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令和３年度 静岡県製薬協会研修会
GMP/QMS基礎講座Ⅱ(実践編)

静岡県薬事監視第１機動班

専門官兼班長 望月 康生



2

本日の内容

◼ GMP調査について

◼ GMP調査における指摘事例について

◼ 医薬部外品・化粧品製造業の調査におけ
る指導事例について

◼ 医療機器製造業の調査における指導事例
について

◼ 最近のトピックスについて
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GMP調査について
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GMP調査の種類

4

・既存外国特例承認に係る定期適合性調査

主なＧＭＰ調査の種類

立入検査等

通常調査
(69条調査)

特別調査

・製造販売承認事項一部変更承認申請に係る適合性調査(一変)

・既存承認に係る定期適合性調査(定期)

・製造販売承認申請に係る適合性調査(新規)

ＧＭＰ調査

製造販売承認
後等適合性調査

適合性調査

製造販売承認
前適合性調査

輸出品製造に係
る適合性調査

５年ごと

不定期

一般区分以上は、１回／年
※薬事機動班業務基本方針

省令遵守状況を監視指導する必要がある場合
（回収、検定不合格、苦情、その他）
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GMP調査とは

◼ 適合性調査：
製造販売承認前・製造販売承認後・輸出品製造
時に、その医薬品等の製造を行う製造所において、
製造管理及び品質管理がGMP省令に定める基準
に適合していると認められるかを確認する調査

◼ 立入検査等・通常調査：
定期的にGMP省令の規定を遵守していることを監
視指導する調査

◼ 立入検査等・特別調査：
予見できない事情等により遵守状況を監視指導す
る必要がある場合において行う調査
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GMP適合性調査に係るサブシステム

⚫ サブシステム
医薬品等製造所における製造管理及び品質
管理の主たる構成要素

⚫ 調査するサブシステム
品質システム
構造設備システム
製品原料資材保管等システム
製造システム
包装表示システム
試験検査システム

6参照：平成24年2月16日付薬食監麻発0216第7号 「GMP調査要領の制定について」
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適合性評価基準

・適 合：条項ごとの評価項目が適切に実施されている場合

・軽 度 の不備：品目の品質への影響はほとんどないが、基準の

運用上、完全を期すために改善が必要な場合

・中程度の不備：品目の品質への影響が否定できず、基準の運用

上、改善が必要な場合

・重 度 の 不備：明らかに基準に抵触する場合

※基準＝医薬品・医薬部外品GMP省令条項別適合性評価基準

7

参照：平成17年３月30日付薬食監麻発第0330001号 「薬事法及び採血及び供血あっせ
ん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器等の製造管理
及び品質管理（GMP/QMS)に係る省令及び告示の制定及び改廃について」
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令和２年度
薬事監視第一機動班のGMP調査

8

調査件数 指摘件数

GMP適合性調査(＊) 26件 ７件

通常調査 11件 １件

＊ 1件の調査で複数の適合性調査申請に基づく調査を実施

＜指摘事項の内訳＞

品質システム ２件

構造設備システム ２件

製造システム ３件

試験検査システム １件

注） 1件の指摘で複数の項目を含む
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GMP調査における指摘事例について
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ＧＭＰ調査時の指摘事例について

◼ 調査は品質リスクの観点で行っていますが、リスクは製
造所ごと・製造品目ごとに異なります。

◼ 調査時には製造方法、試験方法、手順書、作業員など、
製造所全体の運用状況から判断するため、同じ状況で
あっても、評価が異なることがあります。

◼ スライド中で省令や通知の内容を引用していますが、内
容をわかりやすく記載しており、省令等の原文とは異な
る表現があることにご留意下さい。

◼ GMPの基礎を理解していただく上で適当と思われる事
例を紹介しますので、必ずしも昨年度の指摘事例では
ないものも含まれます。

◼ 指摘の内容をわかりやすくするため、実際に交付した指
摘事項書の表現とは変えている事例があります。

1010
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略称説明

ＧＭＰ省令：
平成16年12月24日厚生労働省令第179号
「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」

施行通知：
平成25年8月30日付け薬食監麻0830第1号
「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の
取扱いについて」別紙１

バリデーション基準：
施行通知 第3章 第4バリデーション基準

ＧＭＰ事例集：
「平成25年12月19日付け事務連絡「ＧＭＰ事例集2013年版」について」別添
※スライド中の「ＧＭＰ事例集●-●●」と記載されている数字は、事例集の
Ｑ＆Ａの番号です。
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ＧＭＰ調査時の指摘事例①
-品質システム（逸脱管理）-

◼ 逸脱処理に係る対応を逸脱管理の手順書
に基づいて実施していない。

【軽度の不備事項】

指摘内容
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ＧＭＰ調査時の指摘事例①
-品質システム（逸脱管理）-

＜調査製造所の逸脱管理の手順＞

① 逸脱が発生した場合、逸脱の発見者等は速やかに逸脱報告書に逸脱箇
所、発生状況、対処、原因等を記載して工程の管理責任者へ提出する。

② 製造管理責任者及び品質管理責任者は逸脱報告書等を受領後、逸脱の
内容を確認し、その逸脱が製造管理及び品質管理に影響を与えるか否か
と影響の範囲の評価を行う。また、具体的な影響については逸脱報告書
へ記載し、逸脱管理責任者へ提出する。

③ 逸脱管理責任者は、(1)逸脱の内容の精査、(2)製品品質への影響の判断
を行い、追加で必要な調査、是正処置等を逸脱報告書に記載し、対象の
管理責任者へ指示する。

④ 対象の管理責任者は実施した是正処置の内容を逸脱報告書へ記載し、逸
脱管理責任者へ報告する。

状況
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ＧＭＰ調査時の指摘事例①
-品質システム（逸脱管理）-

＜実際に行われていた対応＞

◼ 逸脱が発生した後、速やかに逸脱報告書を
作成せず、手順の①～③までの間の管理責
任者等への連絡はメール又は口頭で行い、
④でまとめて逸脱報告書を作成していた。

状況

手順どおり実施していない
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◼ 製造業者等は、製造手順等からの逸脱が生じた場合においては、あらかじ
め指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければな
らない。（GMP省令第15条）

◼ 製造所の逸脱管理の手順書では、逸脱報告書を用いて、報告・評価・指示
等を行うことが明記されていたが、実際には逸脱報告書を使用せず、メール
又は口頭で指示等を行い、その記録も保管していなかった。

◼ 製造再開の判断等、逸脱処理に係る重要な判断を行った際の記録がない
状態であり、製造再開の判断をQAが適切に行ったことが確認できない記録
となっていた。

1515

ＧＭＰ調査時の指摘事例①
-品質システム（逸脱管理）-

不備と判断した根拠

逸脱管理の手順に係る教育訓練及び

必要に応じ、手順の見直しが必要
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ＧＭＰ調査時の指摘事例②

-品質システム（逸脱管理） -

◼ 中間製品の定量試験で発生したOOSについ
て、根本的な原因究明が行われていない。

【中程度の不備事項】

指摘内容
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ＧＭＰ調査時の指摘事例②
-品質システム（逸脱管理） -

◼ 中間製品に係る定量試験（HPLCによる内標準法）において、判定基準を
外れるOOSが７件発生していた。

◼ OOSへの対応については製造販売業者と協議を行い、異常ピークの棄
却について手順化していた。しかし、その手順はシステム適合性（再現性
）との整合性を考慮して設定されたものではなく、OOSに対する根本的な
原因究明は行われていなかった。

◼ また、同様の異常ピークは、同試験を行ったシステム適合性の際にも発
生していたにも関わらず、システム適合性が確認できたと判断していた。

◼ 調査対象製造業者から、「試験溶液の調製に使用する試験器具の洗浄
不足による内標準物質の残存が影響したため、」との報告を受けた。

状況

ＯＯＳの対応が十分でない
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◼ 製造業者等は、製造手順等からの逸脱が生じた場合においては、あ
らかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わ
せなければならない。（GMP省令第15条）。

◼ 調査対象製造所では、異常なピークが確認された場合の棄却の手
順を作成していたが、この手順は、原因を特定した上で棄却する手
順ではなく、単にピーク面積の変動が大きいクロマトグラムを棄却す
るだけのものであった。

◼ その結果、頻発した同様のOOSに対して、根本的な原因究明を行わ
ず、異常ピークの棄却により中間製品の定量試験を続けており、検
査結果の信頼性に乏しく、製品品質への影響は否定できない状況で
あった。

1818

ＧＭＰ調査時の指摘事例②

-品質システム（逸脱管理） -

不備と判断した根拠
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GMＰ事例集（2013版） ＧＭＰ８-12

◼ ［問］（品質管理基準書一般事項） 医薬品・医薬部外品ＧＭＰ省令第
８条第３項の品質管理基準書の記載事項としての一部改正施行通
知第３章第３の８（１０）サの「再試験検査を必要とする場合の取扱
い」とは、具体的にどのようなことを指すのか。

◼ ［答］規格外試験検査結果の取扱いを意味する。具体的には、規格
外の試験検査結果が得られた場合の、試験検査室での過誤等（設
備器具の不具合、標準品及び試薬試液の規格の適合性、手順ミス
等）の有無の初期評価、同一検体を用いての追加試験検査、採取方
法や採取した検体に問題があったときの検体の再採取及び再試験
検査等を規定することにより、不適切な再試験検査等が行われない
ようにすること。

1919

ＧＭＰ調査時の指摘事例②
-品質システム（逸脱管理） -
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◼ 是正措置として、OOSに対する調査を改めて実施し、原因を特
定する。

◼ 原因が試験器具の洗浄不足であるならば、該当の試験検査に
ついては、試験器具の洗浄方法の確立及び手順の作成並び
に必要な教育訓練等を行い、特定された原因が除去された状
態で再試験を行う。

◼ 同一の試験器具を使用する他の試験結果についても、本事象
が与える影響を評価する。

2020

ＧＭＰ調査時の指摘事例②

-品質システム（逸脱管理） -

是正措置案
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ＧＭＰ調査時の指摘事例③
-構造設備システム-

◼ 滅菌工程に用いる品温測定器の定期校正
について、手順に基づいていない評価基
準で合格と判定していた 。

【中程度の不備事項】

指摘内容



222222

ＧＭＰ調査時の指摘事例③
-構造設備システム-

◼ 品温測定器の定期校正に係る記録を確認したところ、評価基準から外れた
計器及び通信異常により測定不可となった計器が確認された。

◼ 評価基準から外れた計器については、メーカー点検等を行った後に再測定
を行い、その結果が評価基準内であったことをもって合格とし、測定不可計
器は、今後使用しないこととして評価対象から除外し、その他の計器の結果
をもって校正は合格と判定していた。

◼ しかし、校正の手順書には、「評価基準を満たさなかった場合は不合格とす
る」と規定されており、再測定の実施の可否及び測定不可等の理由により評
価対象から除外することについては規定されておらず、結果として手順書に
基づいていない方法で評価され、合格と判定されていた。

状況

手順に基づいて実施していない
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ＧＭＰ調査時の指摘事例④
-構造設備システム-

◼ 品温測定器の定期校正結果が評価基準を
外れたことについて、前回校正以降に当該
計器を用いて製造された製品の品質への
影響を評価していない。

【中程度の不備事項】

指摘内容
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ＧＭＰ調査時の指摘事例④
-構造設備システム-

◼ 指摘事例③において、初回の測定で不合格となったことにつ
いて、校正に係る操作の不備の有無等の調査は行われてお
らず、本来、不合格であれば実施したはずの製品品質への
影響について評価がされていなかった。

◼ 測定不可となった計器についても、前回校正以降に当該計
器を用いて製造された製品の品質への影響について評価さ
れていなかった。

状況

逸脱処理が実施されていない
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◼ 構造設備を定期的に点検整備するとともに、その記録を作成し、
これを保管すること。また、計器の校正を適切に行うとともに、
その記録を作成し、これを保管すること。（GMP省令第10条第１
項第８号）

◼ 製造業者等は、製造手順等からの逸脱(以下単に「逸脱」とい
う。)が生じた場合においては、あらかじめ指定した者に、手順
書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
（GMP省令第15条第１項）

◼ 当該事例の発生に際して逸脱処理等による再発防止策が講じ
られていなかった。

2525

ＧＭＰ調査時の指摘事例③④
-構造設備システム-

不備と判断した根拠
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GMP事例集（2013年版）ＧＭＰ１０－３４

◼ ［問］ （校正記録） 医薬品・医薬部外品ＧＭＰ省令第１０条第８
号の「計器の校正」については、どの計器をどのような方法に
より校正すればよいのか。また、国家標準が存在する計量に
係るものについては、当該標準への追跡可能性（トレーサビリ
ティ）の確保がすべて必要なのか。

2626

ＧＭＰ調査時の指摘事例③④
-構造設備システム-
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GMP事例集（2013年版）ＧＭＰ１０－３４

◼ ［答］以下の点を確実にすること。

１．計器のリストを作成し、校正の必要な計器、校正方法、校正頻度等につい
て、計器の種類、特性、使用目的、使用頻度により、製品の品質確保への
悪影響に起因するリスクを勘案し、製造業者等として定め、少なくとも製品
の品質に影響を及ぼしうる計器については校正を実施すること。

２．重要な計器については、校正の状態が明らかになるように（例：次回校正実
施予定年月日等を記載したラベルの貼付等）すること。校正基準に適合しな
い計器及び次回校正実施予定年月日を超過した計器には「使用不可」の表
示等を行うこと。

３．重要な計器が、その校正において、あらかじめ定められた標準（限界）値か
ら逸脱していた場合には、前回校正以降に当該計器を用いて製造された製
品の品質への影響を評価し、判定を行い、所要の措置を採ること。

2727

ＧＭＰ調査時の指摘事例③④
-構造設備システム-
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ＧＭＰ調査時の指摘事例⑤
-製造システム-

◼ 調査品目の原薬は、２か所の製造所から供給さ
れることになっていたが、原薬製造所に関する情
報が製造販売業者から十分に提供されておらず
、結果として、合理的な根拠がないにもかかわら
ず、一方の製造所で製造された原薬を用いたバリ
デーションを実施していなかった。

【中程度の不備事項】

指摘内容
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ＧＭＰ調査時の指摘事例⑤
-製造システム-

◼ 承認申請書には、製剤化工程を実施する調査対象製造所に供給される原
薬は、ソースＡ及びソースＢの２つのソースがあることが記載されている。

◼ 調査対象製造所は、製造販売業者から支給されたソースＢの原薬のみを用
いてバリデーションを実施していた。

◼ バリデーションの計画時点では、他にソースＡが存在することについて製造
販売業者から情報提供がなく、確認もしていなかった。

◼ 調査対象製造所は、ソースＡの存在を認知することなく、バリデーションはソ
ースＢの原薬のみを用いた検証を行い、ソースＡの原薬を用いた検証を実
施していなかった。

状況

合理的な根拠なくバリデーションを
実施していない。
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◼ 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げ
る業務を行わせなければならない。（GMP省令第13条第１項第１号ロ）

一 次に掲げる場合においてバリデーションを行うこと。

ロ 製造手順等に製品の品質に大きな影響を及ぼす変更がある場合

◼ （５）第１項第１号ロの「製品の品質に大きな影響を及ぼす変更がある場
合」とは、原料、資材、製造工程、構造設備等について、製品の品質に
大きな影響を及ぼすことが予想される変更を行おうとする場合をいうも
のであること。（一部改正施行通知第３章第３の13.(5)）

3030

ＧＭＰ調査時の指摘事例⑤
-製造システム-

不備と判断した根拠
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◼ GMP省令第13条第1項第１号ロにより、「製造手順等に製品の品質
に大きな影響を及ぼす変更がある場合」、バリデーションを行うこと
が求められる。

◼ また、一部改正施行通知第３章第３の13.(5)により、「製品の品質に
大きな影響を及ぼす変更がある場合」とは、原料、資材、製造工程、
製造設備等について、製品の品質に大きな影響を及ぼすことが予想
される変更を行う場合をいうものであることが示されている。

◼ 本事例では、GQP省令に基づく取決め書及び製品標準書に規定さ
れていない「ソースＡの原薬」を用いた製造が行われる可能性は低
い。一方、承認書には記載があるため、製造手順等が期待する結果
を与えることを十分に検証する必要がある。

3131

ＧＭＰ調査時の指摘事例⑤
-製造システム-

不備と判断した根拠
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ＧＭＰ調査時の指摘事例⑥
-製造システム-

◼ 錠剤の製造手順について、製造実態はな
いものの製造販売承認書と製品標準書等
の間に齟齬が確認された。

【軽度の不備事項】

指摘内容
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ＧＭＰ調査時の指摘事例⑥
-製造システム-

◼ 製剤の製造方法について、製造販売業者との取決め書等
に製造販売承認書にない再加工工程が規定されていた。

◼ 取決め書等の製造方法

再加工を行う場合は、製造所の手順書に従い行う。

◼ 製品標準書及び製造指図書・製造記録の製造方法

製剤の不良率が0.5％以上の場合、再加工を行う。

◼ 再加工を行った実績は確認されなかった。

状況

製造販売承認書と製品標準書で
製造工程が異なっていた
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◼ 製造業者等は、製品ごとに、次に掲げる事項について記載した
製品標準書を当該製品の製造に係る製造所ごとに作成し、保
管するとともに、品質部門の承認を受けるものとしなければな
らない。（GMP省令第7条）

◼ 製品の再加工の実績は確認できなかったものの、現状では、
製品標準書に再加工工程を行う手順が規定されており、製造
販売承認書と異なる製造方法が規定されている。

3434

ＧＭＰ調査時の指摘事例⑥
-製造システム-

不備と判断した根拠
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ＧＭＰ調査時の指摘事例⑦
-製造システム-

◼ 製品を運搬するラミナーブース内について
、微生物に関するモニタリングが不十分で
あった。

【中程度の不備事項】

指摘内容
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ＧＭＰ調査時の指摘事例⑦
-製造システム-

◼ 製造時の環境モニタリングプログラムでは、ラミナーブース内に微生
物数に係る項目（空中微生物及び表面付着微生物）のモニタリング
ポイントが設定されていなかった。

◼ 「人の介入がない区域であること」「モニタリングによる介入が汚染の
リスクとなり得ると考えていること」を理由に、ラミナーブース内にモニ
タリングポイントを設定していない旨の説明があった。

◼ なお、当該区域が製造時にグレードＡを保てていることを保証できる
根拠については説明がなかった。

状況

製造環境（グレード）が保障されていない
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◼ 製造業者等は、無菌医薬品に係る製品を製造する場合においては、製造
部門に、第十条に規定する業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる製
造管理に係る業務を適切に行わせなければならない。 （GMP省令第24条）

一 作業区域については、製造する無菌医薬品に係る製品の種類、剤型、

特性、製造工程及び当該区域で行う作業内容等に応じて、清浄の程度

等作業環境の管理の程度を適切に設定し、管理すること。

二 製品等及び資材については、製造する無菌医薬品に係る製品の種類、

剤型、特性及び製造工程等に応じて、微生物等の数等必要な管理項目

を適切に設定し、管理すること。

三 製造工程において、製品等及び資材の微生物等による汚染等を防止す

るために必要な措置を採ること。

3737

ＧＭＰ調査時の指摘事例⑦
-製造システム-

不備と判断した根拠
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◼ 該当のラミナーブースは製品の搬送経路として、グレードAの
管理が求められる重要区域であるため、グレードAの環境が保
てていることを保証できることが必要であると考える。

◼ 製造所としては、当該区域は人の介入がない区域であることか
ら汚染のリスクは低いと判断しており、その他にも「浮遊微粒子
の製造時モニタリング」、「HEPAフィルターのリークテスト」及び
「プロセスシュミレーションテスト」等を実施しているとの補足説
明があったが、当該区域がグレードAであることの保証に至る
考え方については、説明が十分ではなかった。

3838

ＧＭＰ調査時の指摘事例⑦
-製造システム-

不備と判断した根拠
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ＧＭＰ調査時の指摘事例⑧
-試験検査システム-

◼ 外部試験検査機関への検体輸送方法に
係る逸脱について、逸脱処理等による再
発防止策が講じられていない 。

【軽度の不備事項】

指摘内容
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ＧＭＰ調査時の指摘事例⑧
-試験検査システム-

◼ 原薬の受入試験について、外部試験検査機関へ検体を輸送す
る際、原薬の保存条件と同梱した温度ロガーの測定範囲が一
致せず、輸送中の温度が記録されていなかった。

◼ 調査時点において、同梱する温度ロガーの確認手順を作成す
る等の再発防止策が講じられていない状況であった。

状況

逸脱処理が実施されていない
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◼ 製造業者等は、製造手順等からの逸脱が生じた場合において
は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる
業務を行わせなければならない。（GMP省令第15条）。

◼ 当該事例の発生に際して逸脱処理等による再発防止策が講
じられていなかった。

4141

ＧＭＰ調査時の指摘事例⑧
-試験検査システム-

不備と判断した根拠
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ＧＭＰ調査は、ＧＭＰ三原則を製造所全体で理
解し、実践し、製品の品質を確保していることを
確認する調査です。

ＧＭＰ調査まとめ

三原則を意識して、
製造管理及び品質管理を行ってください
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医薬部外品・化粧品製造業の調査に
おける指導事例について

43

※以下のスライドでは、ＧＭＰが適用されない医薬部外
品及び化粧品の製造業を化粧品等製造業と表記しま
す。
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化粧品には、法令上のGMP規制はない。
⇔粧工連の自主基準（＝ISO22716）

化粧品等製造業におけるGMP

「それじゃあ、化粧品はGMPをしなくても
いいんじゃない」と思いがちですが・・・
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薬機法（抄）
第一条の四 医薬品等の製造販売、製造(小分けを含む。以
下同じ。)、販売、貸与若しくは修理を業として行う者、第四
条第一項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)又は病
院、診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法
律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往
診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の
住所を含む。以下同じ。)の開設者は、その相互間の情報交換
を行うことその他の必要な措置を講ずることにより、医薬品
等の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用に
よる保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に努めなけれ
ばならない。

医薬品等関連事業者等の責務
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化粧品等製造業におけるGMP

つまり・・

化粧品の品質、有効性及び安全性の確保、保
健衛生上の危害の発生及び拡大の防止は製
造業者の責務。
⇒それを達成するための有用な手段がGMP

化粧品等製造業においても、GMPに準じ
た製造管理をお願いします。
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化粧品等製造業における
指導事例について

⚫ 原料、資材、製品等は届け出ている保管場所
で区分して保管すること。保管場所を変更し
た場合は変更届書を提出すること。

⚫ 製造記録の不良数の記載欄で、不良品がな
かった場合は空欄とせずに「０（ゼロ）」を記入
すること。

⚫ 記載不要欄は斜線処理とすること。
⇒空欄は、記入忘れと誤解される。

⚫ pH計の校正に用いる標準液はその試験で必
要とする精度を考慮して、適切な使用期限を
設定すること。
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医療機器製造業の調査における指導
事例について

48
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ＱＭＳ省令とは

「医療機器及び体外診断用医薬品の製造
管理及び品質管理の基準に関する省令」

＝ＱＭＳ省令

医療機器及び体外診断用医薬品の
製造販売等における品質管理監督システム
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ＱＭＳ省令とは

・Quality Management  System（QMS）
＝品質管理監督システム

・ＱＭＳとは「企業全体の品質活動」
Quality ≠ Quality of Product

→製造現場の担当者だけではなく、企業のトップ
を中心に、営業・技術・工場・総務等全社的な取り
組みで品質を管理、監督する体制（システム）です。
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医療機器製造業者等における
指導事例

⚫ 管理監督者照査について、対象期間終了前に繰り上げて実
施しているため、残りの期間の実績に基づいた照査となって
いない。

⚫ 前年度の管理監督者照査のアウトプットにおける指示事項に
ついて、当年度の品質目標に反映されているものの、具体的
な実施内容及び実施記録がない。

◼ 製品試験の異物試験で使用する限度見本について、使用期
限の設定がなく、また、再評価が実施されていない。

◼ 購買管理について、供給者の新規評価は実施しているが、手
順に規定した定期的な評価の実施記録がなかった。

◼ 内部監査について、手順どおり実施していない。

◼ 安全管理情報の収集結果について、適切に記録していない。
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最近のトピックスについて

52
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薬機法等の一部を改正する法律の公布

⚫ 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
」が令和元年12月4日に交付されました。

⚫ GMP調査関連での改正

「製造工程の区分ごとのGMP調査」

⇒承認後の適合性調査について、製造所からの
申請に基づき、製造所ごとに、当該製造所におけ
る製造工程の区分毎の調査を受けることを、選択
ができる。
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ＧＭＰ省令の改正

⚫ 最新の国際標準としての水準を有するＧＭＰ省令の
改正が行われた。

⚫ 新たに省令に追加された内容

⚫ ＩＣＨＱ１０ガイドライン（医薬品品質システム）

⚫ 施行通知の追加項目（いわゆる6つのギャップ）

⚫ ＱＡ（品質保証部署）の設置

⚫ ＤＩ（データインテグリティ）の確保 等



55

医薬品製造業に対する無通告調査について

⚫ 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。

⚫ 令和２年には、日医工、小林化工と相次いで、承認書と異
なる方法で後発品を製造していたことが判明した。

⚫ 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。

⚫ 静岡県でも通知に基づく完全無通告調査を実施していま
すので、御協力をお願いします。


