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CTD-Qの求める記載レベル、我が国特有の要求事項を理解し、無駄な照会事項を減らす！！

日本におけるCTD-Qの考え方、記載レベルの程度、日本特有の要求事項。そして、実際に作成する際の参考となるべく、「規格及び試験方法」
「有効期間・安定性試験」「製造方法」「原薬・出発物質」「不純物」「添加剤」などのCTD-Q各パートごとの記載範囲/事例を解説。また、
自社開発品とは異なる海外からの導入品に関する効率的な対応や、規制当局の照会事項例・回答例など、ＣＴＤ作成の際に役立つ情報が満載！

CTD作成の際に最も重要な品質パートに焦点を当てた、実務に役立つ一冊！
【本書で学べること】
◆海外導入品の日本申請におけるCTD作成方法
・海外導入品の取り組み方法：原薬・製剤それぞれについての解説
・CTD作成において必要なCMC情報やGMP関連事項とは

・海外導入元との共同作業・必要となる情報の管理・進捗管理

◆「審査報告書」を基にした品質に関する規制当局の照会事項例と回答例
◆CTD-Q作成における各パートの記載範囲・記載事例
・「規格及び試験方法」：まとめ方、規格設定・精度管理の考え方
・「有効期間・安定性試験」：原薬・製剤それぞれの試験方法・保存条件や記載方法
・「製造方法欄」：日本特有の要求事項・どの程度詳細に・どこまで記載すべきか
・「原薬・出発物」：ICH Q11に基づいた記載方法「章3.2.S.2.2」～「章3.2.S.2.6」
・「不純物」：関連ガイドライン・通知を元にした原薬・製剤それぞれの記載内容と事例
・「添加剤」：我が国特有の「適量」「微量」。新規添加剤及び公定書未収載の添加剤等についても解説
その他、CTD-Q作成において役立つ情報が満載！！
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