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【EU Pharmacovigilance業務における適切なQMS導入のために】

大手製薬企業にて長年PV業務＆その指導にも携わった筆
者によるPVにおける品質システムの教本が，英語版で登場！
★現地メンバーのQMS研修にも最適★
【セット価格：最大70％OFF】
海外支社や海外PV業務委託先にてPV業務体制が確立されていない現状を
ふまえ,英語版の出版決定。PV業務に特化した観点からのQMS導入について
海外従事者が理解しやすいよう筆者が修正を加え書き下ろし。
現地メンバーのQMS研修や海外ベンダーへPV業務委託の際に活用下さい。
【 本書のおすすめの使用方法 】
◎ 海外でのPV業務QMS研修実施のテキスト資料として
◎ 海外ベンダーコントロール：こちらの要求を正しく伝えるために
◎ 海外PV担当者とのやり取り・説明時の参考として
◎ 海外PV監査（Audit）：QMSに関する指摘の根拠として
【 本書の特徴 】
◎読むだけで自然にQMS導入の重要性を本質から理解でき,さらに具体的な
手順を学べる。
◎筆者の観点から,プロセスアプローチに従ったQMSの導入手法を分かりや
すく解説。
◎様々な手法の中から著者が特に有用と考える手法やツールを紹介し,効率的
なQMS導入まで最短で学べる。
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6. Improvement（handling abnormalities, problems,
and unfavorable situations：CAPA）
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