
監視時における指導事項について

静岡県薬事監視第一機動班
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本日の内容

1.  薬事監視機動班の体制、業態数等

2.  GMP調査時の指摘事項

3.  化粧品等製造販売業調査時の指導事項

4.  化粧品等製造業調査時の指導事項

5.  医療機器製造販売業・製造業調査時の指導事項
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1.  薬事監視機動班の体制、業態数等

2.  GMP調査時の指摘事項

3.  化粧品等製造販売業調査時の指導事項

4.  化粧品等製造業調査時の指導事項

5.  医療機器製造販売業・製造業調査時の指導事項
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薬事監視機動班の体制

第二機動班

＜中部保健所＞
静岡市葵区、駿河区

以西を管轄

第一機動班

＜富士保健所＞
清水区以東を管轄

4



静岡県内の業態別許可・登録件数

医薬品
製造販売業（第1種、第2種） 14

製造業 89

医薬部外品
製造販売業 24

製造業 95

化粧品
製造販売業 62

製造業 137

医療機器

製造販売業（第1種、第2種、第3種） 51

製造業 116

修理業 156

体外診断用医薬品
製造販売業 2

製造業 9

令和3年4月1日時点
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業態別立入目安

前年度に新規に許可/登録を取得した業者 全て

各製造販売業者 1回/2年

GMP適用製造所（一般以上） 1回/年

GMP適用製造所（包装）
GMP非適用製造所（一般以上）

1回/2年

GMP適用製造所（保管）
GMP非適用製造所（包装）
医療機器修理業

2回/5年

GMP非適用製造所（保管） 1回/5年

医療機器製造所
体外診断用医薬品製造所

2回/5年

「令和3年度薬事監視機動班業務基本方針」から抜粋

※ただし、回収･違反・指摘事項があった際には1回/年 6



本日の内容

1.  薬事監視機動班の体制、業態数等
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GMP調査の種類

GMP調査

適合性調査

立入検査等

製造販売承認後適合性調査

区分適合性調査

製造販売承認前適合性調査

通常調査（69条調査）

特別調査

輸出用医薬品等の製造に係る適合性調査

変更計画に係る適合性確認

令和3年7月28日付薬生監麻発0728第5号　GMP調査要領の制定について 8



GMP適合性調査に係るサブシステム

サブシステムとは

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

1.  品質システム

2.  構造設備システム

3.  製品原料資材保管等システム

4.  製造システム

5.  包装表示システム

6.  試験検査システム

令和3年7月28日付薬生監麻発0728第5号　GMP調査要領の制定について 9



GMP適合性評価基準
重度の不備事項

　認められた不備事項が、GMP省令に規定されてる条項に抵触しており、以下のいずれか
に該当する場合

・患者に有害な製品を製造した、あるいは有害な製品の製造につながる明白なリスクと
なる場合

・製品あるいは記録について、製造業者による欺罔、虚偽の報告あるいは改竄が認めら
れた場合

中程度の不備事項

　認められた不備事項が、GMP省令に規定されてる条項に抵触しており、「重度の不備事
項」に該当しない場合

軽度の不備事項

　認められた不備事項が、GMP省令に規定されてる条項に抵触することが明らかとまでは
言えないが、製造管理・品質管理の運用上、完全を期すためより適切な運用への改善が必
要な事項である場合

令和3年7月28日付薬生監麻発0728第5号　GMP調査要領の制定について10



事例紹介における留意事項

• 調査は、品質リスクの観点で製造所の製造管理及び品質管理の
方法を総合的に確認しています。

• リスクは施設ごと、品目ごとに異なりますので、全ての製造所に同
じ指摘が当てはまるとは限りません。

• 指摘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。

• 紹介事例は、令和3年7月までに実施した調査を基にしています。
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GMP調査時の指摘事例
＜品質システム＞
　製造工程中に逸脱が発生し、工程検査で不適となったロットに係る品
質管理記録類が適切に保管されていなかった。

＜問題点・リスク＞
　手順には、製造工程中に逸脱が発生した際の、品質管理記録類の取
扱いに関する規定がなかった。
　試験記録の原本が複数のファイルの間に紛れていた。

　⇒　文書の紛失リスク

・GMP省令第８条及び第20条
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GMP調査時の指摘事例
＜品質システム＞

検査工程の逸脱管理において、調査のため実施した試験検査の記録
が作成されていないにも関わらず、製品品質への影響を評価していた。

＜問題点・リスク＞
QAからの電話連絡による試験依頼に基づき、QCが追加の試験を実

施していた。
　手順では、QAは試験依頼書を、QCは試験検査に係る指図及び記録
を行う必要があったが、当該試験に係る一連の記録は作成されていなか
った。

　⇒　製品品質への影響を適切に評価できないリスク

・GMP省令第11条
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GMP調査時の指摘事例
＜品質システム＞

製造エリアに配付された手順書の旧版（副本）が回収されていなかっ
た。

＜問題点・リスク＞
　文書の回収の処理が適切に行われていなかった。

　⇒　旧版の文書を使用して作業を実施するリスク

・GMP省令第20条
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GMP調査時の指摘事例
＜品質システム＞

文書管理が手順書に基づいて実施されていなかった。

＜問題点・リスク＞　
　文書原本の保管管理を手順書に規定された者（文書管理責任者）が
実施していなかった。
　その結果、手順書に規定された文書の配付・回収に係る記録が作成さ
れていなかった。

　⇒　文書の改訂等をした際に、適切に配付・回収できないリスク
　⇒　旧版の手順を用いてしまうリスク

・GMP省令第8条及び第20条

15



GMP調査時の指摘事例
＜品質システム＞

製造エリア等の掲示物に、手順に規定された確認・承認した記録がさ
れていなかった。また、掲示場所が管理されていなかった。

＜問題点・リスク＞
掲示物を適切に管理する体制が整っていなかった。

　⇒　掲示された文書が適切に管理されないリスク
　⇒　旧版の手順で作業を実施してしまうリスク

・GMP省令第8条及び第20条
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GMP調査時の指摘事例
＜製品原料資材保管等システム＞
　原料保管室において、使用可能である原料の容器に、使用不可である
場合に記載する「×」印が記載されていた。

＜問題点・リスク＞
秤量担当者が使い切ることを想定し、秤量前に「×」印が記載していた。

　手順で規定する識別表示が行われていなかった。
　誤った識別表示が適切に訂正されていなかった。

　⇒　誤って使用されるリスク

・GMP省令第10条
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GMP調査時の指摘事例
＜製品原料資材保管等システム＞

系外排出品等の保管場所において、手順で規定した保管期間を大幅
に超過したものが多数確認された。

＜問題点・リスク＞
　手順に基づく廃棄が行われていなかった。

　⇒　不良錠等を不正に使用されるリスク

・GMP省令第10条
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GMP調査時の指摘事例
＜製造システム＞
　薬液の保管に使用する容器の洗浄が手順書に規定されていない方法
で行われていた。

＜問題点・リスク＞
容器の洗浄が、手順に規定されていない方法で実施されていた。

　実施されていた洗浄方法は、バリデーション等による評価が行われてい
ない方法であった。

　⇒　汚染物質の生成等により、製品品質に影響を与えるリスク

・GMP省令第８条及び第15条
・GMP事例集（2013年版）GMP10-6
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GMP調査時の指摘事例
＜製造システム＞
　バリデーション計画の変更が手順に基づいて実施されていなかった。

＜問題点・リスク＞
バリデーションの計画書において、逸脱処理によりバリデーション計画

が修正されていた。
バリデーション基準に基づく対応がされていなかった。

　⇒　バリデーション結果を適切に評価できないリスク

・GMP省令第13条
・平成25年8月30日付薬食監麻発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」 20



GMP調査時の指摘事例
＜製造システム＞
　打錠後の金属検出機からの系外排出品について、金属異物の有無を
確認したことが記録されていなかった。

＜問題点・リスク＞　
金属検出機で系外排出された錠剤があったにもかかわらず、金属異

物の有無を確認したことが記録されていなかった。

　⇒　製品品質への影響を適切に評価できないリスク

・GMP省令第10条
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GMP調査時の指摘事例
＜製造システム＞

プラントツアー時に確認した製造記録において、実施前の作業結果が
記録されていた。

＜問題点・リスク＞
製造記録に、実施前の工程検査等の結果が記録されていた。

　製造終了前に、製造記録の照査欄に工程責任者が確認した旨を示す
記録がされていた。

　⇒　製品品質への影響を適切に評価できないリスク
　⇒　記録書の信頼性に影響を与えるリスク

・GMP省令第10条
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GMP調査時の指摘事例
＜製造システム＞
　品質管理部門が検査用に採取した製品を、明確な基準がなく製造工
程に戻していた。

＜問題点・リスク＞　
　明確な基準や手順がない状態で、試験検査室で検査をした製品を製
造工程に戻していた。

製造記録において、適切に製造工程へ戻されたこと、良品として判断
した者の氏名や数量等は記録されていなかった。

　⇒　製品の汚染リスク
　⇒　他製品との混同のリスク

・GMP省令第8条及び第10条
・令和2年3月31日付事務連絡
　「「PIC/SのGMPガイドラインを活用する際の考え方について」の一部改正について」 23



GMP調査時の指摘事例
＜試験検査システム＞
　複数名で同一検体の試験検査を行う場合、試験検査に係る記録を適
切なタイミングで作成できていなかった。

＜問題点・リスク＞
記録用紙が、複数の試験結果を記載する様式となっていた。
複数の試験者が同一検体の複数の試験を実施していたことから、作業

後にまとめて試験結果を記録していた。

　⇒　記録内容の誤り等、記録書の信頼性に影響を与えるリスク

・GMP省令第11条
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GMP調査時の指摘事例
＜試験検査システム＞

製品の不溶性異物試験に係る対応が、手順に基づいて実施されてい
なかった。

＜問題点・リスク＞
手順では、不溶性異物を認めた場合、種類や大きさ等に応じて追加試

験が必要とされていた。
　不溶性異物が確認されていた事例において、必要な対応の一部が実
施されていなかった。

　⇒　製品品質への影響を適切に評価できないリスク

・GMP省令第11条
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GMP調査時の指摘事例
＜試験検査システム＞
　品質情報事例において、原因調査に使用した参考品のQAへの返却に
関する記録及び廃棄の記録がなかった。

＜問題点・リスク＞
　保管場所から払い出された参考品の返却、廃棄等に係る管理状況が
記録されていなかった。

　⇒　参考品が不正利用されるリスク

・GMP省令第11条
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化粧品等製造販売業の許可要件

製造販売業に求められる許可の要件（医薬品医療機器等法第十二条の二）

• 品質管理の方法が基準（GQP省令）に適合していること

• 製造販売後安全管理の方法が基準（GVP省令）に適合していること
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化粧品等製造販売業調査時の指導事例

• 手順書に規定した様式を使用していなかった。

• 手順書で引用している通知等の更新がされていなかった。

• 各責任者が確認したことが適切に記録されていなかった。

• 市場出荷可否決定の際に、一部の試験記録が添付されていなかった。

• 製造業者の監査を実施した記録が作成されてなかった。
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化粧品等製造販売業調査時の指導事例

• 文書の配付管理がされていなかった。

• 文書の所在が不明であり、すぐに確認できる状態になかった。

• 安全管理情報を収集した際、情報がなかった場合の記録が作成されて

いなかった。

• 収集した安全管理情報の検討結果の記録が作成されていなかった。
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医薬品医療機器等法（抜粋）

第一条の四　医薬品等の製造販売、製造、販売、貸与若しくは修理を業として行
う者等は、必要な措置等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。

化粧品の品質、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は製造業者の責務

日本化粧品工業連合会の自主基準（ISO22716（化粧品GMP））

化粧品等製造業におけるGMP
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化粧品等製造業調査時の指導事例

• 検査で不良とした製品について、不良の原因を製造販売業者へ報告し

ていたが、製造業としては記録の管理対象としていなかった。

• 製品の試験検査項目の変更が行われていたが、製品規格の改訂等が

行われていなかった。

• 作業室の衛生管理方法（定期清掃等）が、手順化されておらず、実施記

録も作成されていなかった。

• 作業室の空調機が破損していたが修繕されていなかった。
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化粧品等製造業調査時の指導事例

• 作業手順書へ手書きで追記を行っていたが、追記された内容の承認等

が行われていなかった。

• 複数名で作業を実施していたが、作業者記録欄に作業者全員の記録が

されていなかった。

• 紙粉等の発生原因となりうる木製パレットやダンボール箱等が充填室に

持ち込まれていた。
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化粧品等製造業調査時の指導事例

• 記録類の誤記修正を、修正液用いて修正していた。

• 規定した出荷判定の手順と、実際に実施している出荷判定の手順が異

なっていた。

• 試験検体をサンプリングするタイミングが、規定されていなかった。

• 試験で使用する標準液の使用期限が切れていた。
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本日の内容

1.  薬事監視機動班の体制、業態数等

2.  GMP調査時の指摘事項

3.  化粧品等製造販売業調査時の指導事項

4.  化粧品等製造業調査時の指導事項

5.  医療機器製造販売業・製造業調査時の指導事項
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医療機器製造販売業の許可要件

製造販売業に求められる許可の要件（医薬品医療機器等法第二十三条の二の二）

• 製造管理及び品質管理に係る業務を行う体制が基準（QMS体制省令）に適
合していること

• 製造販売後安全管理の方法が基準（GVP省令）に適合していること

医療機器に係る省令
QMS省令（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）

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）
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QMSの概念
Quality Management System

資源の管理

管理監督者の責任

製品実現

測定・分析

P

PDCA
サイクル

顧客

要求事項

製品

苦情
品質不良

OUTPUT                                     

INPUT                                     

・・・QMSの計画
　　（QMS省令第十四条）

・・・製品実現計画
　　（QMS省令第二十六条）

要求事項
 （QMS省令第五条）
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医療機器製造販売業・製造業調査時の指導事例

• 既存の製品標準書に準じて製造を行っている品目の製品標準書が作成

されていなかった。

• 品質目標が設定されていなかった。

• 原材料の供給者に対するの監査を年1回実施すると規定していたが、一

部の供給者に対する監査が実施されていなかった。

• 内部監査において、監査計画と監査報告書との間で監査対象が異なっ

ていた。
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医療機器製造販売業・製造業調査時の指導事例

• 同じ名字の者が複数在籍していたが、文書の確認欄等へ署名が名字の

みであり、個人の識別ができなかった。

• 文書は、電子又は紙ベースで管理することと規定されていたが、各々の

具体的な管理方法が規定されていなかった。

• 試験記録の保管期限を3年としていたが、3年以上使用可能な品目であ

った。
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医療機器製造販売業・製造業調査時の指導事例

• 秤量記録を確認したところ、指図値のみが記載されており、実際に秤量

した量が記録されていなかった。

• 指図された製造数に対し、不良製造数が一定割合を超過した際には、

原因と対策を記録することが基準書で規定されていたが、当該記録が

されていなかった。

• 樹脂について、使用後に窒素置換を行っていたが。長期間、樹脂を保管

した場合の影響について安定性等の知見はなく使用期限の設定も行っ

ていなかった。
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本日のまとめ

【目的】
製品品質の確保

人為的な誤りを
最小限に

汚染・品質低下の
防止

高い品質を
保証するシステム

GMP3原則
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