製本版+ebook版 / ebook版

【英語版】 EU GVP Module I /ISO9001要求をふまえた
Quality Management System の実装と運用

スマホ・携帯で
詳細が見れます！

〜PV業務委託での海外ベンダー対応・QMS研修・PV Audit等広く活用可能
実際のProcess構築/運用、監査やCAPA対応までノウハウが満載〜
発刊日 2020年11月25日（水）

体裁 B5判並製本+ebook 約114頁

製本版

ISBN978-4-86428-215-4 C3047

ebook版

ISBN978-4-86428-216-1 C3047

著

者

製本版+ebook版
⇒ E-Mail案内登録
ebook版
⇒ E-Mail案内登録

製本版+ebook版

製本版

複数冊の購入で半額以下で購入可能 ※割引の詳細はHPをご確認ください

：22,000円
：20,900円
：16,500円
：15,675円

お得な
セット割

【割引①】 研修用セット割引
【割引②】 日本語版同時購入割引

（※既に日本語版をお持ちの方も対象）
※ E-Mail案内または郵送DM案内の希望を登録の方はE-mail案内登録価格になります。 ※価格は全て税込です。

IRCA認定QMS2015プリンシパル審査員
ファーマコビジランスQMSコンサルタント及びファーマコビジランス審査員

澁谷 孝満 氏

趣 旨

【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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