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本日の内容

”クオリティカルチャー”について考える
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
医療機器の製造業の調査における指導事
例について
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”クオリティカルチャー”について考える
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”クオリティカルチャー”について考える

今、医薬品業界の中で
「クオリティカルチャー」
という言葉が世界的流行語となって
います。

演者がこの言葉を初めて聞いたとき、
一つ疑問を抱きました。



”クオリティカルチャー”について考える

演者の疑問

｢クオリティカルチャー｣を直訳すると｢品質本位の文化｣
↓

疾病に苦しむ患者を救うため、高品質の医薬品を提供して医療
に貢献することが、医薬品を製造・供給する者の責務ではない
のか。

↓
患者本位、品質本位で医薬品を製造するのは言わずもがなの当
たり前のことではないのか。

↓
決して新しい概念ではない。何を今更"クオリティカルチャー"
と言うのか。



”クオリティカルチャー”について考える

◎止まらない医薬業界の不祥事
＜業務停止処分を受けた医薬品製造業者＞

2016年 化学及び血清療法研究所
2017年 山本化学工業
2019年 松浦薬業

協和発酵バイオ
2021年 小林化工

日医工
岡見化学工業
久光製薬
北日本製薬
長生堂製薬
松田薬品工業
日新製薬

2022年 富士製薬工業
共和薬品工業

「言わなくても分かっているはず」という演者の考えは、全
くの幻想でした。

・承認書と異なる製造
・原料、製品の不適切管理
・不正製造の隠蔽
・虚偽記録の作成

･･･等々

経営陣も不正製造の事実を
認識していたにもかかわら
ず、是正措置を講じず、む
しろ隠蔽や虚偽報告を指示
していた。



”クオリティカルチャー”について考える
なぜ不祥事は無くならないのか（演者の勝手な考察）

①小林化工不祥事のレポートに「医薬品の安定供給がジェネリックメー
カーの責務であり、出荷計画ありきで製造していた」ことが書かれてい
たように、医薬品メーカーとしての責務を自己の都合のいいように解釈
し、そのためなら多少法に触れることがあっても許容されると考えてい
たのではないか。

②他社の不祥事を、本来は「他山の石」としてCAPAのインプット情報
にするべきところ、「対岸の火事」として情報共有していなかったので
はないか。

③行政が査察に来ても数日の調査なので、嘘をついてもバレずに調査を
乗り切れば大丈夫と考えていたのではないか。

④これらのことを経営陣が見て見ぬふりをしていた、又は主導的に関与
していたのではないか。

⇒行政が主導的に「クオリティカルチャー」の醸成に関与する必要がある。



”クオリティカルチャー”について考える
「クオリティカルチャー」醸成のための法的措置

①法令遵守体制の整備（法第18条の２）
・薬事に関する業務に責任を有する役員（責任役員）の指定
・責任役員、製造管理者の権限の明確化
・法令遵守のための指針の提示
・不適切な製造等に関する情報の収集、製造販売業者への連
絡、必要な措置の実施

・製造管理者の意見の尊重
・従事者が支障なく情報提供できる体制の整備
・責任役員を含めた従業員に対する法令遵守教育の実施

②承認事項の遵守（GMP省令第３条の２）
・製造販売承認書、MF、日本薬局方等の公定書に従い製造
及び試験検査を行わなければならない。



”クオリティカルチャー”について考える
「クオリティカルチャー」醸成のための法的措置

③医薬品品質システムの構築（GMP省令第３条の３）
・品質方針を文書により定め、当該文書に医薬品品質システ
ムの手続等の構成要素（製造プロセスの稼働性能及び製品
品質のモニタリングシステム、ＣＡＰＡシステム、変更マ
ネジメントシステム、マネジメントレビュー）を示すこと。

・製造所における品質目標を、文書により定めさせ、医薬品
品質システムに関わる全ての組織及び職員に対し、品質方
針及び品質目標を周知すること。

・必要な資源を配分すること。
・定期的に医薬品品質システムを照査し、その結果に基づい
て所要の措置を講ずること。

※責任役員が主体となって行うこと
（GMP事例集2022年版 GMP0-6）



”クオリティカルチャー”について考える
「クオリティカルチャー」醸成のための静岡県の行動

①業界向け講習会の充実
・管理者向け、経営陣（責任役員）向け講習会の実施
・既存講習会（品質管理講習会）の充実化
・初任者向け講習会の共催化

②無通告立入検査の強化
・同一年度内の適合性調査の実施の有無に関わらず、リスク
が高いところを優先に無通告立入検査を実施

・特に品質管理上のリスクを評価するため、無通告立入検査
時に在庫品の収去を実施

（その他、適合性調査の調査時間を延長して詳細調査を実施する、公益
通報制度の活用の周知、等）



”クオリティカルチャー”について考える

演者の勝手な想い

・行政が｢クオリティカルチャー｣を声高に言わなければいけな
い現状は悲しいこと

↓
・「クオリティカルチャー」の醸成は行政主導で行うものでは
なく、業界全体が、ひいては製造業者が主体となって構築し
ていくもの

↓
・患者本位、品質本位の旗印の下、経営陣も従業員も、全員が
同じ方向を向いて医薬品製造することが求められる

↓
・ただし、同じ方向を向くと言っても、盲目的に指示する、指
示に従う、ということではない

↓



”クオリティカルチャー”について考える

演者の勝手な想い

・正しいことを「正しい」と言い、間違っていることを「間
違っている」と言える雰囲気、体制を作ること

↓
・間違っていることは、正しく原因を検証し、正しく是正措置
を検討し、正しく管理者や責任役員に報告し、正しく結果を
評価して受容し、正しく措置を指示し、正しく必要な資源を
投入することを、品質本位、患者本位で行う、という共通認
識を持つこと

↓
・これを責任役員が主体となって、経営的判断を排除して行動
することにより、「クオリティカルチャー」として醸成され
ていくのではないか



”クオリティカルチャー”について考える

この後、調査時の指摘事例を紹介しますが、聴講
されている皆さんは、「保健所の人がこう言って
いた」と復命するのではなく、自分たちの状況と
比較して大丈夫なのか、問題があるのか、問題が
あればどの点を是正したらいいか、等々、考えな
がら聞いて、その結果を上司に報告する、改善案
を提案する、くらいの心構えで聞いてください。



患者さんによい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

Quality Culture；
The collective attitudes, beliefs and behaviors of an organization
and of individuals in the organization related to delivering
quality pharmaceutical products to the patient.

”クオリティカルチャー”について考える

＜参考＞FDA



＜参考＞PIC/SのDIガイダンス（PIC/S GUIDANCE GOOD 

PRACTICES FOR DATA MANAGEMENT AND INTEGRITY IN 
REGULATED GMP/GDP ENVIRONMENTS）

6.3 クオリティ・カルチャー
6.3.1 経営者は、たとえば、職員がデータの信頼性の潜在的な問題を
含む、不具合やミスを自由に伝えることを促し、是正処置・予防処置を
とることができる、透明でオープンな職場環境（すなわち品質環境）を
創るつもりでなければならない。組織の報告構造は、全てのレベルの職
員間での情報の流れを許可しなければならない。

”クオリティカルチャー”について考える

6.3 Quality culture
6.3.1 Management should aim to create a work environment (i.e. quality 
culture) that is transparent and open, one in which personnel are encouraged 
to freely communicate failures and mistakes, including potential data 
reliability issues, so that corrective and preventive actions can be taken. 
Organisational reporting structure should permit the information flow 
between personnel at all levels.



6.3.2 It is the collection of values, beliefs, thinking, and behaviours 
demonstrated consistently by management, team leaders, quality personnel 
and all personnel that contribute to creating a quality culture to assure 
data quality and integrity.

6.3.2 クオリティ・カルチャーは、経営者、チームリーダー、品質
部門の職員、及び全ての職員によって一貫して示される価値観、信念、
思考、行動の蓄積で、データの品質とインテグリティを保証するため
の文化を創造することに寄与する。

”クオリティカルチャー”について考える



6.3.3 Management can foster quality culture by:
・Ensuring awareness and understanding of expectations (e.g. Code of Values 
and Ethics and Code of Conduct),
・Leading by example, management should demonstrate the behaviours they 
expect to see,
・Being accountable for actions and decisions, particularly delegated activities,
・Staying continuously and actively involved in the operations of the business,
・Setting realistic expectations, considering the limitations that place 
pressures on employees,
・Allocating appropriate technical and personnel resources to meet 
operational requirements and expectations,
・Implementing fair and just consequences and rewards that promote good 
cultural attitudes towards ensuring data integrity, and
・Being aware of regulatory trends to apply “lessons learned” to the 
organisation.

”クオリティカルチャー”について考える



6.3.3 経営者はクオリティ・カルチャーを以下のことにより育成できる：
・期待の気づきと理解を確実にすること（例：価値観や道徳の規則や行動規
約）

・経営者は、例を使って導きながら、彼らに期待する行動を示すべきである
・特に任せられた活動について、行動と判断が説明可能であること
・ビジネスの実施の中に連続的かつ積極的に含まれていること
・職員に与えるプレッシャーの限度を考慮し、現実的な期待が設定すること
・経営上の要求や期待を満たすために適切な技術的リソース及び職員のリ
ソースを割り当てること

・データ・インテグリティを保証する正しい文化的な態度を促進する公平な
実施と、当然の結果や褒章

・学んだ知識が組織に適用されるために、規制動向を意識すること

”クオリティカルチャー”について考える



GMP調査について
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GMP調査の種類

20

適合性調査・
確認

製造販売承認前
適合性調査

製造販売承認申請時
製造販売承認事項一部変更承認申請時

製造販売承認後等
適合性調査

既存承認に係る定期適合性調査
既存承認に係る品目毎の適合性調査

区分適合性調査 製造業者の申請に基づく製造区分毎の
適合性調査

変更計画に係る
適合性確認

製造販売承認の変更計画に伴い変更す
る場合の適合性確認

輸出用医薬品等の製造
に係る適合性調査

輸出用医薬品製造届提出時
既存輸出用医薬品製造届に係る定期適
合性調査

立入検査等 通常調査 定期的に監視指導するもの。原則無通
告で実施。

特別調査 予見できない事情等により監視指導す
る必要がある場合に行うもの
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GMP調査とは

• 適合性調査・確認
製造管理及び品質管理の方法がGMP省令
に適合していると認められるかを確認す
るもの

• 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もの

• 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
もの



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

22
参照：令和４年３月17日付薬生監麻発0317第５号 「GMP調査要領の制定について」



適合性評価基準

23参照：令和４年３月17日付薬生監麻発0317第５号 「GMP調査要領の制定について」

適合 : 不備事項が認められなかった場合
軽度の不備 : GMP省令に規定されてい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

中程度の不備 : GMP省令に規定されている条項に抵触して
おり、「重度の不備事項」に該当しない場合

重度の不備 : GMP省令に規定されている条項に抵触して
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



令和３年度
薬事監視第２機動班のGMP調査
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調査件数 指摘件数 指摘項目数

GMP適合性調査 30件 17件 40

（うち、R3.8.1以降） 16件 13件 35

通常調査 ７件 ２件 ５

（うち、R3.8.1以降） ７件 ２件 ５

※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

※1件の指摘で複数の項目を含む



令和３年度
薬事監視第２機動班のGMP調査
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○指摘件数はR2年度比約５倍
R2：指摘4件／調査37件→R3：指摘1９件／調査37件

○指摘項目数はR2年度比９倍
R2：5→R3：45

○GMP省令改正以降、指摘件数が増加
R3.4.1～7.31：指摘4件／調査14件（28.6%）
→R3.8.1～R4.3.31：指摘13件／調査23件（56.5%）

＜要因＞
・改正GMP省令への未対応
・調査要領の改正に伴い、GMP調査の評価基準が明確化
・医薬品製造の不祥事を受け、関連文書を含めた詳細な

調査の実施



令和３年度
薬事監視第２機動班のGMP調査
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サブシステム 項目数 主な項目

品質システム
20

(中程度15、軽度5)
変更管理、製品標準書、
文書管理、逸脱管理

構造設備システム
1

(中程度1) 衛生管理

製品原料資材保管等
システム

2
(中程度2) 区分保管管理

製造システム
６

(中程度4、軽度2) バリデーション

包装表示システム
3

(中程度3) 汚染・混同防止

試験検査システム
8

(中程度7、軽度1)
手順書・記録書（DIを含
む）

＜指摘項目＞



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
ような状況であっても、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。

昨年度の事例から、GMPの基礎の理解していただ
く上で適当を思われるものを紹介します。

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異なっています。

28



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」

改正省令公布通知：
令和３年４月28日付け薬生監麻発0428第２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
る省令の一部改正について」

バリデーション指針：
改正省令公布通知 第4 バリデーション指針

ＧＭＰ事例集：
「令和４年４月28日付け事務連絡「ＧＭＰ事例集2022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。



ＧＭＰ調査時の指摘事例
-品質システム-

＜医薬品品質システムについての指摘：中程度＞

○調査対象製造所における医薬品品質システムが確立
されていなかった。

【状況】
①GMP管理基準書に記載されている医薬品品質システムの
規定が省令を転記したもので、製造所の品質システムとし
て規定されていなかった。

②製造所としての品質方針が制定されていなかった。
③品質目標がGMP管理されていなかった。
④責任役員のコミットメントが明確でなかった。

⇒責任役員が主体となり、実効性のある医薬品品質システム
を構築することが求められる。



【参考】ＧＭＰ事例集３の３－３
［問］「実効性の有る医薬品品質システムを構築し」とあるが、実
効性のある医薬品品質システムとは どのようなものを指すのか。

［答］その製造業者等においてＧＭＰ省令の医薬品品質システムの
参考となるＱ１０ガイドラインの経営陣のコミットメントに規定
される責任を全うするよう品質マニュアル等で定められ、運用さ
れている必要がある。また、定められた品質方針や品質目標、社
内体制については、製造業者等から関連する全従業員に周知され、
適切な情報伝達システムが整備されていること。医薬品品質シス
テムの設計については、医薬品品質システムの要素（製造プロセ
スの稼働性能及び製品品質のモニタリングシステム、 是正措置及
び予防措置（以下「ＣＡＰＡ」という。） システム、変更マネジ
メントシステム、マネジメントレビュー）として定義されている
機能があり、それらがＧＭＰ活動を増強し、継続的改善を促進す
るようになっていること等である。なお、具体的な手順や手法に
ついては、製造業者等で適切に設定し運用すること。



品質方針
品質目標・品質計画

【P】

製造管理・品質管理
衛生管理・施設管理

【D】

製品品質照査
自己点検・外部査察

【C】

変更システム
CAPA
【A】

マネジメント
レビュ

医薬品品質システムイメージ



ＧＭＰ調査時の指摘事例
-品質システム-

＜製品標準書についての指摘：中程度＞

○原薬の製品標準書が省令要求事項を満たしていな
かった。

【状況】

元々原薬からの一貫製造品目であったものから製剤工程を外
部委託した品目で、原薬製造について製造方法等を規定した
文書があったが、製品標準書として求められている承認書情
報、製品の包装規格等が規定されていなかった。

⇒結果として、法定表示を満たさない状態で原薬を出荷して
いたことから、GMPの不備事項と合わせ、法第50条違反
として指導した。



【参考】薬機法
第50条 医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載され
ていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限
りでない。
一 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
二 名称(日本薬局方に収められている医薬品にあつては日本薬局方において定めら
れた名称、その他の医薬品で一般的名称があるものにあつてはその一般的名称)

三 製造番号又は製造記号
四 重量、容量又は個数等の内容量
五～九 略
十 日本薬局方に収められていない医薬品にあつては、その有効成分の名称(一般的
名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のも
のにあつては、その本質及び製造方法の要旨)

十一～十四 略
十五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

薬機法施行規則
第210条 法第50条第十五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 専ら他の医薬品の製造の用に供されることを目的として医薬品の製造販売業者
又は製造業者に販売し、又は授与される医薬品(以下「製造専用医薬品」とい
う。)にあつては、「製造専用」の文字

二～七 略



ＧＭＰ調査時の指摘事例
-品質システム-

＜品質情報処理についての指摘：中程度＞

○異物混入に関する品質情報の処理記録において、原因
調査結果に基づく影響の範囲を特定した記録がなく、当
該範囲のロットに対する措置及びその結果を記録して
いなかった。

【状況】

異物の発生源を特定し、是正措置を実施していたが、是正措置が完
了していないにも関わらず異物発生源が維持された状態で製造して
いた。品質影響を異物発生ロットに限定したことにより、それ以降
に製造されたロットに関する品質評価を行っていなかった。

⇒異物発生リスクが残存している状況であるものの、品質情報の影
響を過小評価したことにより、不良医薬品が出荷されるリスクを放
置した。



【参考】GMP省令
第16条 製造業者等は、製品に係る品質等に関する情報(以下
「品質情報」という。)を得たときは、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。
一 当該品質情報の内容を記載した記録を作成し、これを保
管すること。

二 当該品質情報に係る事項がその製造所に起因するもので
ないことが明らかな場合を除き、その原因を究明し、製造・
品質関連業務に関し改善が必要な場合においては、所要の是
正措置及び予防措置をとること。

三 前号の原因究明の結果並びに是正措置及び予防措置の記
録を作成し、これを保管するとともに、品質保証に係る業務
を担当する組織に対して文書により速やかに報告し、確認を
受けること。

四 前号の報告及び確認の記録を作成し、これを保管するこ
と。



【参考】改正省令公布通知
24．第16条（品質情報及び品質不良等の処理）関係
② 第16条第１項第２号関係
当該品質情報に係る事項がその製造所に起因するものでないことが明らか

な場合を除き、その原因を究明し、製造・品質関連業務に関し改善が必要な
場合には、所要の是正措置及び予防措置をとらなければならないものである
こと。所要の是正措置及び予防措置をとった上でなおも同様の品質情報又は
品質不良が再発する場合には、ＧＭＰ省令第11条の３第１項第１号の規定に
よる製品品質の照査を行うことが考慮されるものであること。

③ 第16条第１項第３号関係
上記②の原因究明の結果並びに是正措置及び予防措置の記録を作成し、保

管するとともに、品質保証に係る業務を担当する組織への文書による速やか
な報告及び確認を要するものであること。
ア．原因究明の結果の記録には、次に掲げる事項のうち該当するものについ
て記載するものであること。
(ｱ)当該記録を作成した日付、当該記録の管理番号及び作成の責任者の氏名
(ｲ)品質情報に関連する製品について、製造所からの出荷後の状況（関連す
る製品ロットの出荷先、他の製造所において製造の用に供される製品にあっ
てはその使用状況、最終製品にあっては市場流通の状況、有効期間又はリテ
スト日までの期間等）に関して調査した結果



【参考】改正省令公布通知
(ｳ)品質情報に関連する原料、資材及び製品について、参考品の試験検査を
行った結果
(ｴ)品質情報に係る最終製品について、保存品との同一性を確認した結果
(ｵ)品質情報に関連する原料、資材及び製品のロット（ロットを構成しない製
品等については製造番号）又は管理単位に係る試験検査記録を照査した結果
(ｶ)品質情報に関連する製品のロット（ロットを構成しない製品については製
造番号）に係る製造、保管及び出納に関する記録を照査した結果
(ｷ)製造所の構造設備及び職員の衛生管理に関する記録を照査した結果
(ｸ)上記（イ）から（キ）までの調査及び照査等の結果から特定された原因

イ．是正措置及び予防措置の記録については、当該措置の進捗スケジュールに
沿って漸次に作成し、その時点での是正措置及び予防措置の状況について速
やかに品質保証に係る業務を担当する組織への文書による報告及び確認が求
められる。



ＧＭＰ調査時の指摘事例
-品質システム-

＜文書管理についての指摘：中程度＞

○品質保証部門における記録類の管理が不適切であった。

【状況】

①記録類は施錠管理していたが、閲覧、複写が制限なくでき
るようになっていた。

②廃棄する記録類を、誰でも手にとれるようなコンテナボッ
クスで収集していた。

⇒記録類が容易に持ち出し、複写できる状態の場合、悪意を
持った者がデータの改竄や虚偽の記録を作成するリスクが増
大する。

データインテグリティの観点からも不適。



【参考】ＧＭＰ事例集８－18
［問］ＧＭＰ省令第８条第２項で求められる「手順書等並び
にこの章に規定する記録について、その信頼性を継続的に確
保する」ためにどのようなことに留意すればよいか。

［答］本項はデータ・インテグリティの確保に関する規定で
あり、記録されたデータがそのテータのライフサイクルを通
して正しいデータであることを保 証することが求められる。
そのためには、そのデータが正しく採取され、改変されてい
ないこと、修正した場合はその修正が妥当であること、責任
の所在が明らかであること、正しい記録が維持されているこ
と、記録が正しく再現可能であることが求められる。デー
タ・インテグリティに関する要件としては、一般的にはＡＬ
ＣＯＡ＋の原則（以下の１～９）が知られている。これらの
要件は、紙媒体、電子的な媒体のいずれの文書及び記録にも
適用される。



No. 要件 内容
1 帰属性(Attributable) 文書及び記録の作成者、記録者、確

認者、承認者等が特定できること。
2 判読性(Legible) 読めて、理解できること。
3 同時性

(Contemporaneous)
事項が実施された際に、即時に記録
されること。

4 原本性(Original) 最初の状態であること。
5 正確性(Accurate) 誤りがないこと。
6 完全性(Complete) 必要な情報が全て存在すること。
7 一貫性(Consistent) 矛盾しないこと。
8 耐久性(Enduring) 紛失、破棄、棄損されることなく利

用が可能であること。
9 入手可能性(Available) 随時取り出せること。



余談ですが、適合性調査では記録の不備をよく見るので、
演者は調査中に、

作業中に発生した事象（イベント）は、
漏れなく、嘘なく、正確に、
（発生した）その時に、その場所で
記録すること

ということをよく言います。
それだけでもD.I.の要素の多くはクリアできると思います。



ＧＭＰ調査時の指摘事例
-製品原料資材保管等システム-

＜原料等保管についての指摘：中程度＞

○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。

【状況】

製品を小分包装する部屋の中に、逸脱不良品が不良品である旨の表
示もされない状態で置かれていた。

⇒○不良品を誤って小分け包装し、出荷されるリスクがあった。

○良品の中に不良品が混ざって小分包装されるリスクがあった。

↓

不適合品は定められた場所に隔離保管する必要がある。



【参考】改正省令公布通知
25．第17条（回収等の処理）関係
（２）使用又は出荷に不適とされた原料（生物由来原料が微生物等により
汚染されている場合を含む。）、資材及び製品（中間製品を含む。）の保
管及び処理について、ＧＭＰ省令第17 条第１項の規定を準用するもので
あること。あらかじめ指定した者については、使用又は出荷に不適とされ
た原料、資材又は製品の内容等に応じて、その処理に関して熟知している
職員を責任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、ＧＭＰ
省令第６条第４項の規定による文書に適切に定めておくことが求められる。

① 第17条第２項において準用する同条第１項第１号関係
使用又は出荷に不適とされた原料、資材及び製品を区分して一定期間保管
した後、適切な処理を要するものであること。

② 第17条第２項において準用する同条第１項第２号関係
使用又は出荷に不適とされた理由によらず、その原料、資材及び製品の内
容を記載した保管及び処理の記録の作成及び保管、並びに品質保証に係る
業務を担当する組織及び製造管理者への文書による報告を要するものであ
ること。



ＧＭＰ調査時の指摘事例
-製造システム-

＜作業室の衛生管理についての指摘：中程度＞

○原薬の秤量及び造粒を同時に行っていた造粒室につ
いて、室内の衛生管理が不適切であった。

【状況】

造粒室で原薬の秤量→流動層造粒機で造粒→造粒品の粉砕を
行っていたが、見た目で分かるくらい白い粉末が部屋全体に
付着していた。同じ原料を使用しているとの理由で簡易清掃
のみ実施していた。

⇒同じ原料を連続して使用するとしても、汚染リスクがある。

ロット毎に清掃して、室内を清潔に保つ必要がある。



【参考】GMP省令
第８条の２ 製造業者等は、医薬品に係る製品の交叉汚染を防
止するため、製造手順等について所要の措置をとらなければな
らない。

第９条 医薬品に係る製品の製造所の構造設備は、次に定める
ところに適合するものでなければならない。
一 手順書等に基づき、その用途に応じ適切に清掃及び保守が
行われ、必要に応じ滅菌され、また、その記録が作成され、
保管されていること。

二 製品等により有毒ガスを取り扱う場合においては、その処
理に要する設備を有すること。

三 作業所のうち作業室は、製品の種類、剤形及び製造工程に
応じ、じんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な
構造及び設備を有していること。ただし、製造設備等の有す
る機能によりこれと同程度の効果を得られる場合においては、
この限りでない。

（以下、略）



ＧＭＰ調査時の指摘事例
-包装・表示システム-

＜充填包装工程についての指摘：中程度＞

○包装工程において工程検査用に採取した製品及び系
外排出された製品を、明確な基準が無く作業者の外観
確認のみで工程に戻していた。

【参考】 PIC/S GMPガイドライン パートⅠ

5.59「包装ラインから採取した検体は、戻してはならない」

5.60「通常でない事案に関わった製品を工程に戻すのは、特
別な点検、原因調査及び認定された人員による承認がなさ
れた後に限ること。」



ＧＭＰ調査時の指摘事例
-試験検査システム-

＜サンプリングについての指摘：中程度＞

○検体採取について、次のとおり不適切な状況であった。

・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。

・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。

⇒混同並びに汚染及び交叉汚染の防止に留意しつつ、検体
の特性、試験検査項目等に応じて、現在の科学技術水準に
見合った採取方法とする必要がある。



【参考】ＧＭＰ事例集11－34
［問］改正省令公布通知第３の15(1) ①アにおいて、「検体
を採取する業務について、同令第４条第２項に規定する品質
部門の独立性が保たれる限りにおいて、品質部門の監督指示
の下、当該原料、資材及び製品を取り扱う製造部門の職員に
行わせることは差し支えない」とあるが、検体の採取を製造
部門に行わせる場合の留意事項は何か。

［答］検体の採取は、製品等の品質を客観的に評価するため
に原則として品質部門の者が行うべきである。製造部門の職
員に検体採取業務を行わせる場合は、品質部門が、その責任
において、その承認した適切な方法（ＧＭＰ11－36を参照）
により、製造部門の職員に対し必要な教育訓練を実施した上
で、必要に応じ、製造部門による検体採取業務が適切に実施
されていることを確認する等、検体採取業務が適切に実施さ
れていることを保証する必要がある。



【参考】ＧＭＰ事例集11－36
［問］ＧＭＰ省令第11条第１項第 1号の検体を採取することについて留意すべきこ
とは何か。

［答］検体の採取方法は、混同並びに汚染及び交叉汚染の防止に留意しつつ、検体
の特性、試験検査項目等に応じて、現在の科学技術水準に見合ったものとするこ
ととし、手順書等にあらかじめ規定しておくこと。なお、検体採取に係る規定及
び第11条第１項第１号の検体採取に関しては、以下の事項に留意すること。

１．採取する検体は、そのロット又は管理単位を代表するものとなるようにし、採
取の対象となる容器の数、対象容器中の採取箇所及び各容器からの採取量に関し
ては、製品の品質に及ぼすリスクを考慮して採取の方法を定めること。

２．採取の対象となる容器の数及び採取検体の数（サンプルサイズ）は、採取する
製品等及び資材の重要度及び品質のばらつきの程度、当該供給者が過去に供給し
た物の品質に係る履歴並びに適正な試験検査に必要な量をもとに定めること。

３．検体の採取は、あらかじめ定められた場所において、採取した製品等及び資材
の汚染並びに他の製品等及び資材その他の物との交叉汚染を防止するような手順
により行うこと。

４．採取の対象となった容器の開封は慎重に行うものとし、検体の採取の後は直ち
に封をすること。

５．検体が採取された製品等及び資材の容器（梱包）には、検体が採取された旨を
表示する（「検体採取済」と記載したラベルの貼付等）こと。



ＧＭＰ調査時の指摘事例
-試験検査システム-

＜データ処理についての指摘：中程度＞

○ガスクロマトグラフを用いた残留溶媒試験において、ブ
ランク測定で検出された異常ピークについてサンプルビ
ンの洗浄不足が原因としていたものの、対策として十分
な検証を行わずに異常ピークが検出されないように解
析メソッドの面積リジェクト値を大きな値に変更していた。

⇒微小ピークであるが、残留溶媒試験の性質上、検出されな
い方向に解析メソッドを変更することは、恣意的なデータ処
理と疑われ、不適切な対応である。



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

52

※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。



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・・・



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



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。



化粧品等製造業における指導事例について

○記録の管理
・記録の訂正に修正液を使用していた。（⇒見え消しで訂
正すること。）

・pHの測定結果の記録が「適」のみだった。（⇒測定値
を記録すること。）

・製造指図記録書の責任技術者の確認欄が空欄だった。
（責任技術者は、確認したら確実に押印又は署名をする
こと。）

・充填以降の工程について、責任者による指図が出されて
おらず、作業員の作業記録書のみが存在した。（⇒作業
指図・指示は書面で行うこと。）

・製造記録、試験検査記録等が鉛筆で記載されていた。
（⇒消せないインクのペンで記録すること。）

・工場からの出荷判定記録に出荷判定者の押印がなかった。
（⇒出荷判定者が出荷判定したことを証明するために、
押印又は署名をすること。）



化粧品等製造業における指導事例について

○原料、資材、製品等の保管管理
・原料置場で木製スノコが使用されていた。（⇒虫が繁殖し
て原料が汚染される恐れがあるので、木製のものは使用し
ないこと。）

・資材倉庫の通路部分に廃棄品や返送品が置かれていた。
（⇒合格品と誤って使用される恐れがあるので、別の場所
か明確に区分して保管すること。）

・原料置場の棚上に資材が置かれていた。（⇒資材は資材置
場に保管すること。）

・「合格品」と表示されていた製品置き場に「出荷判定中」
のものが置かれていた（⇒状態に応じて明確に区分して保
管すること。）

・保管庫内に使用していない流し台が設置してあった。（⇒
虫等が侵入する恐れがあることから、水切り等を設置する
こと。）



化粧品等製造業における指導事例について

○製造管理
・乾燥工程において、ロット毎の識別表示が一部漏れてい
た。（⇒識別表示は適切に行うこと。）

・機器等の点検記録が無かった。（⇒実施したことは確実
に記録を残すこと。）

・天秤の日常点検で使用する分銅を校正していなかった。
（⇒分銅も定期的に校正すること。）

・試験日から1年を経過した原料は使用前に再試験するこ
ととしていたが、2020年3月に試験した原料を2021
年8月製造品に使用していた。（⇒品質に影響を与える
ので、手順に従い再試験を行うこと。）

・充填工程における工程検査のタイミングを確認したとこ
ろ、運用上は充填開始直後に実施することとしていたが、
明確なルールは規定されていなかった。（⇒充填精度を
保証する工程検査であるので、手順等に明確に規定する
こと。）



化粧品等製造業における指導事例について

○製造管理
・秤量残の原料が複数、秤量室の作業台の上に置かれてい
た。（⇒誤使用、コンタミリスク等、品質影響が大きい
ので、秤量残は別の場所に保管すること。）

・品目切替時に秤量器を清掃しているとの説明があったが、
清掃記録がなかった。（⇒行った作業は確実に記録する
こと。）

・原料の秤量値が記録されていなかった。（⇒正しい分量
で製造していることを証明するため、秤量値は必ず記録
すること。）

・充填工程及び包装工程の製造記録を残していなかった。
（⇒最終包装までが製造工程なので、製造記録は必ず残
すこと。）



化粧品等製造業における指導事例について

○試験検査
・定量において、測定波長が承認書と手順書で異なっていた。
（⇒手順書に従って検査するので、手順書を正しいものに修
正すること。）

・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。（⇒試薬等は使用期限内に使用し、期限切れのものは
速やかに廃棄する等、適切に管理すること。）

・検査室の天秤について、調査時に使用していないことを理
由に校正していなかった。（⇒使用する際は必ず校正するこ
と。）

・HPLCのカラムについて、性能確認する方法を定めていな
かった。（⇒正しく分離できることを保証するため、性能確
認すること。）

・外観検査に使用する製品見本に「製品見本」等の表示が無
かった。（⇒誤って製品と混ざらないように明確に識別する
こと。）



医療機器製造業の調査における指導
事例について

61



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

※QMS省令は令和3年3月26日に改正（ISO13485:2016と整合させる他、
所用の改正を行った）。
ただし、施行後3年間（令和6年3月25日まで）は、なお従前の例に
よる（改正前のQMS省令を適用する）ことができる。



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。



ＱＭＳ調査

適合性調査（国内、輸出）等、QMS省令への適合
を判定するための調査は、承認品目はPMDAが、
認証品目は認証機関が行う。

都道府県は、薬機法第69条に基づき、QMS省令
に従って業務が行われているかどうかを調査する。
そのため、次に紹介するような指導は行うが、
QMS省令への適否は判定しない（ただし、製造販
売業者については、許可要件であるQMS体制につ
いての適否は判定する。）



医療機器製造業者等における指導事例
○管理監督

・ISOに準拠する形で品質マニュアルを作成していたが、責任役員
である社長の役割が明記されていなかった。

・品質管理監督システム基準書の適用範囲に自社製造業も含めてい
たが、権限や役割が明記されていなかった。

・施設としての品質目標の他、製品ごとの品質目標を定めることと
していたが、令和3年8月から製造開始した調査品目に関する品
質目標を追加していなかった。

・直近のマネジメントレビューの記録（2021年12月）において、
管理監督者の承認印、管理責任者の実施印が押印されていなかっ
た。

・内部監査は、医療機器製造業及び同販売業をまとめて、実施した
との説明があったが、直近の内部監査チェックリスト（2021年
11月）において、各監査事項の適否がどちらの業種に対する結
果なのか、不明瞭な記録となっていた。

・品質システムに、職員に対して品質方針を周知し、理解させるこ
とを規定していたが、その具体的な方法を定めていなかった。



医療機器製造業者等における指導事例

○設計監理

・設計開発管理規定の内容が、製造所の実情を反映していな
かった。

○製品文書化

・自社製造業の工程管理の評価に対する手順が明記されていな
かった。

・製品標準書の構成文書の一つである「製品仕様書」について
は、顧客ごと作成しており、調査品目の基本構造部分（マット
の部分）については共通様式としていた、一部の製品仕様書に
おいて、共通性が認められず、誤記であることが判明した。



医療機器製造業者等における指導事例

○製造

・仕掛品置場及び不適合品置場について、看板により識別している
との説明があったが、雑品の保管場所との識別が明確でなかった。

・「改修」に関する手順が明記されていなかった。

・作業/試験検査エリアの作業環境について、入室管理手順において、
他のエリアから入室にあたり、靴関係を除き更衣（マスク、白衣
及びキャップ）するよう定めていたが、靴の履替えや粘着マット
などの規定がなかった。

・検査工程において、デジタルマルチメーターを用いて、抵抗値を
測定していたが、このマルチメーターを校正していなかった。

・エージング検査において「検査用コントローラー」を使用してい
たが、この検査用コントローラーが故障していないか、確認する
ルールがなかった。

・最終製品の試験検査については、任意の1検体を選定して実施す
ることを定めていたが、当該検体は、試験検査員又は最終製造工
程の作業者が選定することとしていた。



医療機器製造業者等における指導事例
○CAPA

・令和3年9月に実施すべき今年度の照査を実施していなかった。

○購買管理

・構成部品は購買物品として、購買管理規定に基づきＡ～Ｃに分類
して管理していたが、調査品目の構成部品について、購買管理規
定の分類方法によらず一般医療機器であることを理由としてCに
分類していた。

○文書記録

・出荷可否決定に係る記録様式はQMS文書に紐付けられた様式で
はなかった。

・文書管理規定において、管理文書の写しを配布する場合は、写し
の1ページ目に管理文書であることを朱書し、台帳に配布先を記
載し管理することを規定していたが、実際は、社内向け共有サー
バーにアップロードされた電磁的な文書を、担当者が各自ダウン
ロードできるようになっていた。



医療機器製造業者等における指導事例

○製造販売業者等

・市場出荷の決定は国内品質業務運営責任者が行っていたが、
管理業務規程において市場出荷の決定にあたって「製造管理及
び品質管理の結果の評価」、「出荷可否決定に影響のある品質、
有効性及び安全性に関する情報の評価」等を行うことを規定し
ておらず、出荷可否決定を行う手順が明確ではなかった。また、
出荷可否決定に係る記録様式も定めていなかった。

・製造管理及び品質管理業務に係る組織図については、管理責
任者、責任技術者等の氏名及び業務内容を記載していたが、責
任役員について定めていなかった。また、その他の手順書にお
いても、責任役員及びその責任範囲について定めていなかった。



まとめ
高い品質で、安心安全な製品を国民の皆様に提供す
るためには、製造に従事する皆様の

①患者第一であることの強い意識
②法令を守ることの強い意識
③製造管理、品質管理を正しく行うことの強い意識

が重要です。

今回の講習を参考に、日々の製造管理、品質管理業
務に努めてください。


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	スライド番号 53
	スライド番号 54
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	スライド番号 59
	スライド番号 60
	スライド番号 61
	スライド番号 62
	スライド番号 63
	スライド番号 64
	スライド番号 65
	スライド番号 66
	スライド番号 67
	スライド番号 68
	スライド番号 69
	スライド番号 70

