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ポイント

日本と海外の品質文化の違い、生データの定義の違い等...信頼性の基準適用試験に関する
陥りがちな疑問点についてQ&A形式、文書作成例・指摘事例の提示にて分かりやすく解説
【 判断の悩ましい疑問点(86問)へのQ＆A / 委託試験の指摘事例・考察（19事例） 】
具体的な実施基準が無く、企業側の判断に委ねられる非GLP試験について、
実務担当者に悩まれがちな疑問点にQ&A形式 ※をメインに分かりやすく回答
著者の経験に基づく実際の指摘事例から、試験の委託時に注意すべきポイントを解説
※Q＆A：実務担当者から実際に集まった質問・要望をピックアップして言及しています

【 SOP・試験計画書/試験報告書の作成ポイント 】
信頼性の基準適用に関するSOP・試験計画書・試験報告書の作成について
一部は作成例を示しながらポイントを解説
【 生データの定義・保存や紙記録/電子データの取り扱い 】
非GLP試験において生データが電子データの場合、どのように考えるべきか？
昨今指摘が増えている生データ関連の運用について再確認
【 海外施設に試験委託する際の信頼性の考え方 】
日本独自の要求事項である「信頼性基準」の試験委託についてどのように考えるべきか？
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非GLP試験の信頼性確保における基本要素

●「申請資料の信頼性の基準」が制定された経緯
●「効力を裏付ける試験の信頼性確保のための手引き」の作成
●手引きで求める信頼性確保のポイント
1）試験の実施体制
2）試験計画書
3）試験の記録
4）試験報告書
5）被験物質等
6）動物、細胞、生体試料等
7）機器
8）資料保存
第1部

信頼性の基準適用試験における陥りがちな疑問点：Q&A
<<実務で悩まれがちな疑問をQ&A形式で解説>>

1.試験の実施体制
1.1職員の要件
1.2体制維持のポイント
1.3教育・訓練
1.4チェック機能（信頼性保証体制）
1.5手順書
1.6保護具（マスクや白衣、手袋）
2.試験計画書
2.1申請用試験の計画書
2.2試験計画書の記載事項（その1）
2.3試験計画書の記載事項（その2）
2.4試験計画書の記載事項（その3）
2.5試験計画書の変更、逸脱
3.試験の記録
3.1ワークシートへの事前入力
3.2電子データ
3.3電子データの取扱い、管理
3.4記録の記載事項
3.5数値の取扱いについて
3.6大学での管理記録
3.7記録のファイリング
3.8記録のコピー
4.試験報告書
4.1試験報告書の書式
4.2機器・器具の記載
4.3整合性確認
4.4生データチェック
5.被験物質等
5.1安定性
6.試験系（動物,細胞,生体試料等）
6.1試験系の管理
6.2試験系の品質
6.3動物の入荷時期
7.機器
7.1機器の性能
7.2機器の管理
7.3マイクロピペットの保守点検
8.資料保存
8.1保存期間
9.その他
9.1再生医療等製品の非GLP試験
第2部

信頼性の基準適用試験（構造解析分野）における信頼性の
基準適用への対応
〜SOP,試験計画書,報告書作成時の留意事項〜
<<代表的な必要文書の作成例を提示し、併せて各留意事項
について解説>>

1.SOPの作成例とその留意点
1.1「生データ等の管理手順」のSOPについて
SOP例「生データ等の管理手順SOP」の例

1.2「品質組織の管理手順」のSOPについて
1.3「機器・器具の管理手順」のSOPについて
1.4「試料・検体、標準品,試薬の管理手順」のSOPについて
1.5「バリデーションの管理手順」のSOPについて
1.6「逸脱管理あるいは予期せぬ出来事の管理手順」のSOPについて
文書例-1「試験実施中の異常事態・逸脱発生報告書」の例
文書例-2「改善計画及び報告書」の例
1.7「変更管理手順」のSOPについて
1.8「試験結果及び再測定の管理手順」のSOPについて
1.9「試験計画書,試験報告書の管理手順」のSOPについて
1.10「職員及び教育訓練の管理手順」のSOPについて
1.11「文書及び記録の管理手順」のSOPについて
1.12「その他」
2.試験計画書の作成例とその留意点
計画書例-1「試験計画書の作成例」
2.1試験名,試験番号など試験計画書の1ページ目について
2.2「試験の目的」について
2.3「試料」について
2.4「試験方法」について
2.5「異常措置及び逸脱」について
2.6「記録および資料の保存」について
2.7その他
3.試験報告書の作成例とその留意点
計画書例-2「試験報告書の作成例」
3.1試験報告書の1ページ目について
3.2「試験の目的」について
3.3「要旨」について
3.4「試料,試験方法」について
3.5「異常措置及び逸脱」について
3.6「試験結果及び考察」について
3.7「記録および資料の保存」について
第3部

信頼性基準適用試験の試験施設への委託と監査（国内・海外）
〜実務で悩まれがちなQ&Aと事例紹介・考察〜

第1節

受託施設への委託時に悩まれがちな事項：Q&A
<<実務で悩まれがちな疑問をQ&A形式で解説>>
1.目的
2.対象
3.委託試験の責任者
4.委託試験施設の調査及び選定
5.委託契約の締結
6.試験の準備
7.試験計画書の作成・確認
8.被験物質、標準物質等の送付
9.試験実施状況の確認
10.残余試験物質、残余標準物質等の取り扱い
11.試験報告書の作成・確認
12.試験資料の品質管理
13.資料の保存
14.教育

第2節
第3節

海外（米国等）の受託施設へ試験委託する場合の留意点：Q&A
<<実務で悩まれがちな疑問をQ&A形式で解説>>

委託試験における指摘事例
～実際の受託施設の調査訪問時での指摘事例からの考察～
<<実際の指摘事例と解説：注意すべきポイントについて>>
1.受託施設の訪問時に見られた指摘事例
2.試験資料（報告書、記録類）の監査時に見られた指摘事例
3.その他の指摘事例

