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教育セミナー：Auditor Skills Seminar 開催のご案内  

 
謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、日本 QA 研究会 国際委員会では、「GLP Auditor Skills Seminar」及び「GCP Auditor Skills 

Seminar」を下記要領にて開催いたします。 

本セミナーでは、監査計画立案から準備、監査の実施、報告書作成、そしてフォローアップまで

の一連のプロセスを通して、グローバル QM 監査、ISO 監査の考え方をロールプレイ（海外での監

査を想定した模擬体験、英語による監査コミュニケーション）、グループワークを通して体験する

ことができます。 

本会会員の皆様をはじめ、法人登録されている会社の非会員の方もご受講が可能です。多くの皆

様のご参加をお待ち申し上げております。 

謹白 

記 

 開催日程及び定員： 

「GCP Auditor Skills Seminar」定員 24 名 
：2015 年 3 月 16 日（月）13:00 ～ 17:00、17 日（火）9:00 ～ 17:00 

「GLP Auditor Skills Seminar」定員 24 名 
：2015 年 3 月 18 日（水）13:00 ～ 17:00、19 日（木）9:00 ～ 17:00 

 

 会 場：日本 QA 研究会会議室（東京・三田） 
 

 ご連絡事項： 

＊テキストは、受講者全員持参必須とします。各自ご準備をお願いします。 
テキスト：『対訳 ISO 19011:2011(JIS Q 19011:2012)マネジメントシステム監査のための指針』 

出版社:日本規格協会; ポケット版(2012/06) 

＊講師によるレクチャーは英語で行われます。 

＊グループワークは日本語、グループワーク発表は英語、配付資料は英語となります。 

＊本セミナーには通訳はつきません。 

＊各セミナーは、8 名 3 グループで行うグループワークを含みます 

＊各セミナー（GLP、GCP）の教材は基本同じものを使用。ロールプレイやディスカッション

のテーマ等はそれぞれの業務に応じたもので実施する予定です。 

＊受講者には本会より受講証が発行されます。 
 

 講 師：Dr. Andrew Waddell 元BARQA（現RQA）会長 
現在、TMQA（QAコンサルタント会社）ディレクター。 
エディンバラ大学 医学部で教鞭をとった後、CRO Inveresk ResearchのQuality ＆ Training Head
を歴任。監査経験（30年以上）、BARQA、RQAでの教育指導（15年）。2010年に本会年会及び

2011年には3rd GQACで講演。 



 受講対象者： 

① 本会会員（GLP 部会員、GCP 部会員、製造販売後部会） 

② 非会員（本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） 
 

 受 講 料：25,000 円（会員・非会員同じ） 

＊配布資料代、2 日目昼食代含む。宿泊費は含みません。 
 

 受講申し込み： 

・Web でのオンライン入力によるお申し込みとなります（先着順） 

・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いたします。 

・お申し込みは、どちらか一方のセミナーのみとなり、両方の受講はできません。 

・いずれも申し込み及び受講料振込期限は 2015 年 2 月 20 日（金）までとさせて頂きます。 
 

 会員先行申し込み：2015 年 1 月 26 日（月）～ 申し込み開始 

日本 QA 研究会 Web サイトの登録会員向けユーティリティー「イベント参加申し込み」か

ら申し込みを行ってください。会員の方には、受講申し込み完了メールは届きません。 

登録会員向けユーティリティーにて、申し込みが完了したことを確認してください。 
 

 非会員申し込み：2015 年 1 月 30 日（金）～ お申し込み開始 

日本 QA 研究会から会員の方に配信されるメールに従い、申し込みを行ってください。 

非会員の方には、受講申し込み完了メールが届きます。受講申し込みが完了したことをメ

ールにて確認してください。 
 

 申し込み締切： 2015 年 2 月 20 日（金）まで 
 

 振込み方法： 

1．振込手数料は申し込み者のご負担です。 

2．振込先：郵便振替 口座番号： 00100-2-633904 

加入者名：一般社団法人日本 QA 研究会 

3．ご依頼人（振込人）欄に必ず法人名をご記載ください。 

4．通信欄には必ず以下の事項をご記載ください。 

① 参加者氏名（全員）と会員・非会員の別 

② 連絡先電話番号 

5．領収書は、セミナー当日受付時にお渡し致します。 
 

 振込み期限： 2015 年 2 月 20 日（金）まで 
 

 キャンセル規定： 

・やむを得ず受講をキャンセルする場合には、2 月 20 日（金）までに、お申し込み者ご本人に

て、キャンセルの手続きを行ってください。 

会員  登録会員向けユーティリティーからお手続きをしてください。 

非会員 受付確認メールに記載されているキャンセル用 URL よりお手続きをしてください。 

・受講料はお振込み後であればご返金いたしますが、ご返金のための振込み手数料（1,000 円） 

は差し引かせていただきますのでご了承ください。 



・2 月 20 日（金）以降にキャンセルの場合、受講料の全額を申し受けます。ご了承ください。 

この場合、JSQA 事務局までメール（jimukyoku@jsqa.com）までご連絡くださいますようお願 

い致します。 
 
 事前配付資料： 

2 月 23 日（月）以降、事前配付資料の準備が整い次第、入金確認が取れました方から、セミ 

ナー資料（英文）を電子メールにてお送りいたします。 
 
 
 
【セミナースケジュール】 
 
 Day1 

Start End 
 

Item # (Above) 

13:00 13:15 Introduction 1, 2 
13:15 14:00 Background to Audit and ISO 19011 3, 4 
14:00 14:30 Presentation - Audit preparation 5 
14:30 15:00 Presentation - Audit initiation 6 
15:00 15:15 Break  
15:15 16:15 Team Activity - Audit Initiation 7 
16:15 17:00 Presentation - Conducting the Audit 8 

 
 
 Day2 

Start End 
 

Item # (Above) 
09:00 09:15 Reflection on Day 1 9 
09:15 10:00 Team Activity - Preparing for the Audit 10 
10:00 10:45 Activity - Auditing the Data 11 
10:45 11:00 Break  
11:00 11:30 Presentation - Closing Meeting 12 
11:30 12:15 Team Activity - agreeing audit findings 13 
12:15 12:45 Role play - Closing Meeting 14 or 15 
12:45 13:30 Lunch  
13:30 14:15 Presentation - Audit Reports 16 
14:15 15:30 Team activity - review of audit reports 17 
15:30 15:45 Break  
15:45 16:15 Presentation - Audit follow-up 18 
16:15 16:45 Questions and Discussion 19 
16:45 17:00 Close of course  
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【GCP Auditor Skills Seminar】 

1 日目：2015 年 3 月 16 日（月）13:00 ～ 17:00 講師によるプレゼンテーション等 

2 日目：2015 年 3 月 17 日（火） 9:00 ～ 17:00 グループワーク 

（ディスカッション、ロールプレイ、プレゼンテーション等） 

The purpose of the seminar is to: 
・Examine the International Standard for audit conduct and how this applies to GCP audits; 
・Give experience of auditing materials in the English Language; 
・Provide understanding of GCP audits in Europe.  
The seminar will examine the life-cycle of an audit through planning, preparation, conduct, analysis, 
preparation of findings and reporting of the audit. Additionally there will be a presentation on the 
current requirements for GCP audits in Europe and the introduction of the new European Clinical Trial 
Regulations in 2016. 
 

 

【GLP Auditor Skills Seminar】 
1 日目：2015 年 3 月 18 日（水）13:00 ～ 17:00 講師によるプレゼンテーション等 

2 日目：2015 年 3 月 19 日（木） 9:00 ～ 17:00 グループワーク 

（ディスカッション、ロールプレイ、プレゼンテーション等） 

The purpose of the seminar is to: 
・Examine the International Standard for audit conduct and how this applies to GLP audits; 
・Give experience of auditing materials in the English Language; 
・Provide understanding of GLP audits in Europe. 
The seminar will examine the life-cycle of an audit through planning, preparation, conduct, analysis, 
preparation of findings and reporting of the audit. Additionally there will be a presentation on the 
current requirements for GLP audits in Europe and the application of GLP-like standards to 
non-regulatory studies. 

 
 

 本件問合わせ先：一般社団法人日本QA研究会 事務局  

E-mail: jimukyoku@jsqa.com 

Tel：03-6435-2118  

〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル6階 

 

以上 
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