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クオリティカルチャーとは

• 規制の有無に関わらず、品質を重視する   思考や行動が伴った

コミュニティを目指す「クオリティカルチャー（品質に関わる

企業文化）

• 規制当局は、クオリティカルチャーの醸成がGMPコンプライア

ンスの強化と医薬品の安定供給につながると考えている

• 常に変化し続ける品質要求を把握し、理解しながら業務に落と

し込み自律的に行動できる組織文化

Quality　
Culture

PQS（品質
システム）

GMP

ルール

品質要求を理解しながら業務へ落
とし込み自律的に行動できる

品質要求を理解しながら業務へ落
とし込み自律的に行動できる

与えられたルールを守っている
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カルチャーとは

• その人の信念、価値観及び行動規範の集合体

• 目に見えにくい

• クオリティカルチャーを醸成するためには、「変革

が見えない」氷山の水面下の部分である信念、価値

観、行動規範を変えていくというアプローチが必要



クオリティカルチャーのポイント

すべての従業員が失敗やミスを自由に伝達でき

る透明でオープンな職場

経営陣は以下を理解する

• クオリティカルチャーの醸成

• すべての階層の従業員間で情報が共有できる組

織的な報告構造

• クオリティカルチャーの醸成に対する経営陣自

らの関与
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品質分野における共有しておきたい
クオリティカルチャーの要素とあるべき姿

•患者さんの生命を守ることを第一とする

信念

•経営陣及び従業員が一体となり品質を優先すると
いう意識をもつ

価値観

•安心して服用できる医薬品を安定的に供給するために、各従
業員が品質確保のため自発的に行動し、判断するための実効
性ある組織、システム、制度が構築され機能している

行動規範
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クオリティカルチャー

• クオリティカルチャー：
正しく行動する。
正しいことを行動する。
学習する。
ビジネス環境に適してい
る（変化を求める）

• カルチャーは、強いリー

ダーシップと組織の従業
員によって作られる



クオリティカルチャー

10倫理規範と方針

クオリティカルチャー

リソースの分配
品質メトリクスの定期的

マネジメントレビュー

品質リスクマネジメント

PQS

データの完全性

データの完全性に
関する問題の対応

データガバナンスシステム



クオリティカルチャーの醸成

• 患者さんに高品質の医薬品を提供するための組織におけ

る、組織と個人の全体の態度/信念/行動

• 「品質に関わる従業員」が共有する信念、価値観、行動規

範の集合体

• 人の行動と動機は、品質要求を達成するために重要であり、

自然に継続する改善を重視

• 経営陣と従業員の一人一人が、顧客に高品質の製品を提

供するうえで品質文化を確立する役割と責任がある

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11



クオリティカルチャーの醸成の背景

• 製薬企業は、生命関連企業として高い倫理観に基づく自律

した活動が社会から強く求められる

• 一方でGMPコンプライアンスや製品の安定供給等において、

社会からの期待に十分に応えているとは言い難い事項が

続いている

• 社会からの期待に応えられる企業になるためには、各社の

根幹にある企業風土の在り方が重要であり、特に製薬企業

の“品質”に関わる企業文化「クオリティカルチャー」につい

て注目が集まるようになってきた 
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求められる企業風土

• 製薬企業は、生命関連企業として高い倫理観に基づく自律

した活動が社会から強く求められる

• 一方でGMPコンプライアンスや製品の安定供給等において、

社会からの期待に十分に応えているとは言い難い事項が

続いている

• 社会からの期待に応えられる企業になるためには、各社の

根幹にある企業風土の在り方が重要

• 製薬企業の“品質”に関わる企業文化：クオリティカル

チャーについて、ますます注目が集まるようになってきた 
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品質メトリックス

• 客観的に品質を評価するためには、判定をするための

モノサシが必要

• 品質指標 (メトリクス)：品質を評価するための基準

• FDAは品質を数値化するするガイダンスを提案

• 品質指標 

• ロット合格率

• 苦情率

• 出荷時＆安定性試験でのOOSの率 
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クオリティメトリックスの要求
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クオリティメトリックス報告にかんす
るFDA当局への業界の質問

プログラムはガイダンスというよりも規則制定を通じ
て実施されるべきである

クオリティメトリックスはGMP規則の現行の要件では
ない

FDAは、FDA査察のために「新たな」記録の作成を
製造業者に要求する権限を持たない

（続く）



品質指標に対する要求事項

• 製造業者は 

• 変動の原因を理解すること

• 変動の存在と程度を検出すること

• 工程、最終的には製品特性に対する変動の影響

• 変動を工程及び製品の示すリスクに見合うよう 管理すること

• 工程を確立し、検証した後、製造業者は工程をその寿命を 

通して、原材料、装置、製造環境、職員及び製造手順が変 

わっても管理された状態に維持しなければならない

• 継続 的なプログラムにより製品及び工程の情報を収集し、

分析 し、工程の管理の状態を評価すること 
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FDAは以下のメトリックスを提案

• 経営陣の誓約；品質に対する会社の確約が複数の公開

フォーラムで明らかになっており頑健なPQSの指標になっ

ている

1. メトリックはレビューされ承認されているか

2. CAPAの有効性；包括的な是正予防措置プログラ ムは

QUALITY CULTUREの強力な指標となっている

3. どの位の割合で是正措置は再教育を含んでいるか（即ち逸脱

の根本原因は適切な教育訓練の欠落による） 

4. 施設の 管理者が書く品質特性（CQA)に対する工程能力あ る

いは性能の指数を計算
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お話の内容

1. クオリティカルチャーとは
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4. 品質保証と品質マネジメント
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基本的な考え方

• 企業文化とは、従業員が共有する信念、価値観、

行動規範の集合体である

• クオリティカルチャーとは、品質に関わる従業

員が共有する信念、価値観、行動規範の集合体

である

• 信念、価値観、行動規範は企業ごとに異なる
19



望ましい品質管理体制の事例

社内ルールの整備とマネジメントレビュー

社員同士の対話による企業理念の浸透活動

作業場にビデオカメラ設置

データインテグリティ（DI）確保の機器設備の導
入

品質管理人材を増強し、グローバル標準の品質文
化を取り組む
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青い花びらは、私たちがお客様のために品質を追求することを示す
右側のオレンジ色の花びらは、品質のマインドをもって品質を設計、生産し、高品質

の医薬品を届けるという我々が目指す活動の姿を表し、左側の黄色の花びらは、ある
べきマインドセットを示す。

ベーリンガーイン
ゲルハイムのクオ
リティカルチャー
を視覚化したもの
がクオリティフラ
ワー



社員のモノの見方・考え方
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見方・考え方

ベーリンガーインゲルハイムは、“Me(私自身）”が責任ある行動をとり、

We(私たち）が協力しあって結果を出すことを基本とします。また、問題
を事前に防ぐべく、予防を促進し、同じ過ちを繰り返さないよう、失敗か
ら学びます。更に、コミュニケーションを活発に進め、情報を共有するこ

とで透明性を担保します



中外製薬におけるクオリティカルチャーの醸成活動
全社共通のクオリティカルチャーの目指す姿
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松本　拡：PHARM TECH JAPAN Vol.36(2020) 1915

意識・心構え
• 常に患者さんを第一優先に考えて

いる
• 決められた手順にただ従うのでは

なく、常に“なぜ ”考え行動
• クオリティに関心を持ち、自律的

に継続改善に取り組んでいるを

コミュニケーション
• 組織・階層にとらわれず、必要な情

報が必要な人に伝わる
• 遠慮や恐れなく問題を提言できてい

る
• 過去の失敗や情報が伝承されている

従業員の参画

全従業員が
• クオリティに対して当

事者意識をもって関
わっている

• 共通の品質目標に向け

て一致団結している
 

リーダーシップ
経営陣/マネジメントが
• クオリティはコストやスピードに優先するこ

とを理解し、目指す姿や品質目標を明確に示
している

• 自らが率先して目指す姿の模範を示している
• クオリティを高める判断や行動を正しく評価

して支援している
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組織を変えていくためには、
人の認知に働きかけることが重要

固定

概念

• 人は固定概念を持っている
• 信念、心構え、価値観、思い込み、暗黙の了解、

陥りやすい思考回路

固定概念
を解凍

• 固定概念を解凍し、やわらかい状態に
する

固定概念
を変える

• 新しい認知を取り入れてあとで再度凍
結していく



クオリティカルチャーを醸成するには

• 目に見える部分から

• クオリティカルチャーの醸成には、品質システムや

人事制度、上級経営層のコミュニケーションといっ

た目に見える部分から変えていき、徐々に認知と行

動の変化につなげていくアプローチが有効

• 社長自らがコンプライアンス管掌の任に就く

• 品質管理人材を増強し、グローバル標準の品質文化

を取り込む
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望ましいカルチャーとは

• 会社の熱量が高い

• 自由度が高い

• 挑戦を歓迎する風土

• チームでの成果を意識している

• 仲間を信頼している

• 努力を惜しまず成長し続ける
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お話の内容

1. クオリティカルチャーとは
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4. 品質保証と品質マネジメント

5. CAPAシステムの強化

6. まとめ
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クオリティカルチャーの醸成の背景

• 世界的にクオリティカルチャーの必要性が叫ばれ、薬機法

改正案でも経営層への意見上申システムが盛り込まれる

など、品質を重要視するカルチャー醸成と、組織的に情報

の流れを管理する動きが出ている

• クオリティカルチャーが醸成されれば、 ・偽造 ・偽証 ・不十

分なデータ など のリスクが軽減する

• QUALITY METRICS（品質指標）を企業から提供させるこ と

で、企業の健全性も把握できる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（続く） 
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背景

• 最近相次いでいる医薬品の大規模な自主回収が発生

医薬品の大規模な自主回収

• 内部調査でデータ改ざんなどの不正が発覚

• 「規制の有無に関わらず、品質を重視する思考や行動が伴った
組織体制」を目指す「クオリティカルチャー（品質文化）が未成熟

品質管理体制の不備

• GMP問題の背景には、コンプライアンス意識の浸透が徹底され
ていない

• 社内外の更新ができず、情報管理がうまく機能していない

コンプライアンス意識の浸透
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品質分野におけるクオリティカルチャーの
要素とあるべき姿

1. 信念

• 患者さんの生命を守ることを第一とする

2. 価値観

• 経営層及び従業員が一体となり品質を優先するとい
う意識を持つ

3. 行動規範

• 安心して服用できる医薬品を安定的に供給するため
に、従業員が品質確保のために自発的に行動し、判
断するための実効性ある組織、システム、制度が構
築され、機能している 30



お話の内容

1. クオリティカルチャーとは

2. クオリティカルチャーの基本的考え方

3. クオリティカルチャーの目的

4. 品質保証と品質マネジメント

5. CAPAシステムの強化

6. まとめ
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リスクマネジメントとは

32

リスクに関して、組織を指揮し管理する、調整された活動

• 偶発的又は人為的な事故を発生させないこと
• 発生した場合、損失を最小化するために最小化する

こと
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• 品質
• 顧客へ提供されるモノやサービスがもつ重要な特性である（c.f. 

顧客満足）。

• 適切な品質を継続的に届けることは企業にとって重要な役割で
あり、それを達成するために体系的な管理手法が必要

• 品質マネジメントシステムは品質に着目したマネジメントシステ
ムであり、品質を担保することを目的として導入されうる。

• 品質マネジメントシステム
• 品質に関する領域：「品質方針・品質目標・達成プロセスを確立

する（品質をマネジメントする）ための、相互に関連・作用する組
織の一連の要素（システム）」。

• 「品質」とは「対象に本来備わっている特性の集まりが，要求事
項（明示的・暗黙的に了解/要求されているニーズ又は期待）を
満たす程度」を指す。例えばリンゴの「味」はリンゴそのものが備
える特性であり「おいしい」「マズい」が品質に当たる。
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• 「品質保証システム」の考え方
• 品質を保証するための手順を確立することが目的で

あったため、各種手順を記載した書類を大量発行する
ことに終始し、作業の効率を落とすだけであった。

• ISO 9000を、世間からのお墨付きをもらう手法との誤

解が広がり、認証取得だけを現場に押し付けることで、
企業経営陣の責任逃れが目立った。

• ISO ２000年の改定：品質マネジメント
• 顧客満足を目標とした「管理体制」を強調し、「品質マ

ネジメントシステム」とした。

• トップマネジメントによるコミットメントという言葉を入れ
ることで、最高意思決定層（取締役）の責任を明確にし
た。

• この規格が企業活動に適用された場合、「経営手法」
となり経営者の責任をより明確にする一つの基準とも
なった。



お話の内容

1. クオリティカルチャーとは

2. クオリティカルチャーの基本的考え方

3. クオリティカルチャーの目的

4. 品質保証と品質マネジメント

5.CAPAシステムの強化
6. まとめ

35



強固なCAPAシステムの構築

• CAPAシステムは、医薬品製造における不適合の発生率

を減少させる

• CAPAは、潜在する不良・不適合の原因を取り除く措置

と検知された不適合の再発の原因を取り除くための効

率的でシステマティックな措置である

• FDA査察の重要な査察項目の一つである

• CAPAを見ることで、企業の製品に対する品質改善やコ

ンプライアンスの姿勢；クオリティカルチャーが見え

てくる
36



CAPAとは？
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CAPA ： Corrective 
Action and Preventive 
Action
改善措置・予防措置

応急措置

改善措置

予防措置

実効性の検証

逸脱現象
CAPAの成功：

根本原因を断つ

• CAPAは予防措置の実効性を確認して終了となる。改善措置の実行のみでク
ローズさせてはならない

• 改善措置を予防措置に引く次ぐことが不適合発生防止のために重要

不適合

発生

検知された不
適合の原因を

除去

潜在する不適
合の原因
を除去

是正処置は「同じ場所で再度同じことが起き
ないようにする」ことであるのに対して、予防

処置は「まだ起こっていない場所で予測して

防止する」ことである。

原因調査は
行われない

不適合事象

根本原因



ヒューマンエラーの原因を取り除く方法

• 「しにくい」作業をなくし、「しやすい」作業

に変える

• SOPに写真や図を記載して、わかりやすい手順

にする

• チェックシートを用いる

• 作業者の能力を的確に評価し、知らないことは

やらせない

• 作業者自身の周りの環境改善、職場改善

• 過不足のない作業手順と記録
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ヒューマンエラーを防止する管理者の役割

• ヒューマンエラーは普遍的なもので避けられない
ものと認識

• よい環境を整えることによってヒューマンエラー
を起こりにくくする

• ヒューマンエラーは結果であり原因ではない

• ヒューマンエラーを引き起こした状況を理解する
ことによってのみ、再発を防止できる

• 効果的なエラーマネジメントは、部分的な修正で
はなく継続的な改善である

39



データの完全性とクォリティカルチャー

40
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GMP組織を作り、正しく記録を残すために経営陣と従業員

が協力してデータの完全性の確保を推進し、製品品質を保
証する



お話の内容

1. クオリティカルチャーとは

2. クオリティカルチャーの基本的考え方

3. クオリティカルチャーの醸成について

4. 品質保証と品質マネジメント

5. CAPAシステムの構築

6.まとめ
42



まとめ

• 医薬品を取り巻く環境は複雑化し変化は速く、法規制やガイド

ラインの遵守だけでは、高品質の医薬品を安定供給する社会的

責任を果たすことは困難である

• クオリティカルチャーはコンプライアンスを超えたものとして、

企業が一体となって取り組むものである

• 品質分野におけるクオリティカルチャーの醸成は、経営者、マ

ネージャー、現場の担当者が、常に患者さんを第一に考え、自

律的な判断をし社会的責任を果たすために必要である

• クオリティカルチャーの醸成は、医薬品を製造・販売すること

の土台となる 43


