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新薬開発会社
薬事戦略・開発戦略コンサルティング
コアメッドは薬事戦略・開発戦略コンサルティング会社です。薬事・CMC・非臨床・臨床開発の各専門ス
タッフが、医薬品の開発早期から承認取得までのすべてのステージにおける開発業務を支援します。

コアメッドの業務概要
医薬品開発に関する以下の業務
•

薬事戦略及び承認申請戦略立
案・評価・助言

•

臨床開発戦略立案・評価・助言

•

非臨床開発戦略立案・評価・
助言

＜日本では・・・＞

＜米国では・・・＞

承認取得を目標とし、申請に必要な非臨床

米国における医薬品開発開始から臨床試験

及び臨床データ・パッケージを立案・評価・

実施、承認申請までの開発業務を支援し、
ま

助言を行います。

た規制関連資料を作成します。

すでに取得したデータや資料が、
日本の承

FDAとの各種開発・治験相談、折衝等を

認要件を満たすものであるかについて、
ギャ

United States Agent（US Agent: 米国代理

ップ分析・評価を行います。

人）
を指名して行います。

新薬導入・導出時の研究開発適正評価

•

物理化学・製造及び品質試験
の立案・評価・助言

（R&D Due Diligence）
を行います。
治験相談資料、
オーファンドラッグ指定申請

主要EU諸国における医薬品開発早期から

資料等の薬事関連資料を評価及び作成し、

臨床試験実施までの開発業務を支援します。

規制当局との折衝なども行います。

治験実施のためのCTA (Clinical Trial

全モジュールのCTD（eCTD）
を含む承認申請

•

•

•

＜ヨーロッパでは・・・＞

Application)に必要な資料(IMPD等）
を作成
し、Legal Representativeを通じて申請しま

承認申請資料を含む各種資料
作成・評価・助言

資料を作成します。

日・米・欧三極規制当局との折
衝及び各種相談業務の企画・
評価・助言及び規制情報収集・
分析

＜アジアでは・・・＞

より輸出する際に必要なAuditを含め必要な

アジア諸国の医薬品開発に関する各種規制

手続きを行います。

関連資料の作成及び規制情報の収集・分析

CROの選定・管理を行い、計画された臨床試

をします。

験を実施します。

グローバル開発企画・評価・
助言

す。
QP (Qualified Person)を置き、治験薬を日本

”コアメッドは、新薬の開発全ステージをカバーする、我が国で唯一、最大かつ最高の
評価を得ているグローバル薬事戦略・開発戦略コンサルティング会社です。”
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CoreMed's Consulting
薬事戦略・開発戦略企画
コアメッドは 、基本戦略を尊重し、確実かつ早期に承認取得する

ための最適な薬事・開発戦略を立案します。欧米及びアジアの
市場も視野に入れたグローバルな薬事・開発戦略を立てなけれ
ばなりません。
コアメッドの有する日・米・欧及びアジアにおける
薬事コンサルティング・ネットワークを総動員し戦略立案を行い
ます。
＜薬事全般＞
•
日・米・欧三極を包含する統合薬事開発戦略
•
開発戦略・戦術の薬事面からのギャップ分析・評価
•
承認申請書及び申請資料(CTD, eCTD等）の整備・評価・作成
•
オーファンドラッグ指定申請相談・分析調査・戦略企画及び
資料の作成
•
日・米・欧三極規制当局との規制・開発ガイダンス
（開発相
談）の実施支援
•
製品導入時及び承認申請時の薬事的観点からのDue
Diligenceの実施
•
薬事上のAuditの実施
＜薬事規制調査・分析・評価＞
•
薬事的視点からのギャップ分析及びFeasiblity Studyの実施
•
日・米・欧三極における薬事規制調査
＜承認申請、
ガイダンス面談及び各種申請等届出＞
•
承認申請戦略企画作成・評価及び助言
•
承認申請資料(CTD, eCTD等)作成・申請各国規制当局とのガ
イダンス面談(PMDA,FDA,EMEA等）の準備・資料作成・実施
•
オーファンドラッグ戦略企画・助言・申請

物理化学、製造及び品質管理(CMC)
コアメッドは 、製造（原薬、製剤）
、物理的化学的試験及び規格・
安定性試験など、品質に係る各国規制当局が承認審査上要求す
る規制要件に即したデータのギャップ分析・評価を行い、
またこ
れら資料の作成を行います。近年、技術の急速な発展に伴って、
製剤研究・製造工程・分析手法はより複雑化になってきています。
コアメッドでは従来の化学合成品のみならずバイオ医薬品など
の生物由来製品や再生医療等製品における経験も豊富に有して
います。
•

物理的化学的性質及び製造・品質に関する資料のギャップ
分析・整備・評価・助言・作成

•

規格の設定及び試験方法並びに安定性試験に関するデー
タのギャップ分析・評価・助言及び資料の作成

•

承認申請資料(CTD/eCTD Module 2.3 & 3)のギャップ分析及
び作成

•

新薬の品質(CMC)に関するDue Diligenceの実施
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非臨床開発戦略

ICHにより日・米・欧の非臨床試験に関する実施基準や試験方法、
さらには試験報告書や申請資料(CTD/eCTD)の作成基準も多くは
統一されてきています。
しかしながら、未だ各国の規制当局間で
は細部にわたる諸要件や審査基準は異なります。初めてヒトにお
ける臨床試験を科学的・倫理的に妥当と判断する際の根拠とな
るデータは非臨床試験により提供されます。
これら非臨床試験は
薬剤の特性、予定される効能・効果などにより異なり、
また実施す
る臨床試験のフェーズによっても異なります。
コアメッドでは我が国規制要件はもとよりFDAやEMEAなどの規
制要件と承認情報に基づき非臨床開発戦略を評価・分析し、実
施計画を立てます。実施必須試験項目の提示、
プロトコールの作
成・評価・助言、最適な試験実施機関の選択・管理、試験実施報
告書及びCTD(Module 2.4, 2.6, & 4)の評価・作成、申請後の照会
事項の対応等を行い、承認取得を確実にします。
• 非臨床データパッケージの策定・評価分析
• ギャップ分析・評価
• 試験プロトコールの作成評価
• 実施施設選定・評価・管理・監査
• 治験実施前相談、申請前相談等の戦術策定、資料作成・助
言及び出席
• GLPに関する助言
• 承認申請資料(CTD/eCTD M2.4, 2.6, & 4)の作成・評価・助言

臨床開発戦略

外国臨床データの利用はもとより日本を含むグローバル試験の
実施が益々重要になっています。外国臨床データをいかに日本人
に外挿するかの議論は必ずしも容易ではありません。
コアメッドは
外国臨床データを最大限活用し、最小限の国内臨床データをもと
にした臨床データパッケージを提案します。
一方、
アジア諸国の薬事法や各種規制が整備されるにつれ、
アジ
アを含めた、
日・米・欧・亜におけるグローバル臨床開発が注目さ
れ、欧米の製薬会社は積極的にアジアにおける臨床試験を行うよ
うになってきました。
コアメッドは、豊富な臨床戦略コンサルティングの経験を生かし、
アジアを含めたグローバルな臨床戦略の構築を行います。
•
臨床開発戦略の構築・評価分析・助言
•
日・米・欧三極の規制当局との開発・治験・申請相談の戦略策
定・準備・資料作成・実施
•
各フェーズの臨床試験プロトコールの作成・評価分析
•
オーファン・ドラッグ指定申請に係る事前相談、基礎調査、相
談資料作成・評価分析・助言
•
臨床試験マネジメント
（CRO選定・管理、Audit等）
•
GCPに関する助言及び監査の実施
•
承認申請資料（CTD/eCTD M2.5, 2.7, & 5)の作成・ギャップ分
析・評価
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CoreMed's Project Overlook
日本において医薬品の開発及び製造販売承認を取得しようとする
外国製薬会社、バイオ製薬会社及びベンチャー企業に対して、薬事
戦略及び開発戦略をコンサルティングする会社が、1998年3月大
阪に誕生しました。当時、会社組織として医療用の新薬を対象とし
た薬事・開発戦略コンサルティング会社は存在しませんでした。

CTD(Common Technical
Documents)の評価・作成
コアメッドでは、CTDモジュール
のすべて(M1 - M5)を受領した
報告書及び関係資料をもとに
作成します。 また、世界標準
の eCTD を(株）
デジタルメディ
アシステムとのコラボレーショ
ンにより作成します。
また、既に
作成されたCTDの評価を行い
ます。 海外申請用のCTDをも
とにした日本申請用CTD作成
に当たっては、単なる翻訳CTD
は当局に受け入れらず、
コアメ
ッドでは、
日本の作成要件に則
り、
ギャップ分析も行い、必要
に応じて報告書等に立ち戻り
作成します。
生物由来製品・再生医療等
製品
ワクチン、バイオテクノロジー
応用医薬品や再生医療等製品
などの生物由来製品は化学品
とは規制要件や取扱いが異な
ります。 コアメッドはCMC、非
臨床・非臨床試験及び申請手
続き上の豊富な経験を有して
います。
治験国内管理人
コアメッドは外国製薬会社が
日本において臨床試験を実施
するとき、治験国内管理人と
して規制当局とのリエゾンと
もなり、治験実施計画書の作
成・申請を行います。 またス
ムーズな臨床試験の実施のた
め、CROの選定・助言及び管
理・監督を行います。

治験に関わる対面助言（治験
相談・簡易相談）、申請後の照
会事項対応
治験中から申請・承認までに
行われる各種相談や照会事項
の対応などに対して、様々な製
品・製剤・適応症についての豊
富な経験をもとに、
より確実か
つ早期の承認取得を目指し、
戦術企画立案及び資料作成を
行います。

それから17年。未だに医薬品について、開発早期の段階から承認
取得までをカバーする戦略コンサルティング会社は存在しません。
コアメッドは、
日本では、唯一、最大規模の、そして最も高い評価を
得ているコンサルティング会社です。

希少疾病用医薬品（オーファン
ドラッグ）の指定申請
日本のオーファンドラッグ指定
要件は、単に対象患者数や医
療上の必要性のみならず、開発
の可能性の有無が指定審査上
重要な要素です。 コアメッド
では豊富な経験をもとに、資料
評価・分析、指定の可能性の検
証、指定申請相談、手続き及び
申請資料の作成を行います。

US Agent (Unites States agent)

米国FDAは、国外の製薬会社
が直接米国内において、医薬
品の開発及び治験薬の輸入並
びに販売等を行う場合、米国
代理人（US Agent)を置くこと
を法律で定めています。 コア
メッドでは、米国のRegulatory
Consulting FirmであるB&H
Consulting がUS Agentとして
FDAのリエゾンを務めます。

Legal Representative (LR)

外国製造業者認定
外国医薬品製造業者は、国内
製造業者と同じく、行政当局の
許認可（外国製造業者認定）
を
受けることができます。 コアメ
ッドでは、許可申請の手続き、
申請資料の作成等の豊富な経
験を有しています。

原薬等登録原簿(MF)
コアメッドでは、国内外の原薬
等製造業者の行う原薬等登録
原簿申請についてコンサルティ
ング及び資料作成を行います。
特に海外の原薬等製造業者
に対しては、原薬等国内管理人
として手続きを行います。

GMP適合性調査
承認申請時及び定期のGMP適
合性調査のサポートをします。

欧・米・亜の各種薬事資料
コアメッドでは、各国の作成要
領に準拠した以下の薬事資料
を作成します。
•
•
•
•

欧州CTA資料（IMPD等）
FDA Pre-IND、IND及びNDA
資料
治験実施申請書（アジア
各国）
規制当局の各種薬事相
談資料

EU域内において外国企業が
臨床試験を実施しようとする
場合、EUの法律により、EU域
内に法定代理人を置かなけれ
ばなりません。 LRは外国スポ
ンサーの法定代理人として、治
験実施申請、安全性管理、有害
事象報告、SUSARs (Suspected
Unexpected Serious Adverse
Reactions)報告、ASE (Annual
Safety Reports)の提出、規制
当局のリエゾン等を行います。
コアメッドでは、Dr. Regenold
GmbH (Germany, UK)と提携
し、
この業務を行っています。

Qualified Person (QP)

EU域内において臨床試験を行
う場合、治験薬は欧州GMPに
準拠して製造され、QPによる
承認が必要です。 QPは治験
薬製造にかかわる施設の査察
及び製品の規格・品質保証に
わたる全責任を持ちます。 コ
アメッドでは、QP資格者である
Biotec Services International
(UK) と提携しこの業務を行って
います。

CoreMed-J

CoreMed Corporation 						

Regulatory and Development Strategy Consulting

コアメッド会社概要
社名：

設立：

本社：

コアメッド株式会社 （英文：CoreMed Corporation)

C o r e M e d

1998年3月16日

大阪市中央区北浜二丁目1番21号（つねなりビル3階）
     (TEL）
06-6221-1352 (FAX)06-6221-1357

東京オフィス：
東京都中央区日本橋本町四丁目8番17号（KN日本橋ビル2階）
     (TEL)03-5205-2757 (FAX)03-5205-2758

会員等：
大阪医薬品協会

TOPRA (The Organisation for
Professionals in Regulatory Affairs)
DIA (Drug Information
Association)

代表者： 代表取締役社長 田村昌美
会長：
組織：

越智俊則

薬事部門
CMC部門
非臨床開発部門
臨床開発部門
開発戦略企画部門

薬事アドバイザー：
平井俊樹 (元厚生省医薬安全局審査管理課長）
医学顧問：
正岡徹（元大阪成人病センター病院長、現同センター顧問）

主要業務：
医薬品に関する以下のコンサルティング業務
•

薬事（開発・薬制）

•

非臨床及び臨床開発

•

物理化学、製造及び品質
（CMC）

•

製造販売承認申請

•

オーファンドラッグ指定申請

•

治験相談

•

承認申請関連資料の作成・評価

•

欧・米・アジアにおける医薬品薬事・開発
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お問い合わせ
inform@coremed.co.jp
+81 (0) 6 6221 1352

www.coremed.co.jp

