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着陸時機体が滑走路から逸脱



はじめに
• 医薬品製造工場では種々のEvent

(出来事/事象）が発生する。

• 医薬品工場 QA逸脱管理責任者の言：

逸脱の用語の定義に従って忠実に運営する

ことに違和感を持つ。当惑するのはその件数

の多さ。どの場合に「逸脱」と

して判断する かが重要⇒本音

モノを作っているのか逸脱を
処理しているか分からない

PL-37 Event処理セミナー 2



• 何でもかんでも逸脱で管理⇒ No.

• しかし査察官やTop Managementは「何でも

かんでも隠蔽せず報告処理せよ」と言う

• FDAは兎に角逸脱として処理すると、本来の

重篤な部分が稀釈され

反って隠ぺいされると

言う。
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• 本セミナーでは：

1. 逸脱、異常とは何か？

2. 何が重要か？

3. そこからRoot Cause Analysis (RCA)実施後

本気の魂の籠もったCAPAを

どの様に立案、実施、検証するかなど

具体事例を挙げて説明する。

その後Workshop (事例研究）を 実施。
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Contents

• 逸脱から⇒CAPAへ

• 異常とは？

• CAPAの前のRCA

• CAPA手法解説

• Workshop
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事象全体像（例）
重大逸脱（品質に影響）

軽微逸脱 (品質に影響する
可能性極 低い）

異常：
通常と異なる状況
故障
OOT OOL など

逸脱 ≠ 異常

従って異常部分は
台形
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極軽微逸脱？ Unlikely affects qualitu



逸脱に関する法的要求

逸脱の定義：Q7 原薬GMPガイド

承認された指示又は設定された基準からの

乖離

Deviation: Departure from an approved

instruction or established standard.
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これが唯一の医薬品ガイダンスなどでの
逸脱の定義



各Regulation要求を纏めると：
1. 逸脱は全て記録すること。

QAでも製造でもQCでも、手順を決めて

全て記録すること。

2. 重大逸脱

品質に影響を与えるリスクのある「重大

逸脱」は品質部門へ報告し手順に従って

処置すること。

従って、全ての逸脱は同じ処理ではない。
重要逸脱と軽微逸脱
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従って重大逸脱は逸脱管理で
QAへ報告

• MCやQCのマイナー逸脱

操作者/分析者は責任者へ報告

⇒責任者の判断で軽微で品質に影響

ないことを確認し必要に応じて是正を

行い、必ずBPR or CR or Log Bookに

記録 (ie. Non CPP KPP など）

⇒この様に発生部署責任者で判断するか

QA判断かは、手順書で明確にすること
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軽微逸脱例

MC

台秤使用前点検で逸脱⇒工責確認で水平で

なかった事が判明⇒是正で合格

これを使用前点検記録に記録

QC

滴定定量で滴下速度が速すぎてOver Runで

含量超過逸脱⇒試験責が立ち会い再試験で

適合
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モグラ叩きでは問題解決はしない

逸脱、異常
品質問題など

個別対応
対処療法

再発リスク

根本原因究明
と水平展開
⇒CAPA
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Mole 

Knock



逸脱処置事例1 ：反応工程
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事象:
テフロンライニング反応槽R-211
攪拌機（シャフトPTFEライニング、
インペラ PTFE無垢 PTFEボルト締め）
が脱落

逸脱処置:
反応終了後の事象を確認し品質影響
なしと判断。次工程へ送液
モノの処置が終了で逸脱処置終了

脱落



逸脱処置事例 2 ；包装ライン
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事象：外装捺印 で印字擦れを、次工程職員
が検出。工責がライン停止

逸脱処置：
擦れた個装 (11個）を回収
擦れ原因である印字後直角
にコンベアが交叉するポイント
に丸棒がありここに未乾燥印字が接触で発生
丸棒に当たらないように一時的ガイドを設置し
た後、「再加工指図」（QA承認）で11個分から
再加工実施⇒これは逸脱処理の中で一部
是正実施



Contents

• 逸脱から⇒CAPAへ

• 異常とは？

• CAPA手法解説

• Workshop
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異常の定義例 (1) 
通常とは明らかに異なる事象で製品品質に

関連するもの（A社 故障含む B社 故障は外）
1. 供給者のCoA記載ミス

2. 原料箱がフォークリフトで破損⇒返品交換

3. 長時間の故障停止（ちょこ停は除く）

4. 運転中、保管中の災害など（原料ドラムが棚から落下など）

5. 非製造時の発生したトラブル (メンテ中 釜に工具落下）

6. 過負荷で異常停止⇒正常復帰

7. 主要配管からのリーク発見

8. SIPラインのTrapの異常噴出 など
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異常の定義例 (２) 

明らかに品質に影響しない事象やNon GMPは対象外

1. 時計の電池切れ

2. 温浴のヒューズ飛び

3. 試薬のこぼし

4. 軽度の発報 （関連ログブックに記録のみ）

⇒次シート

5. 社内駐車場での事故

6. 廃棄物の不法投棄発覚 など
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Contents

• 逸脱から⇒CAPAへ

• 異常とは？

• CAPAの前のRCA

• CAPA手法解説

• Workshop
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Root Cause Analysis

根本原因調査

ファーマリンク株式会社

PL-37 付属
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FDA 483 、外部監査指摘より：
逸脱、CAPA手順書が事務手続きばかり

• 報告ルート
• 完了期限
• クラス分け
• 製販などへの報告要否
• 報告フォーマット
などなど、事務手続きばかりで最も重要な
根本原因調査(RCA)が弱い。
これら手順書にRCAの手順記載 or

「 別途 RCA手順参照」などの記載が無い
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• 根本原因が分からず、如何にして

• 是正措置、予防措置がとれるか？ 不思議

事象発生

根本原因調査 (RCA)

根本原因把握 根本原因特定できず

CAPA実施 最も可能性のある
仮説に対しCAPA実施
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RCAが必要な事象

• 逸脱原因

• 異常原因

• 苦情原因

• 内部監査指摘

• 行政査察指摘

• 返品処理 など

CAPAのTriggerと同じ
これらの処理SOPは
RCAを実施が含まれて
いなければならない

事象発生 処理完了 RCA CAPA
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Contents

• 逸脱から⇒CAPAへ

• 異常とは？

• CAPAの前のRCA

• CAPA手法解説

• Workshop
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CAPA関連用語定義

是正措置：Corrective Action

・不適合の再発防止のための不適合の原因を

除去する措置 (国内QMS省令,ISO13485 医療機器)

・検知された不適合又は望ましくない状況の

原因を除去する措置 (ICH Q10)

・現存する不具合の原因を根絶し、再発を防止

するための措置(BI社工場SOP)
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同じ場所で再度同じことが起きないようにする(再発防止)



では、これで十分か？

• 別の場所で同じような問題は発生しないか？

• 同じ場所、別の場所で関連した問題は

発生しないか？

是正措置 (CA)だけでは不十分な
場合が多い
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モグラ叩きでは問題解決はしない

逸脱、異常
品質問題など

個別対応
対処療法

再発リスク

根本原因究明
と水平展開
⇒CAPA
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事例：飲酒運転事故（重要逸脱）

法律で飲酒運転禁止にも関わらず飲酒運転
実施⇒重大逸脱
逸脱処理（ヒト、モノの処置）

けが人の手当てを行う
現場で2次災害防止のための、安全標識を立てる。

是正処置：
当該運転手の免許証を取り消し再発防止

予防処置：
他の運転手にも飲酒運転をさせないように、
法律を制定（強化）する。⇒まだ起こっていない

エリアに拡大
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事例：ホテルの備品
顧客からハンガーが無いという苦情電話
本来ハンガーは規定数あることに対して⇒逸脱
逸脱処理（ヒト、モノの処置）

即刻ベルボーイが持参し謝罪
是正処置：

翌日、朝礼で清掃係にこの確認を
周知徹底⇒ハンガーの問題は解決

予防処置：
他のアメニティー（歯ブラシ、シャンプーなど）も
同様な周知徹底を実施 ⇒まだ起こっていない

エリアに拡大
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熱心な議論を

ありがとうございました。

pharlink@pe.catv.ne.jp

原 芳明
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