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監視時における指導事項について

静岡県薬事監視第二機動班

主任 山本 幸

平成29年度 第２回 医薬品製造業者等品質管理講習会

平成30年２月６日（火）
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本日の内容

□ 監視時の指導事例について

□ 医薬品製造業に対する一部無通告査察に
ついて
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監視指導事例を紹介する前に･･･

□調査時には、製造方法、手順書、作業員など製
造所全体の運用状況を見ています

□リスクは施設ごと、品目ごと異なりますので、全
ての業者に同じ指摘・指導が当てはまるとは限
りません。これから紹介する事例は、各製造所
等での管理方法を見直す際の参考としてくださ
い

□なお、指摘・指導レベルに関係なく、語尾を「～
であった」、「～すること」等に統一しています
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監視時の指導事例について

□ 医薬品製造販売業

□ 医薬品製造業

□ 医薬部外品・化粧品製造販売業

□ 医薬部外品・化粧品製造業

□ 医療機器製造販売業

□ 医療機器製造業
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医薬品製造販売業

□GQP省令第１３条及びGVP省令第１１条で要
求される自己点検が実施されていない【指導
票交付】

■当該製造販売業者はGQP及びGVPに係る業務に多数の不
備が確認された。これらの中には自己点検を実施していれ
ば、容易に不備に気づくことができるものもあったが、一人
で複数の責任者業務を兼務していたことから、業務に漏れ
や遅延等が発生していても製造販売業者として気づくこと
ができなかった。

⇒人的資源の制限があるとは思いますが、適切に業務がな
されるよう人材の配置をお願いします。
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医薬品製造販売業

□手順書における法律名、省令名が改訂されていな
い（条項のずれも修正すること）

⇒医薬部外品・化粧品製造販売業でも同様の事例が散見
されました

（GVP）
□ 安全管理情報の収集において、収集した情報を安
全管理責任者が確認した記録がない

□ 主体的な安全管理情報の収集について、月１回の
頻度で行うことが手順に規定されていたが、３か月
に１回程度しか実施されていない
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医薬品製造販売業

（GQP）
□ 品質標準書が承認されていない

□ 教育訓練について計画及び実施記録を作
成する手順となっていたが、計画及び記録を
作成していない

□ 市場出荷記録について、出荷先等が記録さ
れていない

□ 製造業者等の適切な製造管理及び品質管
理の確認を手順のとおり実施していない
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医薬品製造業（GMP関係）

（指摘事項【中程度】）

□原薬製造におけるロットの混合について、手順が定
められておらず、指図されていないにもかかわらず、
混合が行われている。また、混合された一部の端
数ロットにおいて混合前に規格に適合していること
が確認されていない

□局方品の定量試験において、日局の定量法と異な
る方法で試験しているが、分析法バリデーションが
適切に行われていない
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医薬品製造業（GMP関係）

（指摘事項【中程度】）

□調査品目の製造工程である反応･結晶洗浄･
乾燥工程について、バリデーションが実施さ
れていない

⇒当該工程は少なくとも12年以上製造実績がなく、MFから
削除する予定であったが、本調査における一変申請書に記
載されている工程であった。当該工程の製造が可能であり
その工程が期待される結果を与えることを検証しておくか、
MFから当該工程を削除しておくべきであった
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医薬品製造業（GMP関係）

（指摘事項【中程度】）

□2つの充てん量の規格がある製品において、
一方の充てん品の充てん工程のPQ及びPV
が実施されていない

⇒充てん量の違いにより充てん機の充てん速度やシール強

度等のパラメータの検証が必要であるが、充てん工程の
PQ及びPVが実施されておらず、目的とする品質に適合す
る製品を恒常的に製造できる状況とは判断できない状態で
あった
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医薬品製造業（GMP関係）

（指摘事項【中程度】）

□製品試験が実施されていないにもかかわら
ず、出荷可否判定していた

⇒当該品目は外部試験検査機関の結果を確認して試験成

績書を発行し、出荷判定していたが、調査対象製造所から
外部試験検査機関へ試験依頼を行っていなかった
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医薬品製造業（GMP関係）

（指摘事項【中程度】）

□製品規格である微生物限度試験を実施して
いないにもかかわらず、製品試験が終了した
と判断し、出荷可否判定していた

⇒微生物限度試験は出荷要件ではないことから、出荷可否

判定時に試験を実施していなくても問題ないと判断している
との説明があったが、製品標準書等には、出荷可否判定時
に出荷要件でない製品規格の試験を要しないことは規定さ
れていなかった
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医薬品製造業（GMP関係）

（指摘事項【中程度】）

□以下により、PVが適切に実施されていない。

①QCにおいて、外部試験検査機関に委託して実
施している製品規格の適否を判定していなかった

②外部試験検査機関からの非公式の結果連絡に
基づき、PVを適合と判定していた

⇒外部試験検査機関から試験成績書を受領しておらず、製
品規格への適否を判定していなかった。外部試験検査機関
からの非公式の結果連絡によりPVの品質評価が行われて
おり、品質管理が適切に実施されていなかった
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医薬品製造業（GMP関係）

（製品標準書）

□資材の材質について、製品標準書に記載さ
れていなかった

□原料、製品等のサンプリング方法やそれら
の保管条件が記載されていたが、保管条件
として保管場所名が記載されており、温度条
件等、具体的な保管条件が明確に記載され
ていなかった
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医薬品製造業（GMP関係）

（製品標準書）

□原薬は、受入試験として性状及び確認試験
のみ実施していていたが、その他の項目の試
験の省略根拠が記載されていなかった

□増し仕込みの設定根拠が記載されていな
かった

□製品の有効期限又は使用期限の設定根拠
（安定性試験の結果等）が記載されていな
かった
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医薬品製造業（GMP関係）

（製品品質照査）

□照査において、是正措置又は再バリデーションの
実施の必要性について検討した結果が記載されて
いなかった

□照査すべき重要工程管理について、重要工程が製
品標準書等において規定されていなかった

□統計処理により評価を行っていたが、評価方法及
び判定基準が明確でなかった

□照査の実施が計画の予定時期から大幅に遅延して
いた
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医薬品製造業（GMP関係）

（変更管理）

□試験検査設備の更新において、更新前に旧
設備の校正を実施しておらず、直近の校正
実施後から更新時までの機器の状態が保証
されていない状況であった

⇒校正が必要な機器については、廃棄前に校正を行うこと

□指示されていた担当者への教育訓練が実施
されずに当該変更がクローズしていた
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医薬品製造業（GMP関係）

（逸脱管理）

□逸脱が発生したロット（バッチ）に対する使
用保留や出荷停止等の措置について、措置
が行われたことの記録や保留解除等がなさ
れた記録が残されていなかった
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医薬品製造業（GMP関係）

（文書管理）
□ 確認した逸脱及び変更事例において、記録の紛失
が発生していた

□文書や記録の持ち出し及び返却について管理を
行っていなかった
⇒文書及び記録類の紛失防止の観点から、文書の持ち出しの管理方法

について検討すること

・施錠管理
・持ち出し時の立ち会い
・持ち出し記録、返却記録の確認 等

□QCに保管されていた試験手順書が手順にしたがっ
て配付された文書でなかった
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医薬品製造業（GMP関係）

（供給者管理）

□外部試験検査機関の管理は供給者管理の手順に
従って実施していたが、監査の実施が遅延していた

（出荷判定）

□出荷判定書において、製造販売業者へ報告した逸
脱があった場合のみ、逸脱ありと記載していた

⇒製造販売業者への報告の有無に関わらず逸脱の有無やそ

の影響評価を適切に記録すること
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医薬品製造業（GMP関係）

（構造設備）

□立体自動倉庫の入出庫に係る通路と梱包の作業エ
リアの区分けが明確でなく、倉庫へ入庫する製品と
出庫する製品が混同する恐れがあった

（防鼠防虫管理）

□トラップの設置位置が手順に規定された位置と異
なっていた、また、トラップが潰れていた

⇒モニタリングは適切な設置場所で行う必要があることから、

手順や計画のとおり定められたポイントで実施すること
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医薬品製造業（GMP関係）

（ユーティリティー）

□計器の次回校正日やフィルター等の交換時期につ
いて表示されていなかった

□製造用水の試験項目及び頻度の変更について、変
更管理を実施しておらず、品質への影響等の評価
が実施されていなかった

□イオン交換樹脂の交換基準を「1.0μS/cmを超え
る前」から「3週間ごと」交換する運用に変更してい
たが手順書が改訂されていなかった
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医薬品製造業（GMP関係）

（製造設備）

□製造設備のクリーンホールドタイム及びダーディー
ホールドタイムが設定されていなかった

⇒リスクに応じて設定を検討すること

□反応時間等は工場内の時計で確認しているが、時
計の校正（時刻合わせ等）が行われていなかった

□設備の校正は外部委託しているが、委託業者から
提出された校正結果を調査対象製造所において確
認した記録が無かった
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医薬品製造業（GMP関係）

（製品等の保管）

□温度ロガーのデータは月に1回抽出し確認している
との説明があったが、管理基準内であることを確認
した記録が残されていなかった

□タンクに保管している原料について、ローリーから
継ぎ足しで補充しているが、タンク内の原料品質に
問題ないことを定期的に確認していなかった

⇒定期的に品質を確認することが必要か原料の安定性等を
勘案し検討すること （原料の経年劣化のリスク等）
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医薬品製造業（GMP関係）

（バリデーション）

□PVロットにおいて発生した逸脱についてバリデー
ション報告に記載されておらず、PV結果への影響
について評価されていなかった

⇒バリデーションにおいて把握された全ての逸脱について、報告書にコ

メントし、適切に結論をまとめること

□バリデーションマスタープランにおいて、既存設備
のDQ、IQ、OQについて記載がなかった

⇒過去に実施した適格性評価の結果が利用できるかどうかを評価し、

実施を省略できる根拠を記載すること
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医薬品製造業（GMP関係）

（製造）

□1原料ずつ秤量室に持ち込み秤量し、原料を切り替
える毎に室内を清掃する手順であったが、調査時
に清掃作業中にも関わらず次に秤量する原料が秤
量室に持ち込まれていた

□目視検査員のローテーションについて、製造記録
を確認したところローテーションの記録はなく、手
順書にも明確に規定されていなかった

⇒同じ検査員が長時間目視検査を継続すると検査の質が
維持できないリスクがある
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医薬品製造業（GMP関係）

（製造記録）

□製造設備の使用前点検記録を確認したとこ
ろ、発行された記録用紙に一部追記したもの
を現場でコピーし、記録用紙として使用して
いた

□指図について誤記として訂正処理がなされ
ていたが、指図者以外の者が訂正を行って
いたことから、指図の権限のある者が訂正を
行うこと
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医薬品製造業（GMP関係）

（試験検査）

□試験室の管理基準（温度等）が定められてい
なかった

⇒日本薬局方の試験を行う場合は、局方通則に規定され
た常温で試験を行う必要がある

□HPLCのカラムの交換条件が定められてい
なかった

□資材見本及び製品見本は品質部門の承認
がされていなかった
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医薬品製造業（GMP関係）

（試験検査）

□HPLCのメソッドファイルの打ち出しが添付されて
いたが、カラム温度等メソッドに出力されない条件
があった

⇒出力されない条件については、設定した条件を記録する
等、規定された条件で分析を実施したことが分かるような記
録とすること

□製品試験用の検体のサンプリングは、製造部門に
委託しており、サンプリング記録は製造記録に記載
されていたが、サンプリングした量が記録されてい
なかった
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医薬品製造業（GMP関係）

（試験検査）

□出荷規格としている微生物試験の培地は粉
培地を購入して調査対象製造所で作成して
いるが、標準菌を保有していないため、培地
性能試験は実施していなかった

□サンプリング室はサンプリング開始前に30
分間空調機を稼働するとの説明があったが、
空調機を稼働させた記録が無かった
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医薬品製造業（GMP関係）

（試験検査）

□試験記録用紙を試験者が印刷していた
⇒不正な記録の破棄や書き換えを防止するため、発行管理
を行うこと

□試験検体や参考品の出納管理がされていな
かった

⇒使用量、残量等を記録し出納管理することで、不正な試

験の繰り返し防止やOOS発生時の原因究明の際に活用す
ること
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医薬部外品・化粧品製造販売業

（GQP）

□ 回収について県薬事課から発出された平成
２６年１２月１２日付事務連絡の内容が反映さ
れていなかった

□ 文書の改訂履歴が残っていなかった

□ 手順書中に規定されている様式で記録が作
成されていなかった
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医薬部外品・化粧品製造販売業

（GQP）

□ 市場への出荷判定記録について「出荷可」
とあらかじめ印刷してある様式を使用してい
た

□品質情報の処理における措置が必要な事例
について、措置は実施されていたが、措置の
検討及び製造業者への指示等を行った記録
がなかった
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医薬部外品・化粧品製造販売業

(GVP)

□ 安全管理情報の収集が省令第７条に掲げる
情報を網羅していなかった
①医療関係者からの情報

②学会報告、文献報告その他研究報告に関する情報

③厚労省その他政府機関、都道府県及びPMDAからの情報

④外国政府、外国法人等からの情報

⑤他の製造販売業者等からの情報

⑥その他安全管理情報

※①、④、⑤が情報収集対象に含まれていないケースが散見されます。
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医薬部外品・化粧品製造販売業

(GVP)
□ 安全管理情報を収集した記録がなかった

⇒収集の結果、関係する情報が無い場合も無いことを記録
してください。

□ 副作用報告制度について、平成２６年２月２
７日付薬食発第０２２７第３号、平成２６年１０
月２日付薬食発第１００２第２０号、平成２９年
３月３１日付薬生発０３３１第７号の内容を反映
すること

36

医薬部外品・化粧品製造業

□ 天秤は定期的に校正し、記録すること

□ 製造記録、試験記録の修正に修正液は使
用しないこと

⇒見え消しで修正し、修正理由、修正日、修正者
等が分かるよう記録すること
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医薬部外品・化粧品製造業

□ 原料が保管場所として届出していない場所
に保管されていた

⇒保管場所等構造設備を変更する場合は、変更後３０日以

内に変更届を提出してください

□検査前製品保管場所に不適合品が保管され
ていた

□系外排出品や不適合品の置き場が決められ
ていなかった
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医薬部外品・化粧品製造業

□隣接する包装ラインが同時に稼働していた
が仕切り等がなく製品や資材を混同する恐
れがあった

□調査時に作業室が清掃前の状態であったが、
部屋のステータスの表示がなかった

□秤量室内にて原料がダンボールに入った状
態で保管されており、粉じんの混入、虫の内
部発生のリスクがあった
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医薬部外品・化粧品製造業

□試験に使用する試薬について使用期限の管
理がされていなかった

□ロットの印字について、製造記録として保管
すること（試し打ちを貼付する等）

□製造記録・試験記録の様式が規定されたも
のと異なっていた（版管理がされていなかっ
た）

40

医療機器製造販売業

（QMS）

□品質マネジメントシステム文書一覧が更新
されておらず、 新の品質管理監督文書が
不明確であった

□旧版の文書の識別方法について手順がない

□市場出荷手順等、QMS省令第３章の追加的
要求事項について品質管理監督システム基
準書に具体的は規定がない
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医療機器製造販売業

（QMS）

□品質管理監督システム基準書において、工
程の関係図が規定されていたが、顧客から
の品質情報等のフィードバックの記載がな
かった

□責任及び権限について、経営者が任命する
ことが規定されていたが、任命された者が誰
であるかを示す文書が確認できなかった
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医療機器製造販売業

（QMS）

□記録の管理方法について、保護に関する規
定がなかった

⇒記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及び廃棄につ

いての所要の管理方法を手順に規定すること

□外部文書が特定されておらず、その識別及
びその配布管理がされていない
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医療機器製造業

□製造記録において、一部の工程の記録を数
ロットまとめて記載していたが、調査したロッ
トの製造記録との紐付けが不明確であったこ
とから、トレース可能な記録とすること

□製造設備の点検結果を責任者が確認してい
たが、確認日の記録がなかった

□試験記録を確認したところ、項目ごとの結果
について記録がなかった
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医薬品製造業に対する
一部無通告査察について

前回の当講習会でお伝えしましたが・・・
□平成２９年 原薬製造所において、承認書と異なる
製造を行っていた。また、都道府県による立入検査
等において、偽造した記録等を提示していたことが
判明した

⇒これにより国通知「医薬品に係る立入検査等の
徹底について」が一部改正され、組織的隠蔽等を
防止する観点から、都道府県が行う通常調査にお
いて、無通告での立入検査等を行うことがより強く
求められるようになった
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医薬品製造業に対する
一部無通告査察について

□本年度、薬事監視機動班では試行的に一部
無通告（調査日、調査者のみ事前開示）にて
通常調査を実施した

□国通知では無通告とすべき事項として、調
査日、調査品目、調査スケジュール、調査対
象区域、調査対象文書等としている
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医薬品製造業に対する
一部無通告査察について

□第二機動班では昨年９月から１２月までに７
つの製造所にて一部無通告査察を実施した

□不正行為の防止・発見等の観点からプラン
ト・ラボツアーを優先し、調査品目にこだわ
らず製造所全体の管理状況を確認した（実
作業の様子、一次記録の確認、古い文書の
保管状況）

□いずれの製造所においても指摘となる事項
は確認されなかった


