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本書の特徴
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製薬会社の医薬品開発部門を想定して、
ISO 9001:2015が要求する品質マネジメントシステム
(QMS)を確立し、実行、維持し、かつ継続的に改善す
るためにISO 9001:2015のメッセージを正しく理解す
るための手引き書です

はしがき
本書の使い方
1. 適用範囲
1.1 適用部門
1.2 適用事業
1.3 適用事業所
2. 適用規格
3. 用語及び定義
4. 現状分析
4.1 組織の現状分析 4.2 組織のステークホルダーの特定及びそのニーズ
4.3 適用範囲の見直し
4.4 品質マネジメントシステム（QMS）
5. リーダーシップ
5.1 リーダーシップ及びコミットメント
5.2 方針 5.3 役割，責任及び権限の割り当て
6. 計画
6.1 リスクベーストアプローチ 6.2 品質目標及びアクションプラン
6.3 変更の計画
7. 支援
7.1 リソース 7.2 力量 7.3 認識 7.4 コミュニケーション 7.5 文書化した情報
8. 運用
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8.3 製品及びサービスの設計開発
8.4 ベンダーから提供されるプロセス，製品及びサービスのコントロール
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8.6 製品及びサービスのリリース
8.7 不適合なアウトプットのコントロール
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＜特徴その１＞
製薬会社の医薬品開発部門を想定して，
ISO 9001：2015 が要求する品質マネジメントシステム
（QMS）を確立し，実行し，維持し，かつ継続的に改善す
るためのQMS マニュアルの「サンプル」を示したものです
＜特徴その２＞
ISO 9001：2015のメッセージを正しく理解するための
手引き又は辞書としてご活用ください。もちろん，ISO の
教育研修用の資料として使っていただいて結構です。
＜特徴その３＞
医薬品開発以外の業界で開発業務をご担当されている
読者の方々は，「医薬品開発」を，それぞれ該当する「〇〇
開発」と読み替えていただければ，少なからず共通点が
見いだせるものと考えております。
是非，ご参考にしていただければと存じます。
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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。
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