および 長寿命化技術　　 2011年12月

再生医療規制の動向と製品開発および産業化の注意点 2015年3月 ＜翻訳資料集＞　改正REACH規則に対応したSDS編纂の手引き 2011年10月

日米欧の医療機器及び医療機器ｿﾌﾄｳｪｱの設計開発ﾌﾟﾛｾｽと市販許可申請の実践ﾉｳﾊｳ 2015年1月 皮膚測定・評価手法集－使用機器の選定・評価と臨床現場での診断の実際－ 2011年9月

熱電変換材料 実用・活用を目指した設計と開発 2014年12月 レジストプロセスの最適化テクニック 2011年9月

医薬品開発における生体試料薬物濃度分析手法 2014年12月 ＜3極への対応＞ 試験検査室管理実践資料集 2011年8月

医療機器の生物学的安全性試験　Q&A集 2014年11月 工場勤務者のためのＧＭＰ 2011年8月

プラスチックの割れ（クラック）・破壊トラブルと対応・解析技術 2014年10月 【2011年度版】　中国化学物質規制 対応マニュアル 2011年7月

XAFS/EELSによる局所構造解析・状態分析技術 2014年9月 ＥＶ/ＨＥＶ用電池と周辺機器・給電システムの最適化・高効率化技術 2011年6月

粒子分散技術の基礎と実務 2014年9月 ＜医療用＞マイクロニードル技術動向および応用展開 2011年6月

＜2014年度版＞バイオ後続品/バイオシミラー医薬品～改訂版～ 2014年8月 ＜翻訳資料集＞CLP規則（Regulation (EC) No 1272/2008）に対応した表示と包装の手引き 2011年5月

フレームワークで読み解く「研究所運営・改革」 2014年8月



書籍タイトル 発刊年日 <ディスプレイ用・種類別>光学フィルム最新動向～要求特性と製造・評価技術～ 2006年9月

＜最新＞ＰＩＣ／Ｓ動向およびＧＭＰガイドの理解と査察対応 2011年5月 化粧品大全～各工程における留意点・ノウハウ集～ 2006年7月

有機半導体の物性の評価と理論およびデバイス応用 2011年4月 最新レジスト材料ハンドブック～材料特性・設計と制御・トラブルと対策～ 2005年9月

プラズモン基礎理解の徹底と応用展開～実用化への要求仕様と課題／解決策検討～ 2011年4月 光学薄膜の製造･評価と製品別最新動向 2005年7月

塗膜･レジスト膜の乾燥･付着技術とトラブル対策 2011年3月 カラーフィルタ最新技術動向～構成材料・製造・評価・海外動向～ 2005年5月

量産現場のための鉛フリー実装トラブル対策ハンドブック 2011年3月 （溶解度パラメータ）　ＳＰ値　基礎･応用と計算方法 2005年3月

薬物動態研究におけるＬＣ/ＭＳ/ＭＳ定量入門 2011年3月 ＬＥＤ最新技術動向～性能向上・課題解決集～ 2005年3月

微粒子の分散･凝集メカニズムとその評価 2011年2月

医薬マーケティング　”ザ・ガイダンス－The Guidance of Strategic Pharma-Marketing － 2011年2月

医薬品開発のための日本語メディカルライティング 2011年2月

フェノール樹脂及び誘導体の合成・制御と用途展開 2011年1月

PEDOTの特性・合成手法とデバイス応用 2011年1月

コンピュータ化システムバリデーションの最新動向と取組み事例 2010年12月

濾過プロセスの最適選定と効率改善 2010年10月

仕事関数/イオン化ポテンシャルの計測・評価と制御・利用 事例集 2010年9月 ＤＶＤ(講習会収録)
原薬輸入・海外調達における課題/薬事規制への対応 2010年8月 商品タイトル 発刊年日

薬物性QT延長症候群 -基礎、ガイドライン、臨床、測定・評価、事例- 2010年7月 ＜EU GMP改訂動向、PIC/S GMPを踏まえた＞ GDP対応におけるポイント 2015年10月

EV・HEV車に向けた材料・部品の放熱・冷却・耐熱技術 2010年6月 <高木肇先生のGMP入門シリーズ>GMP入門シリーズセミナー 2013年10月

パテントマップ作成・活用ガイド ～特許情報/技術情報の収集・加工・解析ノウハウ 2010年5月 レオロジーなんかこわくない！(DVD)～数式のないレオロジー入門～(2011)　　 2011年10月

開発現場で役立つ信頼性試験・管理・設計手法 2010年5月 工場勤務者のためのやさしいGMP入門４　 2011年5月

リチウムイオン二次電池の電極・電池材料開発と展望 2010年4月 GVPのSOP作成法 <Ⅰ> 2010年11月

フレキシブルプリント基板(FPC)の要求特性と最新動向 2010年3月 GＰＳＰのSOP作成法<Ⅱ> 2010年11月

マイクロリアクタによるプロセス革新と環境負荷低減 2010年3月 【GMP入門講座】 新任者のためのGMP基礎 2010年6月

太陽電池と部材の開発・製造技術 2010年3月 生物学的同等性試験実施における留意点 2010年5月

＜環境と資源から見る＞フッ素技術～固定化･リサイクル･規制～ 2010年2月 用語で学ぶGMP 2010年4月

＜実務担当者のアンケートを集めた＞分析法バリデーションQ&A集 2010年2月 新人でもわかる！基礎からの 実用電子回路入門 2010年4月

各種透明フレキシブル基板材料の開発・特性と高性能化 2010年1月 乾燥ノウハウ 2010年2月

高分子のプラズマ表面処理－実践のための方法とテクニック－ 2010年1月 GCP入門 2009年12月

＜2010年度版＞バイオ後続品/バイオシミラー医薬品 2010年1月 ＜工場勤務者のための＞やさしいGMP入門 II 2009年11月

微粒子・ナノ粒子　分散系におけるレオロジー＜挙動・測定・評価・コントロール＞ 2009年12月 製薬用水管理における必須法規 2009年10月

よりよい薬の開発を知るために－GCPの１、２、３－ 2009年12月 クリーンルーム作業者が知っておくべき必須知識と日常作業・管理上の留意点 2009年8月

事例・トラブル解決から理解する製剤・原薬合成別　スケールアップ 2009年12月 表面・界面の分析技術と表面状態の評価法 2009年8月

＜探索・非臨床・臨床別＞薬物動態試験 実践資料集 2009年11月 FDA入門　米国医薬品開発、FDA申請の実務、IND～NDAまでの手順、EU申請の特徴 2009年6月

【国内外対応】プラスチック包装材料規制と製品開発最前線 2009年10月 13のジャンルメニューによるGMP入門講座　(13巻セット) 2009年3月

塗料・インクにおける溶液物性の基礎とその制御・評価 2009年9月 ＜医薬品関係者のための＞QA（品質保証）入門 2008年10月

＜市場動向・製造開発・バイオシミラーも含めた＞最新ジェネリック医薬品戦略 2009年8月 GMP担当者・指導者養成講座第3回＜上級コース＞ 2008年3月

樹脂の水系化/水性化技術～実製品での問題点改善と要求品質の確保～ 2009年6月 GMP担当者・指導者養成講座第2回＜中級コース＞ 2008年3月

化学反応型樹脂(UV硬化･熱硬化･湿気硬化)の硬化率測定とその実践 2009年5月 ＜工場勤務者を対象とした＞やさしいGMP入門講座 2007年8月

ポリウレタン 最新開発動向～分子設計・配合処方から物理・化学的性質の制御まで～ 2009年5月 化粧品メーカーにおける最近の委受託への取り組みと受託メーカーへの要望 2007年6月

印刷最適化／高品質化のための＜最新＞ スクリーン印刷 利用技術 2009年5月 ＧＭＰ担当者・指導者養成講座－第1回＜入門コース＞ 2006年10月

【粘着剤／テープ／フィルム】粘着・剥離のメカニズムと各種用途における性能コントロール 2009年3月 分析法バリデーション入門 2005年7月

＜分野/材料別＞造粒事例と頻出Q＆A集 2009年3月 特許明細書作成のポイントとそのノウハウ 2005年6月

韓国　改正薬事法・薬事法施行令・薬事法施行規則（2009年版） 2009年3月 ＜2日間速習＞はじめてのＧＱＰ 2004年12月

最新太陽電池技術の徹底検証・今後の展開 2008年11月 臨床薬理学　＜入門＞ 2004年12月

LED革新のための最新技術と展望 2008年11月 ＜初級より一歩進んだ＞分析データの統計処理・評価 2004年12月

【分野別】ゼータ電位利用集～基礎/測定/解釈・濃厚/非水系・分散安定等～ 2008年9月

＜ 特性評価／分散凝集／取扱い／処理 ＞スラリーの安定化技術と調製事例 2008年8月

各種事例から学ぶ官能評価 2008年7月

難燃剤による難燃材料の難燃化機構と最新事例 2008年6月

【製剤/原薬・TK/PK別】分析法バリデーション事例集 2008年6月

GQP/GMP実務資料集 2008年5月

最新・経皮吸収剤～開発の基礎から申請のポイントまで～ 2008年4月

発光素子、発光デバイス開発のための基礎技術・装置・測定、評価法 2008年3月

詳解・最新電鋳技術―特性・母型処理・微細加工・作製事例― 2008年3月 月刊誌

ロールtoロール要素技術と可能性～バッチ処理からの脱却と量産化 2008年3月 書籍タイトル 発刊年日

＜実践＞金属腐食ガイドブック～具体的な適用･実地例からみる劣化要因と防食ノウハウ～ 2008年2月 月刊 化学物質管理 2016年8月創刊

各種光学部材における透明樹脂の設計と製造技術 2007年12月

＜操作事例／製品用途を踏まえた＞攪拌技術とトラブル解決 2007年10月

薄膜の応力・密着性・剥離トラブルハンドブック 2007年10月

フィルム・ガラスの表面処理技術とその評価・分析 2007年9月

有機エレクトロニクスの展開　最新開発状況と実用化への課題 2007年9月

ナノインプリント応用事例集 2007年9月

導電性材料ノウハウ集－配合/設計/評価のポイント－ 2007年8月

＜乾式コーティング＞ディスプレイ・光学部材における薄膜製造技術 2007年8月

各種手法による有機物の分解技術 2007年5月

＜実務対応＞微生物試験法と管理対策 2007年5月

ディスプレイ・光学部材における湿式コーティング技術 2007年3月

溶解性パラメーター適用事例集～メカニズムと溶解性の評価・計算例等を踏まえて～ 2007年3月

各種微粒子調製方法と製品応用～実際の製造・評価事例とプロセス技術～ 2007年1月

＜実務担当者による/ための＞特許Ｑ＆Ａ大全集～電機・化学編～ 2007年1月

＜実務担当者による/ための＞特許Ｑ＆Ａ大全集～医薬編～ 2007年1月

撥水・親水・防汚剤の開発とコーティングおよびぬれ性の制御 2006年12月 ※ 本誌に掲載されている会社名、商品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

光学実務資料集～各種応用展開を見据えて～ 2006年11月 　  本誌に掲載されている著者の会社名・所属等は執筆当時のものとなりますので、

　  ご了承ください。



■お支払いは請求日翌月末日までとなります。原則として銀行振り込みの場合は領収書の発行はいたしません。

<申込用紙>     ※コピーしてお使い下さい。

下記申込用紙にご記入の上、ＦＡＸ：０３－５７４０－８７６６　までご送信下さい。

※書籍・雑誌・ＤＶＤの区別がある際は「ご購入商品名」の箇所にその旨の記載をお願い致します。

■お申込メール・お申込書を確認次第、商品・請求書及び振込要領をご送付いたします。（送料は弊社負担）

＜商品ご購入要領＞

申込要領・手順

■お申込は弊社ＨＰ上・もしくはＦＡＸに承っております。

*ＦＡＸでお申込の場合＊

https://johokiko.co.jp ←こちらの申込フォームからご購入できます。

1801

＊ＨＰからお申込の場合＊

個人情報に関するお問い合わせ  policy@johokiko.co.jp

ご連絡いただいた個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用いたします。

今後ご希望の方には、その目的でも使用いたします。

■未発刊書籍をお申込の場合、申込書を確認次第、受領書をお送りいたします。
　 発刊時に弊社より書籍・請求書及び振込み要領をご送付いたします。（送料は弊社負担）

※セット販売のあるものにつきましては、セット売りの場合の旨の記載をお願い致します。

■振込み手数料はご負担下さい。

ご住所
〒

Ｅ-ＭＡＩＬ

Ｅ-ＭＡＩＬ

今後のサービス向上のため「個人情報の取扱に関する契約」を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。

ＴＥＬ

ＦＡＸ

御社名

株式会社　情報機構　　ＴＥＬ：03－5740－8755

ＦＡＸ：03－5740－8766　　　または　　→https://johokiko.co.jp/へ

〒141-0032　東京都品川区大崎３丁目６番４号　トキワビル３Ｆ

お申込者名

上司ご所属部課・役職等 上司氏名

ご所属部課・役職等

ご購入数ご購入希望商品名（特）

http://www.johokiko.co.jp/



