イーピーエスの

目指すポジション
製薬
メーカー

医療機器
メーカー

保険機能食品
メーカー
体外診断薬
メーカー

チャレンジングな課題解決に
不可欠なパートナーとして
「あんなことがしたい」「これを何とかしたい」。
そのようなニーズやお困りごとは、まず私たち
にご相談ください。イーピーエスの知見を集結
し、皆様の新たな取り組みをサポート。最適な
解決策をご提案、遂行いたします。

アカデミア

プロジェクトの立ち上げからゴールまで併
走できる、課題解決に不可欠なパートナー
でありたいと考えています。

治験
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製造販売後
調査
安全性情報

イーピーエスの

「Virtual Go」構想

とは

最先端のツールや情報、数々の IT ベンダーとの連携のもと、
バーチャル治験をワンストップで進めるサービス体制を構
築し、本分野のフロントランナーとしての地位を確立。治験
内容やニーズに応じて、最適なかたちをご提案いたします。

モニターが施設へ訪問しなくてもよい

被験者が施設に来院しなくてもよい

モニタリングの効率化や負荷軽減

被験者の利便性や満足度の向上

VIRTUAL

VIRTUAL

バーチャル

医療機関

バーチャル治験のNo.1プラットフォーマーへ

バーチャル

検体回収

電子カルテ
EHR

被験者

（Electronic Health Records）

訪問看護

DDC
電子ワークシート等

治験薬配送

（Direct Data Capture）

ウェアラブル
eCOA

（eClinRO、ePRO）

デバイス調達・版権管理

オンライン診療
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eConsent

（電子同意）

イーピーエスの

取り組み

Virtual 治験（DCT）の受託体制を強化するとともにすべての
ステークホルダー（患者、スポンサー、医療機関）のニーズに
沿うサービスを提供できるよう取り組んでおります。

部署横断的な取り組み

Web セミナーの開催

DM、モニタリング、セントラルモニタ

イーピーエスのノウハウや

リング、プロジェクト推進、経営企画

業界の課題を業界内に共有

室、品質マネジメント、統計解析、治験

し、DCT の推進に努める

薬管理、営業、商品企画室

各種文書への適合

専門家育成

GCP Renovation の 一 環として、

業界をリードする

cQMS ※ を DCT に適用・浸透・発

DCT 専門家の育成

展させるための方策を検討
※ cQMS：clinical Quality Management System

規制・最新動向の入手
日本や海外の動向をいち早く

EPSグループとの連携

キャッチ。ベンダーとの協力

EPSグループが持つ、各事業の強みを

関係の中、ノウハウを共有

生かした DCT のトータルソリューショ
ンの検討

これまで培ってきたデータサイエンスに関する専門性や豊富な経験・実績を活用
▶ DCT導入時のリスクマネジメントや、分散データの活用・分析経験をご提供
▶ DDC、eConsent、オンライン診療等のシステム導入支援
▶ CRAとして臨床現場の目線からのご支援
▶レギュレーション、当局対応に関する最新動向の共有
▶ EP綜合（SMO）との連携
・C
 RCとしての臨床現場、
在宅治験対応のご支援
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データマネジメント

Virtual 治験
（DCT）に必要な

eSourceサービス
eSource 活用
治験モデル

導入メリット

01
02
03
04
05

eSourceサービスをご提供可能
治験準備〜終了までワン・ストップ対応し、従来の
手法と組み合わせたハイブリッド対応もいたします。

医療機関

依頼者

EDC に転記

原資料

SDV

SDR

DM Review

Database

EDC
Data Flow

リアルタイムに治験データを
収集・確認することが可能

eSource/ 原資料
23:5

8

SDV

EDC に
転記

SDR

DM
Review

Database

効率化

23:5

効率化
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DDC
Data Flow

FDAがガイドラインを発出
TransCelerateが推奨

ステークホルダーの視点を反映しStepごとに必要なタスクをカバー。
初めての DDC 導入もスムーズに実施可能です。
eSource 活用フローでは、原資料を電子的に eSource として取得する

治験データの信頼性、品質、
トレーサビリティが確保できる

ことで、治験データを即時的、かつ効率的に収集します。

Stepごとの Package tool
Step0
全般

被験者の安全性確保に役立つ

◦Template

・治験スケジュール

Step1
プロトコルFIX前
◦Checklist

・医療機関事前すり合わせ用

Step2
EDC/DDCシステム
セットアップ
◦Template

◦資料

・準備時作成ドキュメント
（システム要求仕様書 等）
・運用フロー

◦Template

◦Sample

・医療機関事前ご説明用
・院内フロー
・原資料特定リスト etc

・医療機関における
シナリオテスト

Step3
EDC/DDC
トレーニング
◦Template

・トレーニング資料
・EDC/DDC 操作
マニュアル
・トラブル対応集

Step4
運用中サポート
・QA 対応事例集

Q

A

SDV工数の削減が期待できる
既存の原資料のうち、患者日誌、ワークシート等一部のデータの eSource
化であっても効率化が期待できます。バリデーションされたシステムを
利用することで、信頼性・品質の向上、即時性向上の効果があります。
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治験サービス
開発から販売まで、治験に必要な幅広い業務

データマネジメント

をサポート。求められるスキルが高まるなか、

国内最大規模の人材リソースで、

各種規制やガイドラインの遵守は

私たちは CRO フロンティアとしての矜持を持

領域・フェーズを問わず、正確かつ

もちろん、クライアントの皆様の

迅速にデータを導き出します。

ニーズにも柔軟に対応し、高品質

ち、各部門の密な連携のもと高難易度の治験

メディカルライティング

な文書を作成いたします。

にもスピーディに対応してゆきます。

統計解析
スピーディに精度の
高 い 解 析 を 実 現し、

薬剤割付・症例登録・
治験薬管理・配送支援

から解析結果の報告

依頼内容に応じて柔軟・正確に

までをフルサポート

実施いたします。

いたします。

統計解析の計画立案

承認申請

開発戦略・薬事コンサルティング／
臨床企画・PMDA 相談支援
開発プランニングから臨床試験計画の策定、
コンサルテーションやプロジェクトマネジメ
ントまでを広く支援いたします。

リスクマネジメント

治験実施中

多くの業務経験を持った
専 門 集 団 が、リスクを徹
底 的に洗い 出し、プロセ
ス構築を支援いたします。

計画

モニタリング

セントラルモニタリング

品質・スピード・生産性・専門

様 々 なシステムを 活 用しなが

性・供給力をフル活用し、オン

ら、試験のリスク状況の確認や

コロジーをはじめ高難易度の治

オンサイトモニタリングのプロ

験にも確実に対応いたします。

セスを選択いたします。
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治験サービス

開発薬事・コンサルテーション・臨床企画・PMDA相談支援
医薬品・再生医療等製品の開発を
基礎
研究

開発計画
立案

非臨床
試験

承認申請・
承認

臨床試験

トータルにサポートします。医薬
上市

品・再生医療等製品の開発初期か
ら、治験実施、承認申請までの様々
な段階において、コンサルティン
グや薬事業務、臨床試験の企画立

薬事コンサルティング
PMDA 相談・行政機関に提出する書類、資料作成などの業務を支援します
開発戦略

承認申請資料

PMDA 相談支援

CTD 作成支援

プロトコル作成支援

eCTD

治験薬概要書作成

申請電子データ関連

プロトコル本体作成
ICF 作成

案や PMDA 相談に係る各種資料
作成、相談内容策定についてご支
援します。
また、日本に拠点を持たない海外
企業等に対して、治験国内管理人
業務も実施しています。

治験国内管理人、
薬事手続き支援（業許可取得、原薬等登録原簿、外国
製造業者認定等）にも対応しております。

治験国内管理人
治験届作成

治験薬管理・配送支援・薬剤割付・症例登録
包装・割付～症例登録・ランダム化～保管配送管理を、ワンストップで正確かつ効率的に実施

製薬会社

包装割付
（ラベリング）
業務
二次包装
GMP 管理下の割付作業
GCP 割付作業

保管配送支援業務

1 柔軟かつ正確な割付を実施

症例登録業務

ご依頼内容を精査・検討し、正確に作業を実施。キーコードにつ
いては置換ブロック・ラテン方格等の作成も可能。静的割付のほ

ベンダー

管理

か動的割付にも対応しており、計画したシミュレーションにより

RTSM

性能を確認したうえで登録システムに実装いたします。
USER

配送指示
Depot

受領登録
医療機関

配送会社
配送
※輸入通関も応相談

症例登録
ランダム化

利用例
・適格性判定・ランダム化
・エマージェンシーキー開示
・自動算出による配送指示
・マニュアルオーダー
・受領状況確認
（温度逸脱 / 紛失 / 破損）
・在庫管理（施設 / デポ）
・在庫アラート
（有効期限 /Lot.）
・依頼書 / 受領書等作成
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2 効率的な供給管理

臨床試験ごとのニーズに対応した登録センターの開設、治験薬配
送指示に関しては製造コスト・配送コスト・人員の負担などを鑑

みたうえで最適なアルゴリズムを提案し、効率的な供給管理を行
います。

治験サービス

モニタリング
品質・スピード・生産性・専門性・供給力が大きな強み。5 つをスムーズに連携させ、高難易度の治験にも確実に対応いたします

1 データ品質の確保

5 国内最大級の
体制を整備

試験の成功のためにデータ品質の確保は第
一条件。全試験での cQMS 実装、当社ナレッ

国内最大規模である 1000 名

品質

ジを活用した品質マネジメントシステム運用

体制を整え、開発リードタイム

で、高品質を担保いたします。

短縮や開発戦略の急な変更に
も対応可能です。グループ会

2 スピーディな新薬提供へ

社のリソース活用により、さら

スピード

開発費増加を防ぎ、スピーディな新薬提供を
目指して、医療機関や EP 綜合 との密な連携
※

なる体制強化を図ります。

供給力

イーピーエスの

のもと、確実性の高いフィージビリティ調査

4 高難易度試験で

強み

と円滑な患者リクルーティングを行います。

豊富な実績

オンコロジー・中枢神経系・再

※ EP 綜合：EPSグループの国内最大規模 SMO

生医療等製品など高い専門性
を 要 する分 野 での 豊 富 な 実

3 柔軟かつ効率的な手法を提案

生産性

開発難度の上昇や、試験計画の複雑化にも確

専門性

績。高難易度試験の実績に応
じて組織力も強まり、さらなる

実に対応し、試験難易度やスケジュールに応

信頼感につながっています。

じた柔軟なリソース計画、効率的なモニタリ
ング手法をご提案いたします。

サービス内容
▶フィージビリティ調査

モニタリング業務における
オンコロジー領域

▶選定業務

実施試験の半数以上がオンコロジー領域であり、

▶各種手順書作成

▶依頼・契約手続き

「
“がん”と言えばイーピーエス」との評価を確立。

▶スタートアップミーティング

550 名を超えるリーダー、CRA が同領域経験者であ

▶関連法規およびプロトコルの

り、すべてのがん種へのカバーが可能です。

遵守確認／進捗管理
▶直接閲覧・照合
▶症例報告書回収・確認
▶モニタリング報告書作成
▶安全性情報収集・提供

EPS
オンコロジー
領域試験

54％

＊

オンコロジー試験経験
モニタリングリーダー

100

名以上

JCROA
オンコロジー
領域試験

約

20％

＊

CRA

450

名以上
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＊2021年 7月末時点
（稼働中 studyでの割合）

＊日本 CRO 協会
2019 年アニュアルレポートより

治験サービス

リスクマネジメント
（QMS）・セントラルモニタリング
各部門との密な連携のもと、専門チームが俯瞰的な立場で未知のリスクに対応し、試験成功へと確実にファシリテートいたします

■リスクマネジメント
（QMS）

サービス内容

RBM

1 最適な戦略の提案

Virtual 治験（DCT）の進展により、モニタリ

ング戦略はより重要に。試験ごとのリスクの
徹底的な洗い出しと的確なアプローチ提案
で、試験成功へと導きます。

2 専門性の高いチーム編成

モニタリング・データマネジメント・統計解析
など各分野のプロフェッショナルでチームを
構成し、バランスが取れたリスク分析を実施

いたします。

リスクマネジメント

モニタリング

・重要なデータ／プロセスの特定
・試験リスク評価／軽減策の検討

・施設リスク評価／軽減策の
検討

・事前に予測したリスクレビュー
（KRIs/QTLs）

・施設リスク評価／軽減策の検討

・データレビュー

・予測できないリスクレビュー

・KRIs/QTLs 設定
・RBM 計画（モニタリング戦略）

セントラルモニタリング

・項目毎／症例レベルの確認

・モニタリング強度の変更

・欠測、不整合、外れ値、予想外の変動
・データの一貫性、完全性など系統的な
異常（統計的中央モニタリング）

■セントラルモニタリング
1 俯瞰的なモニタリング

CRO 業界に先駆けて独立したセントラルモニタ

2 専門チームがファシリテート

リング部門を設け、関係部署へ積極的に関与。

臨床・リスクマネジメント・システムなど各分

3 あらゆる受託形態に対応

様々なシステムを活用し、システム開発業務から

野のスペシャリストたちがチームとなり、各

リスクマネジメントを含めたセントラルモニタリ

試験全体を俯瞰的にモニタリングし、リスクをい

部門との密な連携のもと試験をファシリテー

ング業務まで、あらゆる受託形態のご依頼に対応

ち早く察知します。

トいたします。

いたします。

サービス内容

計画・開始前
モニタリング戦略
の決定

実施中
シグナル
（KRI/QTL 等）
の仕様検討

システム構築

実施後・報告

データ収集
および
アラート発行
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アラートの
妥当性評価

レビュー会議
および
モニタリング活動

リスク分析・
評価・報告

治験サービス

データマネジメント
国内最大規模の体制を整え、不断の取り組みで高い品質を保持。総合的なマネジメントにより、常にベストプラクティスを提案いたします

1 盤石基盤で DCT 等にも対応

サービス内容

国内最大規模の盤石な体制のもと、オンコロジー領域を筆頭に領域・フェーズを問わず豊富

▶ CRF 設計：紙 CRF、eCRF 画面設計

な実績があります。近年では、DCT・バーチャル治験関連の実績も着実に積み上げています。

▶ CDASH 対応：CDASH 準拠の CRF 作成

今後は加速度的に普及が進むことが予想されるため、
さらなる体制づくりに注力しています。

▶データ電子化：紙 CRF、臨床検査値基準値、外部データ（紙媒体）
▶データレビュー：CRF データレビュー、クエリ対応

2 総合的なマネジメントを提供

取り扱うデータ量・求められるスキルへの高まりに比例し、私たちに寄せられる期待もます

ます高まっています。データベース単体の枠に留まらず、試験全体の成功を視野に入れた
俯瞰的かつ合理的なマネジメント力を発揮し、ベストプラクティスを提案いたします。

3 品質保持への不断の取り組み

▶コード化：MedDRA、医薬品データファイル、WHO Drug
▶帳票作成：症例検討会用資料、各種帳票作成
▶ SAS データセット作成：解析用データセット作成
▶システム開発〜運用：EDC、リモート診療システム、eSource など
▶承認申請対応支援：EDC 管理シート作成サポート、適合性調査対応

eSource や CDASH など各種専門チームによるナレッジの蓄積・教育・PDCA サイクルの反
復などにより、常に「最善」を追求します。標準手順のみならず、お客様の意向に応じてカス

▶デバイス管理：レンタルデバイス手配、管理、ヘルプデスク
▶版権代行：eCOA、ePRO のライセンス契約代行サービス

タマイズした手順や最先端ツールの活用により、安定した品質をお約束します。

EPS DM eSource 活用サービス
システム構築〜運用、ヘルプデスク、デバイス管理、版権

DDC

eCOA

（Direct Data Capture）
デバイス管理含む

（ePRO、eClinRO）
版権契約代行・デバイス管理含む

システム
・medrio DDC
・beagle medica
・MICIN MiROHA

etc.

システム
・Medidata Rave eCOA/ePRO
・ViedocMe
・ERT
・SIGNANT HEALTH TrialMax
・SUSMED
・medrio ePRO
etc.

オンライン
診療
システム
・MICIN MiROHA

etc.
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eConsent

デバイス管理含む
システム
・Medidata Rave eConsent
・SIGNANT HEALTH TrialConsent
・medrio eConsent

etc.

ウェアラブル
デバイス
デバイス
・アクチグラフ
・Fitbit


etc.

治験サービス

統計解析

盤石な体制を整え、解析計画の立案と解析処理を実施

1 国内最大級の
リソース

2 一貫対応可能な
高い専門性

3 豊富な実績が

サービス内容

信頼に

▶プロトコル作成支援 

高い専門性を備えているからこ

各種臨床試験の豊富な実績が

り続けるニーズやスピードに対

そ、プロトコル作成支援から、

あります。実績の多さがお客様

応。さらに、グループ会社との

CDISC 標準対応、多様な統計手

の信頼につながり、さらなる引

▶統計解析計画書作成

密な連携のもと、求められるタ

法の実装、薬物動態解析の実

き合いをいただいています。

▶解析用データセット作成、

イミング・戦略に沿った確実な

施、解析結果の報告まで、一連

サービスを提供いたします。

の業務に対応可能です。

1 豊富な経験を
ナレッジに

したデータセット作成、

（統計関連部分、目標症

国内最大級の体制を整え、高ま

メディカルライティング

▶ CDISC 標準標準に準拠
メタデータ作成

例数設定など）

帳票作成、仕様書作成

▶薬物動態解析
▶中間解析の検討・実施
▶申請資料作成のための
統計解析
▶生物統計コンサルティング

豊富な経験と知識をフル活用し、迅速な承認取得を実現

2 迅速な承認取得に
貢献

3 人材採用・育成に

サービス内容

注力

▶各種書類、報告書、申請書類の

医薬品の開発から申請までの薬

各種の規制やガイドラインの知識

スキルを備えた人材を積極的に採

事ライティング全般をサポート

習得、統計解析部門との連携、画一

用するとともに、独自の専門教育プ

してきた実績と経験をナレッジ

的なプロセスによる品質管理体制

ログラムより継続的な研修を実施

としてチーム全体で共有し、常

づくりを徹底させ、読みやすく高品

しています。チームが一丸となって

にブラッシュアップ。さらなる

質な申請資料をスピーディに作成。

業務にあたることで、確かな品質と

実績の礎としています。

迅速な承認取得に貢献いたします。

スピード維持に努めています。

臨床評価運営サービス

専門部署が関係部門と連携し

メディカルライティング

情報のファイアーウォールを適切に機能させます

国内トップクラスの実績

独立委員会／評価の実績を活かしたサポート

画像評価に関連する業務をフルサポート

データモニタリング委員会事務局業務

中央評価支援サービス

画像評価支援業務

サービス内容
▶ DMC 設置から運営まで、
必要な業務をトータルに支援します。

サービス内容

サービス内容

▶評価医の選定調査・契約支援、手順書作成、

▶イメージング CROと連携して、医用画

評価支援、評価結果のデータ化まで、評価

像評価に必要な業務をトータルに支援

委員会業務をフルサポートいたします。

します。
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製造販売後調査

サービス

レジストリ構築相談、
構築支援、運用支援

データベース研究・調査

医療業界へのさらなる貢献のため、

データベース活用ニーズに素早く

いち早くレジストリ領域へ。AMED

対応し、専門チームを創設。研究・

「難病プラットフォーム」へも CRO

調査、さらに治験までの網羅を目指

から唯一参画しています。

複雑化する調査手法や顧客ニーズにしっかり対応し、製造販売

します。

後調査の計画から一貫したサービスを提供いたします。さら
に、レジストリやデータベース研究・調査などの専門部隊を立
ち上げ、医療業界への一層の貢献を目指します。

安全性情報対応
調 査開始

前

グ業 務
サルティン
PMSコン

GPSP・
GVP-SOP
作成業務

リスクマネジメント
計画書作成
最新の規制に則り、科学的

英語力を有する人材が国内外

モニタリング

難しい事象は、医学専門家がコ

ング手法にて、契約締結～症例

モニタリング
業務

ンサルティングを行います。

登録／データ入力促進等～終

実施計画書
作成支援
業務

RMP作成
支援業務

業務をフルサポートし、判断の

柔軟なリソース計画とモニタリ

了手続きまで、効率的なモニタ
リングを行います。

統計
解析業務

DM
業務

施設契約書
作成業務

業
自己点検

かつ効率よいリスク管理計

製造販売

画を提案し、開発～市販後
への一環した安全対策を支

メディカル
ライティング
業務

務

後調 査

援します。

データマネジメント

統計解析

メディカルライティング

国内屈指の体制で、調査の全工程に

統計解析の計画から実施、結果

各種書類を高品質かつ迅速に

関与し、リスクを予見したアクション

報告まで一貫して対応します。

作成し、調査計画に関するコン

で、調査の品質向上・スピードアップ

サルテーションなどにも、柔軟

を実現します。

に対応いたします。
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製造販売後調査サービス

リスクマネジメント計画書作成
先々のリスクを踏まえ、一貫した安全対策を支援

1 専門チームが一連を担当

安全性情報担当者、メディカルドクター、疫学担当者、CTD
作成チーム、製造販売後調査担当者、指示作成担当者等か

2 当局対応を踏まえた対応

サービス内容

当局との申請前の相談や対応を見据え、フレキシ

▶提出版の RMP 案作成

ブルかつ、きめ細やかな提案を行います。

▶ RMP の定期的見直し

らなる検討チームが先々のリスクを踏まえ、医薬品リスク
管理計画書（RMP）案作成までを一貫して対応いたします。

市販後の資材作成
添付文書やインタビューフォーム等、
新規作成・改訂をフルサポートします

1 高い専門性ゆえのクオリティ

2 付加価値ある提案

サービス内容

お客様のニーズを踏まえた手順やスケジュールの

▶添付文書

置し、治験～市販後の経験を活かして資材作成を

提案、薬剤や疾患特性など根拠に基づいた原稿作

▶患者向医薬品ガイド

行います。

成を行います。

▶インタビューフォーム など

医薬系のバックグラウンドを有するスタッフを配

モニタリング

より確実に、より効率的にゴールまで導きます

ニーズに応じてリソース計画及び効率的なモニタリ
ング手法をご提案し、施設の契約締結～症例登録促
進等～終了手続きまで切れ目なくサポートします。

豊富な受託実績を基に、ご要望に合わせた最適なモニタリング方法

サービス内容

をご提案（部分的な業務も柔軟に対応可）

▶モニタリング
▶契約書作成・調査費支払い業務

一部施設（地域）

業務効率・時間短縮・コスト削減を意識した MS/MR

・登録や調査票固定が
遅延している施設

協業モデルも提案可能です。

・MR 様支店から遠い施設 等

要件調査

契約締結

調査準備

症例登録促進

開始時ガイダンス／
EDC 入力説明等

入力・回収促進／
クエリー対応

リモートモニタリングを活用し、最短で円滑な業務と回収率 UP に向けた活動を実現
15

一部業務
・調査打診から契約締結まで

・登録促進のみ、
調査票回収のみ 等

終了手続き

製造販売後調査サービス

データマネジメント

統計解析

多面的支援を可能にする豊富なリソースと体制づくり

盤石な体制を整え、解析計画の立案と解析処理を実施

1

調査の全工程を主導

1

調査の全工程に関与し、先々のリスク予見と先回りのアクションにより、調査の品質
向上と早期遂行に寄与。製薬会社・医療機関・システムベンダーなどとの協業を主導

2
3

豊富なリソースで多面的支援

統計解析手法の多様化や手順の複雑化に伴い、それらの信頼性の保証を担う私たちの責
務もより重大に。国内最大級の人員体制を整え、着実・正確に任務を全ういたします。

し、お客様の負担を軽減いたします。

密な連携でシナジーを最大化

責務遂行を果たす体制づくり

2

豊富な実績
医薬品・医療機器・再生医療等製品等、幅広い分野で業務を受託しております。適合性調
査への参加・PMDA への照会事項等の対応も行っております。

他部門との密な連携を行い、調査の品質向上とスピーディな対応を実現いたします。

3

過去 5 年で手掛けた調査は約 150 件。さらに、100 名超のメンバーのうち半数以上が
5 年以上の DM 経験者であり様々なご要望に対して多面的な支援を実行いたします。

上流工程からの豊富な経験
プロトコル作成支援から解析結果の報告までにわたる一連の業務で、豊富な経験と実績
があります。昨今では、プロトコル作成支援からのご依頼が大きく伸びています。

サービス内容

サービス内容

▶ PMS に関わる登録・データマネジメント業務全般

▶プロトコル作成支援

▶統計解析計画書作成

▶解析用データセット、帳票、各種仕様書作成 など

▶ CRF 設計～適合性調査対応支援 など

メディカルライティング

安全性情報対応

部門間連携と継続的な人材育成で品質を保証

経験豊富な専門スタッフが迅速かつ的確にサポートします

1

1

豊富な経験と蓄積したノウハウを有し、報告書の記載方針のご提案が可能です。ま

国内外の各種情報源から

品質保証への細やかな配慮

得た安全性情報をデータ
ベースに 入 力し、一 次 評

正確で読みやすい資料を作成し、体系的な管理手法による点検で品質を保証します。

価。必要に応じて医療機


有害事象報告書等（国内症例）
を提出
入力、一次評価、翻訳
再調査（案）作成

部門間連携で品質向上を

CIOMSⅠ報告書を納品
一次評価（案）を納品

（ 案 ）を 作 成いたします。

再調査（案）を納品

英語力のある担当者が、国
内はもちろん海外業務もフ

他部門との連携を積極的かつ自立的に実施することで文書作成の効率化及び品質向

ルサポートいたします。

上に貢献します。

4

CIOMSⅠ等（海外症例）を提出

提出

体での用語統一など、細かな部分への配慮も行き届いています。

関やPMDAなどへの報告書

イーピーエス

ＰＭＤＡ

た、製造販売後調査等の調査計画に関するコンサルティングが可能です。

同一部署で通常～追加の安全性監視活動に関する報告書の作成を行うため、文書全

3

国内外業務を
フルサポート

お客様

2

熟練チームならではの対応力

継続的な人材育成

2

各種疾患領域における幅広い専門知識と、経験豊富なライター陣が業務にあたりま
す。専門教育プログラムにより継続的な成長支援を行っています。

PMDA 報告書（案）作成
（該当項目入力）

PMDA 報告書（案）を納品

医学専門家に
よるコンサル

判断の難しい有害事象報告については、イーピーエスの医学専門家や外部医学専門家が
コンサルティングを提供しますので、安心してお任せいただけます。

サービス内容
▶ PMSに関する実施計画書、安全性定期報告書、調査結果報告書、再審査申請資料等の作成
▶論文、学会発表資料等の作成 など
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製造販売後調査サービス

データベース研究・調査

専門チームが、計画から報告までフルサポートいたします

1 他社に先駆け専門部門を設立

サービス内容
▶データベース研究・調査に関わる業務全般

データベース活用ニーズにいち早く対応し、CRO 各社に先駆けて専門部門を

・データベース事業者との契約支援
・計画策定支援（コンサルテーション）
・プロトコル案作成支援

創設。多種多様かつ制約も様々なデータベースから必要データを的確にピッ
クアップし、適切に活用しています。スムーズな研究・調査をお約束します。

2 専門家による多角的な検討

Protocol
/ Statistical Analysis Plan

解析メンバーを中心に、プログラミング、生物統計、データベース研究、薬剤
疫学研究、医学・薬学など広域な分野から専門家を集めてチームを結成。多

Data Handling

角的な視点から検討を行い、確実な成果へと結びつけます。

3 上流工程からの実績多数

Statistical Analysis

実治療法の追求、副作用等発現状況の分析、疫学的な調査・研究など実績多
数。計画策定支援・プロトコル案作成支援からのご依頼の多さは、お客様か

Report / Paper

らの厚い信頼の表れでもあります。今後は治験までのカバーを目指します。

?
?
?
?

・集計・統計解析
・調査・研究結果報告

生物統計

医学・薬学

DB 専門チーム

薬剤疫学

プログラミング

メディカル
ライティング

レジストリ構築相談、構築支援、運用支援
AMED 等との共同研究機関として培ったノウハウを実運用へと活用し、さらなる医療の発展に貢献いたします

1 未来へ向けた活動にも注力

サービス内容

AMED 研究事業の共同研究機関として培ったノウハウを活かし、アカ

レジストリ構築相談
・研究実施体制、方法（データ収集フロー等）のコンサルティング
・不明点、疑問点等に対して実績を踏まえたコンサルティング
・企業との連携を見据えたレジストリ研究構築のコンサルティング

デミアのレジストリ構築や臨床研究を支援するほか、レジストリデータ
のエビデンス創出研究、製造販売後調査への活用など未来へつなぐ活
動にも注力いたします。

多様な研究方式があり、医療改革のひとつとしても高い期待が寄せられる

レジストリ。各研究のニーズを掌握したレジストリ構築・運用支援ととも
に、既存のデータベースやカルテなども交えた研究活用支援も行います。

Registry

2 時代の流れに即した支援

3 医療のさらなる発展へ寄与

レジストリ保有者であるアカデミアと製薬企業の橋渡しはもちろん、レ

構築支援
・研究開始までのスケジュール・業務進捗の管理
・研究プロトコル／研究同意説明文書、手順書、調査票、EDC画面の作成支援
・EPSグループ各社と連携したEDC 構築支援
運用支援
・事務局業務支援（進捗管理、アカウント管理等）
・DM 業務支援（データ入力、クエリ対応等）
・企業がねらうPotentialニーズへのアプローチ支援、企業との調整、面談同席
企業活用支援
・レジストリ保有者であるアカデミアとの連携・調整
・承認申請・再審査申請等の支援

ジストリデータの承認申請等への活用までをフルサポートし、新たなビ
ジネスモデルの展開や医療の発展に貢献していきます。
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レジストリDB

