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GLP 部会教育を考える会 主催   GLP Advanced Course 開催のご案内 

 

 

秋晴の候，会員皆様にはますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

 

さて日本 QA 研究会 GLP 部会役員会では，GLP Advanced Course を下記要領にて開催致しますの

で，ご案内いたします。 

 

 日本 QA 研究会では、長年に亘り GLP 担当者養成講座を開催しておりますが，GLP 部会役員会

では，会員の方々の様々な教育に対するご要望に応えるべく，教育体系の見直しを行い，従来の

GLP 担当者養成講座 Basic Training Course 及び 同 Advanced Training Course に加え，GLP 関連

の上級講座である GLP Advanced Course を新設いたしました。この講座は，本年 6 月に開催した

Entry Course に続き，教育を考える会が主催する新たな講座であり，来期以降も継続して開催す

る方針で協議を進めております。 

GLP Advanced Course の内容は，下記添付のプログラムのとおりを予定しております。本講座で

は，GLP 担当者としての「思考力」を養っていただくべく，「複数場所試験」及び「外部委託の

モニタリング」に関わる課題について，受講者の方々でご討議いただき，討議結果等に関しまし

て，受講者及び講師の方々全員で意見交換，議論，解説等を行う形式にしております。 

なお，「信頼性の基準」の講座につきましては，従来どおり，GLP 担当者養成講座 Advanced 

Training Course として，2010 年 2 月の開催を予定いたしております。 

 

受講者の皆様には事前課題に対するグループ討議，講師を交えた意見交換等を通して，テーマ

に関わる様々な課題の多面的な捉え方，考え方を学び，ご自身の施設における課題解決の中核的

な役割を担うための資質向上にお役立ていただきたいと考えております。 

参加ご希望の方は，下記方法にて 2009 年 11 月 13 日(金)までにお申込みいただきますよう，お

願いいたします。なお，定員 50 名に達し次第，お申込みを締め切らせて頂きますので，予めご了

承願います。 



記 

 

GLP Advanced Course 

日時：  2009 年 12 月 9 日（水） 13：00～17：30 

12 月 10 日（木） 9：00～17：00（1 泊 2日） 

会場： 浜松 ACT CITY 研修交流センター 2 階 音楽セミナー室 

 〒430-7790 静岡県浜松市中区板屋町 111-1  Tel：053-451-1111 

 URL：http://www.actcity.jp/floor/seminar/access.php 

定員： 50 名（申し込み先着順） 

受講いただける方： 

①日本 QA 研究会会員（GLP 部会員，GCP 部会員，製造販売後部会員など） 

②日本 QA 研究会に登録された法人所属の方で，会員登録されていない方(非会員) 

受講料： 会員：17,000 円， 非会員：22,000 円 

テキスト代，2日目昼食代を含む。但し，宿泊費は含みません。 

受講申込みの受付確認時に指定される口座へお振込みください。 

懇親会費 ：8,000 円 

懇親会は任意出席としておりますが，講師陣や受講者とフランクに QA 業務について語り

合う場としても位置付けており，是非とも参加いただくようお願いいたします。 

＊ 受講料・懇親会費ともに事前振込みとさせて頂きます。 

  振込み期限は，申込み締切りと同日の 11 月 13 日(金)です。 

＊ 領収書につきましては，日本 QA 研究会発行のものを講座開催当日に配布いたします。 

＊ 申込締切り：2009 年 11 月 13 日（金） 

（ 締切り日迄に定員に達した場合は，オンライン申し込みを停止させていただきます。） 

宿泊： 宿泊施設は各自で，ご予約ください。 

なお，日本 QA 研究会では，オークラアクトシティホテル浜松に割引料金で宿泊でき

る部屋を（室数限定/先着順）ご用意しておりますので，ご希望の方は以下に直接予

約いただき，個人精算していただくようお願い致します。 

予約先：オークラアクトシティホテル浜松 客室予約係 

（TEL：053-459-0777 ご予約の際は，日本 QA 研究会とお伝え下さい｡) 

シングルルーム：12,054 円 (税サ込朝食付) 

申込方法：メール本文に記載のとおり，ウエブ上でのオンライン入力によりお申し込み

下さい。 

事前課題：受講者の方々には、11 月中旬頃、事前課題を配布いたします。 

問い合せ先：日本 QA 研究会 事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-3-11 IPB 御茶ノ水ビル 9階 

TEL：03-5840-5561 FAX：03-5840-5564 Email：jimukyoku@jsqa.com 



GLP Advanced Course プログラム（予定） 

 

第 1 日目 （12 月 9 日（水）  13：00～17：30） 

 

1. 一般情勢報告 

 

2. オープニング 「省令第 4 条 委託者の責務について」 （講師： 原 俊彦 先生） 

 

3. セッションⅠ グループディスカッション  「複数場所試験」 

Ⅰ-1. ：  【グループディスカッション】 

Ⅰ-2. ：  【パネルディスカッション形式での発表・質疑】  （パネリスト： 講師全員） 

 

 

第 2 日目 （12 月 10 日（木）  9：00～17：00） 

 

4. セッションⅢ グループディスカッション 

「外部委託 ～モニタリングとはどうあるべきか？」  前半 【問題抽出】 

Ⅲ-事前課題 ：  【問題抽出】 試験の委受託における様々な問題点を広く洗い出す 

○各社の委受託における問題点とその背景等に関するヒアリングを基に･･･ 

Ⅲ-1. ：  【問題抽出】 事前学習で洗い出した問題点を共有化し，更に問題点を抽出する 

Ⅲ-2. ：  【問題点整理】 抽出した問題点を，特定の論点や内容，状況等により分類する 

Ⅲ-3. ：  【セッションⅢ 中間報告】 

 

5. セッションⅣ グループディスカッション 

「外部委託 ～モニタリングとはどうあるべきか？」  後半 【問題解決】 

Ⅳ-事前課題 ：  【問題解決】 試験の委受託における問題点の解決法を探る 

○各社の委受託における問題点に対する解決法を検討 

Ⅳ-1. ：  【問題点再整理】 各グループの発表を受け，問題点の再抽出・再整理をする 

Ⅳ-2. ：  【問題解決】 事前学習で探った解決法を共有化し、問題解決法を探る 

Ⅳ-3. ：  【パネルディスカッション形式での発表・質疑】  （パネリスト： 講師全員） 

 

 

講師 

原 俊彦 先生 （アステラス製薬株式会社） 

玉田 亮宏 先生  （中外製薬株式会社） 

長谷川 弘和 先生 （テルモ株式会社） 

木村 努 先生 （第一三共株式会社） 

溝奥 文子 先生 （株式会社住化分析センター） 

溝口 重光 先生 （三菱化学メディエンス株式会社） 

藏並 潤一 先生 （協和発酵キリン株式会社） 

 

以上 


