ebook
製本付
ebook

バイオ後続品の承認申請にむけ品質・安全性・有効性確保、そして同等性確保にどんなデータが必要か！

日本における
バイオ後続品の承認審査・申請

EB002
EB002

～同等性を確保するためにどのようなデータが必要か～
～同等性を確保するためにどのようなデータが必要か～
著

者

書籍抜粋

Part 1 山口 照英

国立医薬品食品衛生研究所 生物薬品部 客員研究員

Part 2 荒戸 照世
(元PMDA)

北海道大学 大学院医学研究科 レギュラトリーサイエンス部門 教授

Part 3 野村 英昭

協和キリン富士フイルムバイオロジクス（株） 代表取締役社長

※S&T会員(郵送DM案内あるいはE-mail案内
を希望される方)は価格が5%OFFになります。

指針をふまえバイオ後続品開発に当たっての要点を解説。
特に今後進んでいくと考えられるモノクローナル抗体バイオ後続品の開発とは！ 国内外で承認されているバイオ後続品の
承認審査に用いられたデータパッケージを比較し、必要とされるデータを紐解く！ 当局で求められるデータとは？
日本企業のバイオ後続品開発の課題そして対応策は？今後の方向性のヒントを示す！
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