製本版

海外データ(試験施設)/海外導入品の信頼性基準適用と
効率的なデータ利用・CTD申請
～非GLP試験(CMC)効率化に向けた対応・問題事例や海外試験施設(CRO/大学)の実際～
～海外導入品の国内申請：効率的なデータ利用とCTD作成/照会事項対応のコツ～
発刊日

2020年２月27日（木）

体裁

B5判並製本 152頁

ISBN 978-4-86428-207-9 C3047

著

価格
：44,000円
E-Mail案内登録価格 ：41,800円

(本体38,000円+税)

※E-Mail案内または郵送DM案内の希望をご登録の方はE-mail案内登録価格になります。

者

松永 秀光
川口 謙

(本体40,000円+税)

(株)大塚製薬工場
(株)東レリサーチセンター

内藤 真策
津布久 悟
李 仁義

(株)JIMRO
武州製薬(株)
神戸大学

根木 茂人
田本 勇士

ルートT技術士事務所
(元 エーザイ(株)）
ヤンセンファーマ(株)

本邦特有である申請資料の「信頼性の基準」や海外導入品の国内申請への対応等、
製薬各社のグローバル展開における苦慮する事項について言及した1冊！
趣 旨

▼詳細はこちら

目 次

✔日本特有の非GLP試験における信頼性確保の考え方:
⇒GLP/GMPとの比較と試験効率化に向けた対応とは！CMC試験での
信頼性基準適用の考え方をふまえ、起こりがちな問題事例を考察！

✔海外施設での信頼性基準試験を実施する際の留意事項・
効果的な施設調査のコツ
⇒海外試験施設（CRO・大学）への委託時の留意事項や、海外CRO調査
のチェックポイント等、筆者の経験談より解説！

第１部 日本特有の信頼性基準の考え方・問題事例と海外データ活用
第1章 日本特有の非GLP試験における信頼性確保の考え方・留意事項
～GLP/GMPとの比較・相違と試験効率化に向けて～
第2章 CMC試験における信頼性基準適用の考え方と問題事例

✔海外導入品の非GLP 試験：国内申請への効率的なデータ利用のコツ

第3章 海外CROへの試験委託時の効果的な施設調査のコツ
～実経験に基づく海外施設の実際と海外データ利用時の考え方～

⇒国内試験と海外試験における課題を考察し、国内申請時における効率的なデ
ータ活用の考え方を紹介！

第2部 海外導入品におけるデータ利用とCTD作成・申請時の留意事項

✔導入元・導入先での協同作業や必要となる情報の管理，進捗管理

第4章 海外導入品の国内申請でのデータ利用の課題・対応【非臨床】

⇒申請をスムーズに行うための対応について、導入元/導入先双方で管理が複
雑な状況下での導入事例を元に解説！導入する原薬/製剤の製造に関わる技
術移転やバリデーション、導入元/導入先間での対応すべき留意事項にも言及！

第5章 海外導入品の国内申請における留意事項・対応【CMC】
第1節 海外導入品の国内申請：申請・審査対応・管理体制等
～導入元，導入先での対応～
第2節 海外導入品のCMC申請資料作成：医薬品製造販売申請書、CTD、MF等
～各CMCパートでの製造販売承認申請書，CTDなど申請資料への対応～

✔申請における根拠資料における留意事項と効率的な保管管理：
M3の根拠資料における不足データ検証や入手・保管管理のコツを、
ExcelやWord使用の場合等、具体的なイメージを例示し紹介。

✔照会事項対応に対する適切な対応と回答書作成の実作業留意点
⇒照会を受けた場合の対応の考え方や、自社開発と導入品における
対応手順の比較等ふまえ解説。
書籍申込用紙

第6章 海外導入品CTD申請のCMC分野における留意点
第7章 海外導入品のCTD申請例
第8章 海外導入品のCTD申請例

P140(海外導入品・海外データ)
※太枠の中をご記入下さい。
※E-ｍａｉｌアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

会社名
団体名

購入冊数

冊

部 署

今後のご案内 □にチェックをご記入ください。
□E-mail希望・登録済み E-Mail案内登録価格
□郵送希望・登録済み を適用いたします。
(E-mailアドレス必須)
□希望しない

〒

役 職
ふりがな

住 所

氏 名

振込予定日

TEL

日

通信欄

FAX

E-mail

月

※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。

●申込みについて
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。
お申込みを確認次第、商品と請求書をお送りします。
未発刊のものは発刊後に商品と請求書をお送りします。
●お支払いについて
代金は銀行振込にて、原則として
商品到着後1ヶ月以内にお支払いください。
原則として領収書の発行はいたしません。
振込手数料はお客様がご負担ください。

●クーリングオフについて
返品は商品到着後8日以内に商品と請求書をご返送ください。
返品時の送料はお客様がご負担ください。
●個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、
事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。
詳しくはホームページをご覧ください。
●その他
送料は当社が負担いたします。
試読はできません。

FAX 03-5733-4187

HPからも
お申込みができます

検索
サイトで

※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

サイエンス＆テクノロジー株式会社
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-12 浜松町Ｆ-1ビル7Ｆ
https://www.science-t.com

P140 海外導入品・海外データ で検索！

▼詳細はこちら

詳細、最新の情報は 検索サイト

P140 海外導入品・海外データ

目 次

第１部 日本特有の信頼性基準の考え方・問題事例と
海外データ活用
第1章 日本特有の非GLP試験における信頼性確保の考え方・留意事項
～GLP/GMPとの比較・相違と試験効率化に向けて～
はじめに
1. 信頼性の基準の発足理由
2. 社内の信頼性の基準のシステム構築
2.1. 各社のシステム構築の流れ / 2.2. 施設をマネジメントする者
2.3. 試験の責任者 / 2.4. QC/QA
3. 信頼性の基準とGLP/GMPとの相違
3.1. 施設をマネジメントする者 / 3.2. 試験責任者 / 3.3. QA / 3.4. 手順書
（SOP） / 3.5. 試験計画書と最終報告書 / 3.6. 機器 / 3.7. 試験の一部委託
3.8. 被験物質（標準物質） / 3.9. その他
4. 過去の適合性調査から今へ ～調査形式の移行～
4.1. 信頼性の基準発足当初 / 4.2. その後 / 4.3. 現在
5. データインテグリティー（DI）～信頼性の基準への影響を考える～
5.1. DIとは / 5.2. DIの影響 / 5.3. 信頼性の基準とDI
6. 試験の委託（国内CRO・大学施設・海外CRO）
6.1. 国内CROの現状と監査 / 6.2. 海外CRO：委託時に苦慮する点と対応
6.3. 大学施設での実施・委託
7. 記録の取り方：苦慮したケースと学んだこと
8. データのねつ造、隠匿、隠蔽と内部告発
8.1. 不都合試験の隠匿 / 8.2. バックデート
9. SOP
(9.1. SOPに記載されていないこと:CMC分野と薬理試験・薬物動態試験での考え方の違い)
10. チェックリストの効果的な利用
11. QCとQA （11.1 QAとQCの関係性 / 11.2 QCとQAの実施タイミング）
12. CMC分野とGMP（12.1 DIの導入の可能性 / 12.2 ICH-Q9とQ10）
13. 科学性と信頼性
おわりに

で検索！

2.3 非臨床試験での効率的な質の保証
３．新薬の価値の形成
3.1 規制的観点からみた信頼性基準の理解 / 3.2 新薬の価値
3.3 新薬の価値を支える信頼性の基準
４．海外データの効率的な利用
4.1 海外から新薬の導入 / 4.2 海外施設での「信頼性の基準」
4.3 効率的な海外データの利用
おわりに
第5章 海外導入品の国内申請における留意事項・対応【CMC】
１．はじめに
第1節 海外導入品の国内申請：申請・審査対応・管理体制等
～導入元，導入先での対応～
2.1 申請資料作成上の一般的な留意点 / 2.2 導入形態 / 2.3 導入時期
2.4 作業分担 / 2.5 その他の対応事項 / 2.6 管理体制構築への対応
2.7 開発スケジュール管理のポイント / 2.8 会議を開催する上でのポイント
2.9 日常の通信の重要
第2節 海外導入品のCMC申請資料作成：医薬品製造販売申請書、CTD、MF等
～各CMCパートでの製造販売承認申請書，CTDなど申請資料への対応～
1.1 原薬（1.1.1 MF / 1.1.2 製造販売承認申請書（申請書） / 1.1.3 CTD）
1.2 製剤（1.2.1 申請書 / 1.2.2 CTD）
1.3 添加剤（原材料）（１.3.1 申請書 / 1.3.2 CTD / 1.3.3 日本薬局方（JP），
日本の公定書適合性 / 1.3.4 新規添加剤）
1.4 その他申請関連での対応
1.4.1 ヒト又は動物起源への対応 / １.4.2 外国製造業者認定
1.4.3 照会事項，適合性（書面）調査 / 1.4.4 GMP適合性調査
2．おわりに（第5章，第6章）

第6章 海外導入品CTD申請のCMC分野における留意点
1. はじめに
2. CTD日本申請におけるM3、M2.3とM1
2.1. モジュール2.3（M2.3）の違い / 2.2. CTDの構造 / 2.3. M2.3とM1
第2章 CMC試験における信頼性基準適用の考え方と問題事例
3. 根拠資料の入手と保管管理
はじめに
3.1. 不足データの検証 / 3.2. M3の根拠資料 / 3.3. M3根拠資料の入手
1. 申請資料の信頼性の基準について
3.4. 根拠資料の保管 / 3.5. 根拠資料とM3の紐付け
1.1 正確性 / 1.2 完全性・網羅性 / 1.3 保存 / 1.4 データインテグリティとの関係 3.6. 根拠資料を元にM3を読み込む / 3.7. 現地確認
2. 申請資料の信頼性の基準が制定された背景
4. M2.3翻訳時の注意点
2.1
ソリブジン事件 / 2.2
申請資料の信頼性の基準の制定
4.1. 優先順位 / 4.2. M2.3に入れる項目 / 4.3. 用語の統一
3. 問題事例
5. 承認申請書作成上の課題
3.1 「正確性」に関する問題事例（例1～例7）
6. 申請資料作成手順まとめ
3.2 「完全性・網羅性」に関する問題事例（例8～例13）
7. 照会事項対応
3.3 「保存」に関する問題事例（例14～例18）
7.1. 回答基本方針 / 7.2. 照会事項回答書の作成の実作業留意点
おわりに
8. まとめ
第3章 海外CROへの試験委託時の効果的な施設調査のコツ
～実経験に基づく海外施設の実際と海外データ利用時の考え方～
はじめに
1. 海外のCROを利用するケース
1.1. プロジェクト導入のケース / 1.2. 外資系企業のケース
2. 海外の大学
2.1. 大学施設のGLPと信頼性の基準 / 2.2. Non-GLP大学施設とのコミュニケーション
3. FDA申請について～FDA-GLP観点の重要性～
3.1. FDA Form 483 / 3.2. EIR / 3.3. Warning Letter
4. 海外からの導入プロジェクト～海外で既に実施した非GLP試験を日本申
請する場合～
5. 海外CRO調査のチェックポイント
5.1. チェック項目～各項目の留意事項とポイント～
6. 海外データと適合性書面調査
6.1. 以前の調査 / 6.2. 最近の調査傾向
7. 海外CRO施設調査
7.1. 事前の質問 / 7.2. 訪問調査
8. 海外施設の注意点
8.1. M&Aによる資料紛失・廃棄 / 8.2. M&Aによる試験責任者の不在
9. データインテグリティー（DI）～信頼性の基準への影響と海外施設の現状～
10. CMC分野について
おわりに

第7章 海外導入品のCTD申請例
はじめに
１. 海外導入品のライフサイクルマネジメント（LM）とCMC申請
２. 海外導入品のCMC申請のポイント
2.1 海外導入品のCMC申請準備
2.1.1 資料（データ）に関する問題点の例 / 2.1.2 海外・国内資料双方を使用する場合
2.2 海外導入品のCMC申請資料作成
2.2.1 海外導入品の国内申請にあたって（海外導入品の国内申請での特有事項）
2.2.2 海外申請資料の品質パートの確認ポイント
2.2.3 海外導入品の国内CMC申請資料の作成時の留意点
2.3 海外導入品のCMC申請時のライフサイクルマネジメントの検討
３. 海外導入品のCMC審査対応のポイント
おわりに

第8章 海外導入品のCTD申請例
はじめに
1. 申請資料作成時に参照すべきガイドライン
1.1 ICH-Qガイドライン / 1.2 国内関連通知 / 1.3 CTDモックアップ（記載例)
2. 本邦独自の要求事項の反映
2.1 JAN（日本医薬品一般的名称）（関連パート：S.1）
2.2 原薬及び製剤の製造所の記載（関連パート：S.2.1及びP.3.1）
2.3 原材料の日局等への適合（関連パート：S.4，P.1及びP.4）
2.4 軽微変更届出事項とした製造工程パラメータ及び承認申請書に記載
しなかった製造工程パラメータに関する一覧表（関連パート：M1.13）
第2部 海外導入品におけるデータ利用とCTD作成・申請時の留意事項 2.5 有効期間を考慮した単一の規格値（判定基準）（関連パート：S.4及びP.5）
2.6 システム適合性（関連パート：S.4.2及びP.5.2）
第4章 海外導入品の国内申請でのデータ利用の課題・対応【非臨床】
2.7 標準物質の規格及び試験方法（関連パート：S.5及びP.6）
はじめに
2.8 参照スペクトル法の参照スペクトルの添付（関連パート：S.4.2，S.5及びP.5）
１．国内試験と海外試験の課題
3. QOS及び承認申請書作成時の留意点
1.1 欧米規制からみた信頼性基準の課題 / 1.2 日本独自の規制
3.1 QOS作成時の留意点
1.3 海外試験を信頼性基準に対応
3.2 承認申請書作成時の留意点
２．国内規制的な信頼性基準
4. 申請資料と製造実態との整合性確認
2.1 非臨床試験における試験の質 / 2.2 企業創薬体制と試験の質の保証
おわりに

