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医薬品情報管理システムの刷新で添付文書を
起点にしたドキュメントの一元管理体制を構築

信頼性保証室
医薬情報部 GVP 課
髙野 智司 課長

キョーリン製薬グループでは、2003年から約8年間利用してきた添付文書を含
む医薬品情報管理システムのリニューアルを実施しました。富士フイルムグロー
バルグラフィックシステムズは、
リニューアル前のシステムで添付文書の組版部
分を担当していましたが、
リニューアルにあたって《添文x-Magic》を提案し、採
用いただきました。
今回は、
キョーリン製薬グループにおいて医薬品事業等を担っている杏林製薬
株式会社 信頼性保証室 医薬情報部 GVP課 髙野 智司課長にシステム
リニューアルの経緯、《添文x-Magic》採用の理由や効果についてお伺いし
ました。
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的使命を遂行します。
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