コスト効率性の高い医薬品臨床開発への
ソリューション－ ヨーロッパにおける
プロジェクトの統括と業務管理に対する
コンサルティングサービス
PPH plus のミッション

PPH plus GmbH & Co. KG

私たちは世界中の製薬、医療機器およびバイオテクノロジー企

Altenhöferallee 3

業が行う臨床試験プログラムへ、最先端の業務管理に関するコ 60438 Frankfurt am Main
ンサルティングとプロジェクトの統括管理を提供します。

Germany

私たちは医薬品開発の複雑な課題に対し、熱意のある最高の

Phone +49 (0)69 5870035-0

顧客サービスを盛り込み、実際的かつ直接的方法で真摯に取り Fax
組みます。

+49 (0)69 5870035-29

info@pph-plus.com
www.pph-plus.com

PPH plus のサービスについてのお問い合わせや、新たな業務提
携に関するお問い合わせは以下にご連絡ください：
Dr. Johanna Schenk, Managing Director & COO at
johanna.schenk@pph-plus.com
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貴社の医薬品開発立案者として－提
供サービス
PPH plus は 臨床開発プロジェクトや開発プログラムの実施

に対し､実務とコンサルティングサービスを提供します。
まと

めますと PPH plus は顧客のご要望に対し、
あらゆる専門知識

と技術を結集し、フェーズIからフェーズIVまですべての臨床
試験実施の総括的責務を果たします。

プロジェクト統括   PPH plus のプロジェクトリーダーは卓越し

たプロジェクトマネジメント能力でプロジェクトチームメンバー
を活性化し、成果を上げます。
医学統括 弊社の医師は臨床開発の基本を熟知しております。
医学的な調整や医学的アドバイスを提供するとともに、臨床試

験のメディカルモニタリングについて見識ある、献身的なサービ
スを提供します。

プロジェクト統括とリスクベースの試験管理 PPH plus は試験

の主要なアウトカムをターゲットとしてその主要なリスク監視に
焦点を当てることでモニタリングの効率を上げ、
スタディマネジ

メントをさらに上のレベルに引き上げます。
プロジェクト統括とリスクマネジメントの教育 PPH plus は顧
客の要望に沿って効率的な独自の教育訓練サービスを提供し

ます。
生産性の最適化 PPH plus は顧客組織の最適化に向けて､新

たな組織構築と業務の仕組み造りを支援します。

スポンサーとCROとのインターフェイスを最適化 PPH plus

は顧客ごとに適したリソース戦略を策定し、
スポンサーとCRO
間のインターフェイスにおける生産性とコミュニケーションの問
題を解決します。
業者選択 PPH plus は、種々の問題に対して、最善の解決策が提

実行可能性調査 PPH plus は実行可能性調査（フィージビリテ

ィサーベイ）
の計画や実施に関する最先端の技術と幅広い経験
を提供します。

供できる会社選定のための、効率的なプロセスを提供します。

アライアンスを通じた更なるサービス 提携契約を結んでいた

だくと、下記の例示にあるような幅広いサービスが得られます。

試験立ち上げ PPH plus の中核技術はプロジェクトの成功に

向けて必要なすべての要素と関係者を組織することです。

ファーマコビジランス PPH plus は医学顧問としての専門的な
立場から臨床試験中の安全性報告業務のながれについての改

善策やしっかりとデザインされた安全性報告書式を提供します。

■

様々な地域における臨床モニタリング

■

臨床品質保証

■

薬事戦略コンサルティング

■

ファーマコビジランスソリューション

■

技術バリデーションとそのサポート

■

EDC とリスクベースモニタリングシステム
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業務の専門性:

各治療領域におけるノウハウ:
■

 	美容皮膚科学および皮膚科学

■

 	プロジェクトとその従事者の統括

■

 	自己免疫疾患

■

 	臨床試験メディカルモニタリングとデータの医学審査

■

 	心臓血管病

■

 	クリニカルオペレーション

■

 	内分泌代謝学

■

 	メディカルコーディング

■

 	胃腸疾患

■

 	試験実施施設へのサービス

■

 	婦人科学

■

 	臨床試験の薬事関連および倫理委員会申請

■

 	HIV、
その他ウイルスを含む感染症

■

 	臨床開発における戦略的資源配分

■

 	腫瘍学

■

 	プロセス改善

■

 	整形外科学 – 組織再生

■

 	生産性のベンチマーク

■

 	骨粗鬆症

■

 	臨床開発組織の組織構築デザイン

■

 	咽喉頭科学

■

 	ファーマコビジランスサービス

■

 	小児科学－ワクチンおよび治療薬

■

 	精神・神経科学

■

 	呼吸器疾患

■

 	リウマチ学

■

 	泌尿器科学
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顧客へのベネフィット
小ないし中規模企業の皆様へ

大規模製薬企業の皆様へ

■

■

 	PPH plus のシニアエグゼクティブや医学専門家により支援さ

不足が生じたときの有能なスタッフの補充。

れるプロジェクトリーダーによる、効率的なプロジェクトマネ
ジメントの提供。
■

■

らを回復させるための質の高い解決策の提供。

 	試験施設への効率的サポートや PPH plus のプロジェクトリ

■

場合。

試験施設での生産性の最適化。
 	利用可能な顧客リソースをプロジェクト遂行に効率的に組み
入れることによる、外部委託費用の削減。
■

 	質の高い、
課題解決のための委託会社選定 －顧客はコアビ

 	プロジェクトが複雑であったり、上級役員の注目や注力があ
る個別のプロジェクトなど、
スポンサーによって必要とされる

ーダーによる施設選定および施設との連絡調整による、臨床
■

 	現在または過去に委託したCROとプロジェクトマネジメント
への資源配分、
サービスに対し十分に満足できないとき、
それ

 	PPH plus が有する各治療領域での経験とオピニオンリーダー
とのコネクションの利用。

■

 	プロジェクト実施や業者選定において、業務量の超過や人員

■

 	独創的で、
リスクを考慮した、科学的信頼性があり、
しかも臨
床上実行可能である、
そんな解決策が要求されるような目標
変更に直面した際の戦略的ノウハウの提供。

ジネスに専念。
■

 	顧客が有する、規制当局、課題解決のための委託会社および
医療施設への影響力や責任に対して、特に顧客が欧州におけ
る法的事業体が基盤と規模を持っていない場合の最も信頼
のおける代理人。
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