
監視時における指導事項等について

静岡県薬事監視第二機動班

     主任 白川綾乃

令和３年度 第２回 医薬品製造業者等品質管理講習会
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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 監視時における指導事項について
① GMP適合性調査時の指摘・指導事項
② 医薬部外品・化粧品製造販売業調査時の指導事項
③ 医薬部外品・化粧品製造業調査時の指導事項
④ 医療機器製造販売業／製造業調査時の指導事項

３ リモート査察に関するアンケート調査集計結果
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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

業 態 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

業 態 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
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①GMP適合性調査時の指摘・指導事例
※令和２年12月～令和３年11月
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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 9



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
 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

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
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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 11



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。

・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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製造室内の床面や設備表面等の至るところに白い粉が付着
しており、室内の衛生管理が不適切であった。（中程度の
不備）　　　　　　　

構造設備　 

ＧＭＰ適合性調査時の指摘事例

GMP省令第８条の２（交叉汚染の防止）
GMP省令第９条（構造設備）等

（状況・背景等）
• 当該製造室では、原料の秤量、解砕及び造粒工程を同時に行っていた。
• ロット切替時に簡易清掃を行ったとの説明があったが、室内に飛散し

ている粉末は異物の発生源となり、原料や中間製品への汚染リスクが
ある状態であった。 
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定量試験におけるシステム適合性試験について、システム再現性の1回
目のGC測定データを明確な根拠なく不採用とし、測定データの取扱い
が不適切であった。（中程度の不備）　　　　　　　

品質管理（試験）

 　　　　 

　　

（状況・背景等）

  

　　

（根拠等）

  

　　

ＧＭＰ適合性調査時の指摘事例

• 定量試験で使用するガスクロマトグラフ （ＧＣ）のシステム適合性
試験について、システム再現性の1回目の測定データに「不採用」と
押印されていたが、理由等は記載されていなかった。

• 測定データの採否についての基準及び手順の有無を確認したところ、
明確な基準及び手順が定められていなかった。 
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検体採取について、不適切な状況が確認された。（中程度の不備）

• 異なる原料を連続して検体採取する方法について手順書を定めていなかった。

• 工程試験用検体採取について、具体的なサンプリングポイントを手順書に定
めていなかった。

• QCから製造部門へ委託した検体採取について必要な教育訓練を行っていな
かった。 

品質管理（検体採取）
ＧＭＰ適合性調査時の指摘事例

（根拠等）
GMP省令第11条（品質管理）
GMP省令第19条 （教育訓練）等

（状況・背景等）
• １品目１ロットずつ採取することとしていたが、同日に異なる原料を採取す

る場合の順番等については、手順書に定めていなかった。
• 手順書に「初期、中期、終期から合計で○錠を検体として採取すること」と

しており、具体的な採取箇所及び採取量を定めていなかった。また、記録書
に採取の対象となった容器、容器中の採取箇所及び各容器からの採取量が記
載されていなかった。

• QCから製造部門へ検体採取を委託する場合、年１回以上、QCが製造部門に
教育訓練を実施することを定めていたが、平成30年以降、教育訓練を行って
いなかった。 
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逸脱管理の対象となった中間体を、混同並びに汚染及び交叉汚染の防
止の措置を講じることなく、小分け包装室に保管していた。 （中程度
の不備）　　　　　　　

製造管理　　 

（状況・背景等）

  

　　

（根拠等）

  

　　

ＧＭＰ適合性調査時の指摘事例

GMP省令第９条（構造設備）
GMP省令第10条（製造管理）

• プラントツアーの際に、内容量のみが表示されたポリビニール製の袋
に入った白色の粉体を複数袋発見した。

• 当該品は 製造中に逸脱が発生し、製造途中となった中間体であった。
• 当該品を保管していた場所は、原料、中間体、製品又は不適合品の保

管場所ではなく、「区画」、「区分」、「区別」のいずれも講じられ
ていなかった。 
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充填工程で使用する秤量器について、新しい機器に変更していたもの
の変更管理をしておらず、必要なバリデーションを実施していなかっ
た。（中程度の不備）　　　　　　　

変更管理／バリデーション　　 

　　

（状況・背景等）

  

　　

（根拠等）

  

　　

ＧＭＰ適合性調査時の指摘事例

GMP省令第14条（変更管理）
GMP省令第13条（バリデーション）等

• 医薬品製造業許可更新申請にて提出された製造機器リストに掲載され
ていない秤量器が作業室に設置されており、その秤量器を使用して充
填を行っていた。 

• 手順上、秤量機器は変更管理の対象となっていたが、当該機器につい
て変更管理の対象としておらず、バリデーションを実施していなかっ
た。
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PQ品の安定性試験において発生した逸脱（OOS）に関する原因調査が不十分
だった。（中程度の不備）　

逸脱管理／OOS　

（状況・背景等）

  

　　

（根拠等）

  

　　

GMP適合性調査時の指摘事例

• 製造所の移管に伴い実施したPQで製造した製品（PQ品）について、加速条
件での安定性試験を実施していた。

• PQ品の3箇月時点における溶出性試験において、規格下限を下回るOOSが
発生。OOS調査の結果、ラボエラーが認められなかったため、要因が製造
工程または製剤自体にないか調査を指図していた。

• 調査結果を確認したところ、PQ計画書通りに作業したことが記載されてい
るのみであり、十分かつ具体的な製造工程の検証を実施したことについて
記録していなかった。 
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生データ（クロマトグラム）を試験検査室のゴミ箱に廃棄しており、記録の保
管管理を適切に実施していなかった。（中程度の不備）　　　　　　　

文書管理　　 

（状況・背景等）

  

　　

（根拠等）

  

　　

ＧＭＰ適合性調査時の指摘事例

GMP省令第８条（手順書等）
GMP省令第20条（文書及び記録の管理）等

• 調査対象製造所においては、測定機器からプリント機能により出力された
データ（紙記録）を生データとして取り扱っていた。 

• ラボツアーの際に、ゴミ箱に生データ（クロマトグラム）が廃棄されている
状況を発見した。

• 測定機器から同じ生データを２枚出力してしまったことから、１枚を廃棄し
たとの回答があった。

• 手順に、データの「再印刷」や「廃棄」を含む一連のデータ・ライフサイク
ルに関する規定を設けていなかった。 

19



ＧＭＰ適合性調査時の指導事例

製品標準書を確認したところ、原料の規格及び試験方法の項において、
同一ロット間における一部試験省略を行っていたが、省略する根拠を
製品標準書に記載していなかった。

製品品質照査において、原料及び製品の試験検査結果並びに工程管理
値についてXbar-R管理図による評価及び工程能力指数による評価を実
施していたが、評価方法及び評価基準について手順書に規定されてい
なかった。

承認された文書のコピーを配付していたが、コピーであることを示す
押印等はされておらず、文書原本とコピーの識別ができない状況と
なっていた。

製品標準書の配付先については、エクセルにて一覧化して管理してい
たが、当該エクセル文書をGMP管理していなかった。 

洗浄後の製造設備を布シートで覆って置いていたが、洗浄済の状態表
示をしていなかった。
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ＧＭＰ適合性調査時の指導事例
選別機の動作確認はQA承認されたテストピースを用いて実施してい

たが、テストピースの持ち出し及び返却について記録を残していな

かった。

QCエリアへの入室時は白衣を着用することを手順書に規定していた

が、調査中に白衣を着用せずに作業している者が認められた。

試験室の温度は常温管理、湿度はなりゆきとしており、室内に設置

した温湿度計によりモニタリングしていたが、温湿度計の設置位置

について、温度マッピングを実施しておらず、温湿計は任意の場所

に設置されていた。
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②医薬部外品・化粧品製造販売業
 調査時の指導事項
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医薬部外品・化粧品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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医薬部外品・化粧品製造販売業調査時の指導事項

GQP省令関係　　

手順書において、全ての製造業者と取決めを結ぶこととしていたが、

一部項目でバルク製造等を委託している製造所とは取決めを結んで

いなかった。（同第７条関係）

品質標準書に変更が生じていたが、品質標準書を改訂していなかっ

た。（同第16条関係）

製造を委託している製品について、「市場への出荷可否決定通知」

の原本を事務所に保管すべきところ、委託製造所に送付しており、

事務所に写しを保管していた。（同第18条関係）

GVP省令関係　　

手順に安全確保措置は総括製造販売責任者が決定することととなって

いたが、記録様式に総括製造販売責任者による措置の決定の記録欄が

なかった。（同第９条関係）
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③医薬部外品・化粧品製造業
 調査時の指導事項
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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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医薬部外品・化粧品製造業調査時の指導事項

許可を受けた図面と、実態が一致していない。

製造指図書・製造記録書等の記録を訂正する際に、修正液

を使用していた。

バルク検査に使用する培地調製用試薬の使用期限が切れて

いた。

製品倉庫に、試験中と試験合格品の製品の両方が保管され

ていたが、状態表示がされておらず、状態表示が不明瞭な

状態であった。
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受入検査待ち

受入合格品 合格品

出荷判定待ち

受入試験中

不適合品

廃棄処分品

返品

出荷試験中

製品中間
製品

製品製品
資材

資材

製　品

原料 原料

原料 原料

原料不良品

識別・状態表示

28



④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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医療機器製造販売業／製造業調査時の指導事項

供給者の選定及び部品の仕様に関する判定基準が定められていな

かった。

出荷判定待ちの製品と出荷判定済みの製品が混在して置かれており、

互いに識別されていなかった。手順を確認したところ、製造工程規

定においても識別することを定めていなかった。

製品見本について、製品見本を入れる紙箱には「見本」との表示は

あったが、製品見本自体に製品現物との識別表示がされていなかっ

た。

品質管理監督システムを規定する文書に、「回収」の定義はあった

が、「改修」の定義が無かった。

31



本日の内容

１ 薬事監視機動班の体制、業態数等

２ 監視時における指導事項について
① GMP適合性調査時の指摘・指導事項
② 医薬部外品・化粧品製造販売業調査時の指導事項
③ 医薬部外品・化粧品製造業調査時の指導事項
④ 医療機器製造販売業／製造業調査時の指導事項

３ リモート査察に関するアンケート調査集計結果
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背景
• 昨今の新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、移動制限や人との

接触機会の低減に対する措置等がなされた。そのため、第二機動班管内に
おいても、製造所への立入制限により、平時に比べてGMP調査が困難な事
案が発生した。

• 一方で、ICT技術を利用したリモートワークなど働き方自体が多様化してお
り、リモート会議システムの活用が常態化しつつある。このような状況下
において、PMDAにおいてもリモート査察の試行を始めている。

• これまで静岡県は、医薬品の品質確保の観点から製造所での現場確認を重
視しており、原則として実地調査としていた。 

• しかし、新型コロナウイルス感染症もオミクロン株の出現により感染が再
拡大している。また、将来、温暖化等の影響により未知の新興感染症が発
生・流行する可能性も否定できない。  

目的
• 上記のような背景を踏まえ、非常時における代替調査手法の検討が必要で

はないかと考えることから、本県でもGMP調査の手法としてリモート査察
※の導入が可能か検討することを目的に、リモート査察への対応状況等に関
する「アンケート調査」を実施した。 

※「リモート査察」とは、web会議システム等を通じて遠隔的に根拠資料を確認する調査を指す。
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アンケート調査の実施方法

1 調査対象
 薬事監視第二機動班管内のGMP対象医薬品製造所（30施設）

2 調査期間

   令和３年11月5日（金）から11月19日（金）

3 調査内容

   ・リモート査察受審経験の有無

 ・受審時の調査内容等について 等 

4 調査方法

   ・メールにより上記調査対象に送付。

 ・アンケートによる質問は計10 問（9問の

   選択形式及び1問の自由記述式）とした。

リモート査察に関するアンケート

名 ※大まかな数字で構いません

品目 ※大まかな数字で構いません

※該当する欄に「○」を記入してください

製造所の現状について、お聞かせください。

Q1 リモート査察を受審したことがありますか？

はい ⇒Q2へ

いいえ ⇒Q8へ

Q2 （Q1で「はい」と回答した方）これまでに何回受審したことがありますか？

1回

2～4回

5回以上

Q3 （Q1で「はい」と回答した方）査察を行った者は誰ですか？（複数回答可）

製造販売業者

外国調査機関（FDAなど）

PMDA

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q4 （Q1で「はい」と回答した方）受審した査察の種類はどのようなものですか？（複数回答可）

製造販売業者との取決めに基づき、製造販売業者が行う製造所への確認

自己点検等の位置付けで行う内部査察

適合性調査申請に基づく調査

当局による薬機法第69条等に基づく立入調査

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q5 （Q1で「はい」と回答した方）リモート査察ではどのような調査を行いましたか？

プラントツアー、ラボツアー、書面調査 ⇒Q6、Q7へ

プラントツアー、ラボツアーのみ ⇒Q6、Q7へ

書面調査のみ ⇒Q6へ

その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、移動制限や人との接触機会の低減に対する措置等がなされました。
これまで本県では、医薬品の品質確保の観点から製造所での現場確認を重視しており、原則として実地調査としておりま
したが、新型コロナウイルスの感染再拡大や未知の感染症が発生した場合、今まで以上に実地調査が困難になることも
予想されます。このような中、PMDAが新たなGMP調査の手法として、リモート会議システムを活用した査察（リモート査察）
の試行を始めております。
この状況を踏まえ、本県のGMP調査においてリモート査察の導入が可能か否かを検討することを目的に、現在のリモート
査察への対応状況を把握したいと考えています。つきましては、本紙のとおりアンケートを実施しますので、御協力願いま
す。

期限：令和３年11月19日（金）
回答方法：メール

※「リモート調査」とは、クラウド等のシステムやWeb会議システム等を活用して、遠隔的ながらリアルタイムに製造現場や
根拠資料を確認する方法のことを指します。

製造所名

記入者（役職）

連絡先電話番号

従業員数

製造品目

図：アンケート内容（抜粋） 
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Q1：リモート査察を受審したことがありますか？
Ｑ1で「はい」と回答した製造所に対し、

Q2：何回受審したことがありますか？

はいいいえ

調査結果
アンケート回答率 90％（27施設／30施設）

（15施設）（12施設）

44％ 56％

   1回
　 33％
（5施設）

2～4回
47％（7施設）

5回以上
　20％
（3施設）

Q1 Q2
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 Q3：リモート査察を行った者は誰ですか？（複数回答可）

リモート査察の受審経験「あり」と回答した製造所（15施設）に対する質問 

調査結果

6

0

1

10

その他

外国調査機関（FDAなど）

PMDA

製造販売業者

 Q4：受審した査察の種類はどのようなものですか？（複数回答可）

6

0

1

2

10

その他

適合性調査申請に基づく調査

自己点検等の位置付けで行う内部査察

製造販売業者との取決めに基づき、
製造販売業者が行う製造所への確認

当局による薬機法第69条等に基づく
立入調査
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リモート査察の受審経験「あり」と回答した製造所（15施設）に対する質問 

調査結果

 Q5：リモート査察ではどのような調査を行いましたか？

1

6

0

9

その他

書面調査のみ

プラントツアー、ラボツアーのみ

プラントツアー、ラボツアー、書面調査
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 Q6：リモート査察時にどのような不具合等が起こりました
か？（複数回答可）

リモート査察の受審経験「あり」と回答した製造所（15施設）に対する質問 

調査結果

「その他」の回答（一部抜粋）
・社内の TV会議システムであったが、資料を用いた説明が難しかった。
・書面の細かい箇所が読み取れない。

6

4

4

7

1

その他

Web会議システム等の操作方法で分からないことがあった

PCがフリーズするなど、端末の操作がうまくいかないことが

あった

通信状況が良くなかった

何の問題もなかった
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 Q7：カメラやマイクの持込み制限はありましたか？

Q5で、リモート査察「プラントツアー、ラボツアー、書面調査」又は「プラント

ツアー、ラボツアーのみ」と回答した製造所に対する質問

調査結果

Q7-1 プラントツアーについて

1

3

2

4

その他

一部制限を設けた

プラントツアーにおいて、清浄度の高い作業室

（充填室等）への持込みは不可とした

特に制限はない

「一部制限を設けた」の回答
・建屋内は防爆以外の機械類は持ち込み禁止としている
・カメラ等の持込みは不可とした。
・防爆エリア、高活性物質暴露エリアへは不可
「その他」の回答
・必要に応じてあらかじめ撮影したビデオツアーとした。 39



 Q7：カメラやマイクの持込み制限はありましたか？

Q5で、リモート査察「プラントツアー、ラボツアー、書面調査」又は「プラント

ツアー、ラボツアーのみ」と回答した製造所に対する質問

調査結果

Q7-2 ラボツアーについて

「一部制限を設けた」の回答
・微生物検査室
「その他」の回答
・ラボツアーは行われなかった。　　
・必要に応じてあらかじめ撮影したビデオツアーとした。
・試験設備がないのでラボツアーなし

3

1

5

その他

一部制限を設けた

特に制限はない
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 Q8：リモート査察を受審したことがない理由は何ですか？
（複数回答可）

リモート査察の受審経験「なし」と回答した製造所（12施設）に対する質問 

調査結果

1

0

1

2

3

4

11

その他

安定したICTツールがないため

クラウドやWeb会議システム等の設備が整っていないため

組織のセキュリティーポリシー上、許可が下りないため

PCやマイク等の設備が整っていないため

リモート査察に関するノウハウが無いため

受審の機会がなかったため
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Q9：今後、静岡県がリモート査察を取り入れた場合、対
応は可能ですか？

調査結果
全製造所に対する質問

設備やインフラ環境が
整えば可能
41％（11施設）

当面は難しい
7％（2施設）

その他
22％（6施設）

今すぐ
対応が可能
30％（8施設）

「その他」の回答（抜粋）

• どの程度の対応が必要か不
明。タブレット端末使用で
あれば可だがwifi環境が良
くない。

• 実施方法により対応は可能。
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Q10：リモート査察に対する静岡県への要望等はあります
か？

調査結果
全製造所に対する質問 

リモート査察の受審経験「あり」と回答した製造所（15施設）の回答（一部抜粋）

・ツアーなどの査察方法の具体的な対応方法、文書確認の方法（事前開示要否）などの

実施事例などを周知して欲しい。

・リモート査察の前に弊社で準備すべき書類、事前に送付すべき書類、確認事項等を事

前に教えて欲しい。

・実地以上に綿密な事前のすり合わせが必要。円滑に進めるためには事前準備が重要に

なると思う。

・リモートツアーについては機材が限られているため、複数班となった場合に完全には

対応できない可能性がある。

・思っている以上に時間がかかるので、実地での確認よりは時間に余裕をもって欲しい。

普段、1日で査察が終了するのであれば、リモートでは1日半～2日にするなどの対応

をして欲しい。
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Q10：リモート査察に対する静岡県への要望等はあります
か？

調査結果
全製造所に対する質問 

リモート査察の受審経験「なし」と回答した製造所（12施設）の回答（一部抜粋）

・（リモート査察の）導入例を示して欲しい。

・Web会議システム(Zoom)を用いるリモート会議の実績はあるものの、リモート査察

(特にプラントツアーやラボツアー)の経験がない。ツアー時に特別な設備が必要にな

るのであれば整備する必要があるため、明確にしてほしい。

・現時点では自社においてはリモート査察未経験となるため、査察を受ける側として

ハード面およびソフト面も含めて必要な環境・準備事項や、リモート査察の具体的な

方法(リアルタイムで現場画像の送受が必要か？、文書の送受の方法等)などを明確に

してもらえると対応準備を検討する面で助かる。
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おわり

生きがいと健康づくりのイメージキャラクター
『ちゃっぴー』
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