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1974年にGMP通知が発出されて以降、従来の日本のGMP基準にPIC/S GMP基
準を導入する、2013年8月GMP省令施行通知が改正された。それと相まっ
てICH Qトリオ（Q 8,9,10）、Q 11（原薬の製造と開発）、及びQ 12（医
薬品のライフサイクルマネジメント）などの新たなグローバルな規制が
加わる中、令和3年8月1日改正GMP省令が厚労省から発出された。

QA部員はGMP関連の活動全般を掌握し、「GMP違反」や「薬事不祥事」を
起こさせないようにすることが重要である。そのためQA部員には薬機法
や薬学の知識のみならず、化学、機械、微生物学、衛生管理、環境等あ
らゆる範囲にわたる広範で深い力量が問われることになる。GMPの遵守は
高い品質の医薬医薬品の恒常的製造にとっては不可欠であるが、それを
日常的に達成するためには、堅牢なQA組織の構築のみならず、個々のQA
員が関わるQA業務を高いレベルで如何に効率的・効果的な実施するかに
かかっている。GMP省令改正、GMP事例集2022年版を踏まえたQA業務の効
率的・効果的な実施方法につき解説する。

QAの役割と業務

社内QA部門の構築と改正GMP省令

GMP監査・自己点検体制の確立、教育訓練

不備事項（PMDA）

まとめ

(セミナーの趣旨）
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アメリカFDAが米国市場から不
良医薬品を排除する目的で、医
薬品製造に関する規定を強化し、
GMPを制定

海外規制とのGMPの流れ

米国cGMP
1963

GQP/GMP省令
2004

施行通知（改正）
2013

WHO-GMP1969 欧州各国
GMP

EU-GMP
1989

PIC/S GMP
1995

WHOや日本、欧州各国に
広がり、法律あるいは指
針として定着

日本薬事法
1960

施行通知
2005

薬機法改正 2014
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ICH 1990年～
ICH GMP(原薬) 2001年（3極合意）

GMP法令要件 1994

GMP省令（改正）
2021



はじめに
ＧＭＰとはGood Manufacturing Practice

製造管理および品質管理に関する基準

（「ＧＭＰ」の日本における名称：平成25年8月GMP省令施行通知）

目的：製品品質の確保

そのために

　　①汚染防止、②間違い防止

　　③品質システム

　その手段は

　　①手順書、②記録書
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品質保証体
制の確立



開発から流通に関わる法規類　
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出典：株式会社じほう 「医薬品製造販売指針2010,2012,2015」



医薬品等に係る法規類の階層

種
類

発出 例

法
令

法律 国会 ・薬機法

政令 内閣 ・施行令

省令 厚労大臣 ・施行規則
・薬局等構造設備規則
・生物学的製剤基準
・放射性医薬品の製造管理及び取扱規則
・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（GMP省令）
・医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質

管理の基準に関する省令（GQP省令）

告示 厚労大臣 ・日本薬局方

通知 局長通知
課長通知

・GMP施行通知
・ICHガイドライン 

事務
連絡

・GMP事例集、Ｑ＆Ａ
・PIC/S GMPガイドラインを活用する際の考え方
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１.１ QAとQC

QA（Quality Assurance）とは
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１　PIC/Sに対応したQAの役割と業務

医薬品製造販売業者は、医薬品を用途に適合し、販売承認要件に合致し、
また安全性、品質及び効力の問題で患者をリスクにさらすことが無いよ
うに製造しなければならない。品質目標の達成は経営上層部の責務であ
り、そして社内の多くの異なる部署及び全ての階層、供給業者及び配送
業者の参加と誓約を必要とする。品質目標を確実に達成する為、GMP及
び品質管理と品質リスクマネジメントを取り込んで包括的に設計され、
適正に実施されている品質保証システムが存在しなければならない。
それは完全に文書化されその有効性がモニターされなければならない。
品質保証システムの全ての部分について担当業務の遂行能力のある人
員、適切かつ充分な建物、装置及び設備が装備されていなければならな
い。
製造承認の保有者及びオーソライズドパーソンには追加的な法的義務が
ある。
　　(PIC/S GMPガイドライン PartⅠ 第1  章 品質マネジメント）



QA（Quality Assurance）：品質保証とは
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1.1 品質保証は個別的又は集合的に製品の品質に影響するすべての事
項をカバーする広範なコンセプトである。

医薬品が所期の用途に必要な品質を具備することを保証する目的で作
られた組織化された手はずの集大成である。それ故、品質保証はGMP及
び本ガイドの適用範囲外である他の要素も盛り込まれている。
以下を保証すること。

 i. 医薬品はGMPの要件を考慮に入れた方法で設計され開発されること

ii. 生産及び管理作業は明確に規定されGMPが適用されること 

iii. 経営陣の責務が明確に規定されること

iv. 適正な出発原料及び包材の製造、供給及び使用に対する手はずが

取られていること 
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v. 中間製品、他のいかなる工程管理及びバリデーションに関し、全

ての必要な管理が実施されていること 

vi. 最終製品は規定された手順書に従い、適正に加工され確認され

 ること

vii. 各生産バッチが販売承認要件及び生産、管理及び出荷管理に関

連する他のいかなる規則にも従い製造され管理されたことをオー

ソライズドパーソンが保証する前に、医薬品は販売又は供給され

ないこと 

viii. 医薬品がその有効期間中、品質を維持できるよう保管、配送

され、その後も取り扱われることをできる限り保証する充分な手

はずが存在すること

ix. 品質保証システムの実効性及び適用可能性を定期的に評価する

自己点検及び/又は品質監査の手順があること 



QC（Quality Control）：品質管理とは
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1.3 品質管理は、GMPの一部として、サンプリング、規格及び試験に
かかわる。又、必要な関連する試験が実際に実施され、品質が充分
であると判断されるまで、原材料が使用の為に出庫されず、又製品
を販売、供給の為に出荷しないことを保証する、組織、文書及び出
荷手順にかかわる。

 品質管理の基本要件は以下の通り
i. 出発原料、包材、中間製品、バルク製品、最終製品、及び場合に

よりGMP目的のための環境条件のモニタリングのための、サンプ
リング、検査及び試験のための適切な設備、訓練された人員及び

 承認された手順書が存在すること
ii.出発原料、包材、中間製品、バルク製品及び最終製品のサンプル

 は品質管理により承認された人員及び方法により採取されること
iii.試験方法についてはバリデーションを実施しなければならない
iv.必要な全てのサンプリング、検査及び試験手順が実際に行われた

ことを示す記録を手書き、及び/又は記録用装置により実施しな

 ければならない。いかなる逸脱も完全に記録し調査すること
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ⅴ.有効成分を含有し、販売承認に規定された定性的、定量的組成に適合し
た最終製品は、要求される純度を保持し、また適切な容器に封入され適
正に表示されること

vi. 記録は検査結果にもとづいて作成され、また原材料、中間製品、バルク
製品及び最終製品の試験は規格書に照らし正式に評価されること。製品
の評価は、関連する製造の文書記録の照査及び評価、並びに規定された

 手順書からの逸脱の評価を含む

vii. 製品のいずれのバッチも、オーソライズドパーソンが該当する承認要
件に合致していることを認証する前に、販売又は供給のため出荷しては
ならない

 viii. 必要な場合に追加的な試験を可能とする出発原料及び製品の十分な
参考サンプルが保存され、また例外的に大きな個装で製造されていない

 限り、製品はその最終個装にて保存されること



QAU（Quality Assurance Unit）とは
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1.3 品質管理は、GMPの一部として、サンプリング、規格及び試験にかかわ
る。又、必要な関連する試験が実際に実施され、品質が充分であると判断さ
れるまで、原材料が使用の為に出庫されず、又製品を販売、供給の為に出荷
しないことを保証する、組織、文書及び出荷手順にかかわる。

 品質管理の基本要件は以下の通り
i. 出発原料、包材、中間製品、バルク製品、最終製品、及び場合によりGMP

目的のための環境条件のモニタリングのための、サンプリング、検査及
び試験のための適切な設備、訓練された人員及び承認された手順書が存

 在すること
ii. 出発原料、包材、中間製品、バルク製品及び最終製品のサンプルは品質

 管理により承認された人員及び方法により採取されること
iii.試験方法についてはバリデーションを実施しなければならない
iv. 必要な全てのサンプリング、検査及び試験手順が実際に行われたことを

示す記録を手書き、及び/又は記録用装置により実施しなければならない。

 いかなる逸脱も完全に記録し調査すること
v. 有効成分を含有し、販売承認に規定された定性的、定量的組成に適合し

た最終製品は、要求される純度を保持し、また適切な容器に封入され適
正に表示されること



品質部門／品質管理と品質保証の違い

品質保証とは

全ての原薬が目的用途に必要な品質を有し、その品質システム
が維持されていることを保証する目的でつくられた組織化した
機構の総体。（原薬GMPガイドライン)

品質を保証できる（あるいは保証しようとする）仕組みを持っ
ている。

品質管理とは

規格に適合していることを確認又は試験すること。（原薬GMPガ
イドライン)

品質上の目標を定めて、それに達するための取り組みを考え、
作業（結果）を計測し、目標に近づけるためのマネジメントを
いう
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総括製造販売責任者

品質保証責任者

製造管理者

品質部門製造部門

製造販売業者
  （本社的機能）
市場に対する責任

品質保証
（品質マネジメント、GQP監査、
プログラム責任者）

製造業者（原薬、製剤）

QAU原材料等供給業者
受託製造業者

（試験機関含む）

GMPレビュー
品質監査

２　QA部門の機能強化

QA QC
14

品質保証
（品質マネジメント、GMP
監査、プログラム責任者）

2.1　組織体制



QAU　（GQP事例）

品質保証責任者
K.Y.

M.T.（Gr.長）

K.T.
 S.S.
N.S.
T.T.

A.A.（Gr.長）

K.F.
S.M.
N.K.

 　　　　（苦情処理）
A.T.
H.T.
M.I.
S.K.

品質保証チーム

H.U.（Gr.長）

S.H
N.O.
E.T.

自己点検責任者
T.Y.

教育訓練責任者
T.Y.

GQP運営管理QC管理チーム GMP監査チーム
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GMP-QAUの運用事例（GQP）

１．製造所等の変更管理
情報入手・検討段階   → ＧＱＰに連絡 → (要時) 製剤試作・品質評
価・バリデーション → 出荷
・変更管理責任者
・変更連絡票の確認･承認文書送付
・実施記録確認
・変更情報確認票の確認･承認文書送付
・製造変更管理会議

２．苦情・品質不良
・回収対応・緊急対応
・品質不良対応(重大逸脱対応含む)  
・苦情処理の統括管理
・受付・調査依頼・報告作成・後処理：
・顧客訪問（必要時） 
・品質苦情関連情報検討会－ 営業企画部・CMC技術研究所等
・品質&技術課題対応会議－ CMC技術研究所等
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３．製品管理、手順書・標準書
・品質標準書、ＧＱＰ手順書の制定･改版･管理
・ＧＱＰ手順書の作成・改訂：全員
・製品情報検索システム(データベース)の情報管理・更新・維持管理・改善：
・GQP文書フォルダの再構成
・Q10手順書案作成：全員

４．品質契約書
　－ 自社製造所、委託先、仕入先、輸入先、原薬等購入先、試験施設、他

・契約書管理（品質契約書、その他関連文書）
・自社製造所、委託先、国内原薬製造所、仕入先等との品質契約書
（付属書としての製品仕様書・協定規格書・原料納入確認書等を含む）
・海外の原薬及び製剤製造所との品質契約書

（GMPI取決め書の更新、英文規格の確認、MF開示パートの入手等を含む）

５．市場出荷管理
    ＧＱＰ運用管理Ｇｒ   －  ＧＭＰ統括管理Ｇｒ
・出荷管理・市場出荷記録の保管管理・定期確認・市場出荷判定者教育

17



６．製造所の管理監督
　－ 自社製造所、委託先、仕入先、輸入先、原薬・副原料・資材購入先、他

・計画(5箇年､年間､四半期)
・予算管理
・オーディット：
1）自社製造所、委託先、仕入先、国内原薬製造所、試験施設、その他国内
2）海外製造所（欧米）、海外製造所（アジアその他で日本語通訳利用時な
ど）
・GQP - QA連絡会議（含む臨時会議
・製造所評価・リスク分析
・GMPレビューによる指摘・照会
・海外製造所の逸脱、バリデーション等

７．教育訓練責任者
８．自己点検責任者
９．部門事務

・PC、情報管理、書籍、文書、ほか
・総括製造販売責任者報告書および月報

10．その他
・製品品質ポリシー・ガイドライン策定
・業界活動、社内外の規制情報入手
・収去対応
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・CMC QA、工場QAとの関係構築
・SCM統括部との関係構築(委託先･購入先評価、在庫確保等)
・社内各種プロジェクト等
・製造販売管理会議
・ライフプラン検討会議(承継対応を含む)
・新製品、新商品、海外導出、製造開発支援、技術移管、立上げ、製造候　

補先評価、Due Diligence等、OTC新製品・新商品等
・コンプライアンス推進者、個人情報担当者
・製造所品質問題コンサルティング（国内、導出先　海外）：全員
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•記録類の照査結果の確認
•品質･有効性･安全性に関する情報の有無
•出荷可否判定

GQPの市場出荷判定体制

市場

市場出荷判定者

      品質部門

•製造記録、試験記録の照査

•異常・事故及び規格外処理票の照査
•バリデーション記録の照査

製造所

•製造所のＧＭＰ適合確認
 定期、臨時（品質問題発生時、
 重大な変更時）、新製品発売
 逸脱等GMP文書確認
　
•品質契約書、市場出荷の基準
   市場出荷判定者の教育

•品質･有効性･安全性情報
    （苦情・副作用情報他）

•市場出荷帳票の確認
•出荷業務の定期的な確認

ＧＱＰ
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QA要員の業務事例（GMP）
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No. 担当業務 項目

１ 出荷可否判定 製品の出荷可否判定

２ 製造記録照査 製造記録の照査

３ 逸脱記録照査 工程逸脱、試験逸脱

４ 管理図照査 管理図

５ バリデーション文書照査、技術移転 PV,設備バリデーション等

６ 年次報告書、製品品質照査 年次報告書の作成

７ 変更管理 変更申請書承認

８ 苦情・回収・返品 苦情処理記録、回収記録

９ 自己点検 自己点検責任者

１０ 教育訓練、品質マネジメント、品質委員会 記録照査、他機能GMP教育

１１ 外部査察、供給者監査、外部委託先監査 監査チームと手順書

１２ 文書管理、試験規格照査、品質同等性評価 文書管理責任者と文書規定

１３ 薬事関連業務、その他 薬事申請、査察対応



臨床試験

治験薬ＧＭＰ 医薬品ＧＭＰ

承認申請（ＮＤＡ）非臨床試験

Phase I 製品

Phase III
Phase II Process 

Validation

動物

毒性試験

探索的臨床
試験

ＭＤ試験

開発のためには将来を見据えた品質の一貫性・同等性が重要効率的な開発のた
めの見極めを重視

治験薬ＧＭＰから医薬品ＧＭＰへ

（ＧＬＰ）

開発候補の選択
安全性、
薬物動態

有効性の確認、
示適用量の決定

有効性の評価、
副作用の評価

檜山氏講演資料より

22

一貫した品質保証体制



世界中の患者に安全で有効で医薬品をタイムリーに上
市し，患者に｢適正価格で入手しやすい医薬品」を継続
的に供給（ICHグローバル理念）

安定した品質システム構築

新技術を積極的に導入し，確実かつ迅速な製剤開発（Q８）を行い，
製品のライフサイクルを通しての改善を行う（Q10)

    製品への品質リスクのある広範な全ての品質情報を重
点的に評価（実地含む）、確認することが求められる。

製造業（GMP QA）、医薬品販売業（GQP QA）として，

リスクマネジメント（Q９）：製品特性
に応じたPropactiveな品質保証活動

2.2　QAは品質マネジメントシステムを主導する
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第三条の四　製造業者等は、品質リスクマネジメントを活用して医薬品品質シス
テムを構築した上で、医薬品に係る製品について、製造所における製造管理及
び品質管理を行わなければならない。

２　製造業者等は、あらかじめ指定した者に品質リスクマネジメントの実施の手
続その他の必要な事項に係る文書及び記録を作成させ、これらを保管させなけ
ればならない。

 

（品質リスクマネジメント）
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医薬品品質システム（PQS）における品質リスクマネジメントを活用した継続的改善

（出典）「医薬品品質システムにおける品質リスクマネジメントの活用について」厚生労働省（平成29年7月7日）

品質リスクマネジメント（QRM）の浸透
６つのギャップ　その１

上
級
経
営
陣
の
関
与
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リスクマネジメントの手法　ICHQ9より

品質リスクマネジメントを考慮した是正措置及び予防
措置

CAPAとは、「再発を防止するた
めの矛盾点の調査、評価、修正
（実施・受容）、および実効性
の評価」のステップ。
CAPA開始の起因は、規格試験
（原材料、中間製品、最終製
品）、製造品質情報（年次照査、
逸脱／規格外試験値）、苦情、
返品情報、査察、自己点検等が
ある。

根本原因の究明
・特定された課題を改善する修
正（当該ロットの処置）
・同様の課題再発を有効に防止
する（是正措置）
・潜在的な課題の発生を回避す
る（予防措置）

28



ＧＭＰ３の４－３（品質リスクマネジメント）
［問］「品質リスクマネジメントを活用して、医薬品品質システムを構築する」
とあるが、品質リスクマネジメントをどのように活用すればよいか。

［答］ＧＭＰ省令の医薬品品質システムの参考となるＱ１０ガイドラインには、
品質リスクマネジメントは、品質に対する潜在リスクの特定、科学的な評価及び
コントロールに対して、主体的な取り組みを提供し得るとあり、医薬品品質シス
テムの目的の達成を促進するための手法として定義されている。目的の一つであ
る「管理できた状態の確立及び維持」において、品質リスクマネジメントは、モ
ニタリングシステム及び管理システムを特定することに活用される。他の目的で
ある「継続的改善の促進」においては、継続的改善のための分野を特定し、優先
順位付けするために活用される。
なお、医薬品品質の様々な側面に適用可能な品質リスクマネジメントのための原
則及び手法の例を提供している「品質リスクマネジメントに関するガイドライ
ン」（平成１８年９月１日 薬食審査発第０９０１００４号／薬食監麻発第０９
０１００５号）、「「製剤開発に関するガイドライン」、「品質リスクマネジメ
ントに関するガイドライン」及び「医薬品品質システムに関するガイドライン」
に関する質疑応答集（Q＆A）について」」（平成２２年９月１７日審査管理課、
監視指導・麻薬対策課事務連絡）、「医薬品品質システムにおける品質リスクネ
ジメントの活用について」（平成２９年７月７日監視指導・麻薬対策課事務連
絡）等も参考にすること。

GMP事例集2022年版

第３条の４（品質リスクマネジメント）関係
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第四条　製造業者等は、製造所ごとに、製造管理者の監督の下に、製造管理に係
る部門（以下「製造部門」という。）及び品質管理に係る部門（以下「品質部
門」という。）を置かなければならない。

２　品質部門は、製造部門から独立していなければならない。
 
３　品質部門は、次に掲げる組織を置かなければならない。
一　品質保証に係る業務を担当する組織
 

二　試験検査（製造業者等の他の試験検査設備を利用し又は第十一条の五の規
定に従って他に委託して自己の責任において行う試験検査であって、当該利用又
は委託につき支障がないと認められるものを含む。以下この章において同じ。）
に係る業務を担当する組織
 

（製造部門及び品質部門）
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ＧＭＰ４－１（品質部門）
［問］ＧＭＰ省令第４条第３項第１号に規定する品質部門が掲げる「品質保証に
係る業務を担当する組織」とは具体的にどのような組織でなければならないか。

［答］「品質保証に係る業務を担当する組織」は、品質保証を担う機能として客
観性を有し、製造部門からは独立した組織であることが求められる。また、「品
質部門」においては、組織の規模及び構造によって、「品質保証に係る業務を担
当する組織」と「試験検査に係る業務を担当する組織」とが別々の形態をとる場
合や、両組織が単一組織又はグループの形態をとる場合もある。なお、試験検査
に係る業務を担当する組織の職員との兼任については、改正省令公布通知第３の
７（３）を参照すること。また、その名称については各会社が適切に定めること
でよい。組織図については一例を下図に示す。

GMP事例集2022年版
第４条（製造部門及び品質部門）関係　（新設）
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ＧＭＰ４－２（品質部門）
［問］「品質保証に係る業務を担当する組織」として、本社品質保証部門等を
もって代えることは可能か。

［答］製造所の組織の中に「品質保証に係る業務を担当する組織」を構成せずに、
「品質保証に係る業務を担当する組織」が行うべき業務を本社品質保証部門等に
委託することは認められない。ただし、品質保証に係る業務に支障がない限りに
おいて、本社品質保証部門等に所属する職員による、製造所の「品質保証に係る
業務を担当する組織」の業務の兼任は差し支えない。この場合、本社品質保証部
門等に所属する職員の責務等をＧＭＰ省令第６条第４項の文書に明記しておくこ
と。

GMP事例集2022年版
第４条（製造部門及び品質部門）関係

ＧＭＰ４－３（品質部門）
［問］「品質保証に係る業務を担当する組織」の責任者と「試験検査に係る業務
を担当する組織」の責任者は兼任できるか。

［答］「品質保証に係る業務を担当する組織」は品質保証を担う機能として客観
性が求められることから、両組織の責任者の兼務は避けることが望ましい。ただ
し、会社の規模等により、両責任者を兼務せざるを得ない場合、各組織の責任者
としての業務を明確に区別して実施すること。また、
その責務等をＧＭＰ省令第６条第４項の文書に明記しておくこと。
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ＧＭＰ４－４（品質部門）
［問］医薬品製品標準書及び手順書の作成にあたり、その内容について品質保証
に係る業務を担当する組織の確認を受ける必要があるか。

［答］必ずしも品質保証に係る業務を担当する組織の確認を受けることは要しな
いが、GMP省令第５条第１項第３号において、製造手順等が承認事項と相違する
ことがないよう、品質保証に係る業務を担当する組織に管理させることが求めら
れていること等を踏まえ、医薬品製品標準書及び手順書の作成にあたっては、そ
の内容について、品質保証に係る業務を担当する組織の確認を受けることが望ま
しい。

GMP事例集2022年版
第４条（製造部門及び品質部門）関係
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公式なGMP監査を信頼性のあるものとするためには、体系的かつ計画
的な監査が必要である。

＜用語＞

・監査基準：一連の方針、手順又は要求事項

・監査証拠：監査基準に関連し、検証できる記録、事実の記述又はその他の情
報

・監査所見

・監査結論：監査目的や監査所見を考慮した上で、監査チームの出した結論

・監査依頼者

・被監査者：監査される組織

・監査員：監査を行う力量を有した人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（つづく）

３．効率的な監査・自己点検体制の確立
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＜GMP監査基準＞
3.1　薬食監麻発第0330001号 医薬品・医薬部外品GMP省

令条項別適合性評価基準（GMP適合性調査要領）
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第１ 制定の趣旨

第４ バリデーション基準
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関連）条項別適合性評価基準

別添３ 医薬品・医薬部外品ＧＭＰ省令条項別
適合性評価基準

別添４ 機器・体外診ＱＭＳ省令条項別適合性
評価基準
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GMP適合性調査要領（一部抜粋）
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GMP適合性調査要領（一部抜粋）
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GMP適合性調査要領（一部抜粋）

評価ランク
構造設備規則適合性評価基準の運用の基本的な考え方は、設問が適切に
実施されている場合（現場で直ちに改善される場合を含む。）を評価ラ
ンクＡ（適合）とし、明らかに基準に抵触する場合を評価ランクＤ（重
度の不備）とするほか、以下の観点から評価ランクＢ及びＣの評価を行
うこと。

（１） 評価ランクＢ（軽度の不備）とは、製品の品質への影響はほとんど問
題とならないが、基準の運用上、完全を期すため改善が必要な場合をい
うものであること。

（２） 評価ランクＣ（中程度の不備）とは、製品の品質への影響を否定でき
ず、基準の運用上、改善が必要な場合をいうものであること。

適合性評価 上記の要領により行った条項別の評価結果を用いて、以下の判定
基準により適合状況を評価すること。
（１）適合　Ａのみの場合。
（２）概ね適合　ＡとＢ又はＢのみの場合。
（３）要改善　Ｃが全項目数の半分以下であり、かつ、Ｄが全くない場合。
（４）不適合上記のいずれにも該当しない場合。
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＜GMP監査基準とは＞（つづき）

3.2　システム査察制度の実施基準とGMP査察の
チェックリスト（厚生労働科学研究費補助金事
業　平成17年度）

3.3　原薬GMPガイドライン第2章～20章（PIC/S　
GMP PartⅡ）

　　　：条項毎にリスト化

3.4　 PIC/S GMP監査基準とGap分析用チェック
シート・条項毎にリスト化

：平成24年2月1日付けの事務連絡「PIC/SのGMPガイドライ
ンを活用する際の考え方について」

　・PIC/S　GMP ガイドライン　パート  1

 国際整合等の観点から、医薬品査察協定及び医薬品査察協同ス
キーム（以下「PIC/S」という。）のGMPガイドラインを参考
（チェックリスト）として活用する。
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公式なGMP監査を信頼性のあるものとするためには、体系的
かつ計画的な監査が必要である。

・監査チーム：監査を行う一人以上の監査員、必要な場合には技術専門
家による支援を受けることは可能である。

・技術専門家：専門的技術を提供。直接監査は行わない。

・監査プログラム：特定の目的に向けた、決められた期間内で実行する
ように計画された一連の監査

・監査計画：個別の監査の活動及び手配事項

・監査範囲：監査の対象となる領域及び境界

（　場所、組織単位、活動、プロセス、及び監査の対象となる期間）

・力量：実証された個人的特質、並びに知識及び技能を適用するために
実証された能力
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3.5　 監査・自己点検の5原則

監査は、品質経営方針及び管理業務を支援する効果的かつ信頼性を付与するツール
である。

・原則１：倫理的行動

　　　　　信用・誠実・機密保持・分別は、監査にとって品質的事項である。　　

・原則２：公正な報告

　　　　　監査所見、監査結論はありのままに、かつ正確にかんだ活動に反映する。

　　　　　監査中の障害、被監査者との意見の食い違いなども報告する。

・原則３：監査員としての正当な注意

　　　　　監査依頼者やその他の利害関係者の抱く信頼に見合う注意を払う。その
為に必要な力量を持つことが重要である。

・原則４：独立性

　　　　　終始一貫して客観的であること。偏りや利害の衝突がない。

・原則５：証拠に基づくアプローチ

　　　　　監査結果は検証可能なものであること。再現性と信頼性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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3.6 　監査・自己点検のプログラム

監査組織は、監査に必要な監査プログラムを策定する必要がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

監査プログラム策定
：目的及び範囲、責任、資源、手順

監査プログラムの実施
：監査スケジュール策定、監査員の評価、監査チーム選定、

監査活動の指示、記録の維持

監査プログラムの監視及びレビュー
：監査及びレビュー、是正及び予防措置の必要性と特定、

改善機会の特定スケジュール策定、監査員の評価、
監査チーム選定、

監査プログラムの評価

Plan

Do

Check

Action：監査プログラムの
予防・是正措置並びに改善

監査員の力量及び評価

42



監査のプログラム

・監査プログラムの範囲

：対象組織、範囲、基準、期間、頻度、重要性、複雑さ、類似性、監査場所、法令・
規則、規格及び契約上の要求事項、その他の監査基準、監査結論又は前回の監査プロ
グラムのレビュー結果

・監査プログラムの責任者：力量及び監査技法

・監査プログラムに係わる資源：監査技法、監査員の力量の確保

・監査プログラムの手順

・監査プログラムの実施

・監査プログラムの記録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・監査プログラムの監視・レビュー

：監査の結果と評価及びその傾向分析、監査プログラムのレビュー結果から、監査プ
ログラムの是正・予防措置並びに改善
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管理組織と責任体制

GMP組織、会社組織、

品質部門と製造部門の独立，品質不良に対する必要な処置，製品
標準書等の品質部門による承認など

品質リスクマネジメント実施状況＊

GMP手順書の確認（必須手順書、その他）

製造所からの出荷管理に関する手順　バリデーションに関する手
順と記録＊

変更管理，逸脱に関する手順と処置，品質不良に関する手順と処
置

品質年次報告書（AQR），製品品質照査の実施＊

44

GMP点検内容　（GMPの基本的な要求事項）



品質情報・回収処理に関する手順、自己点検，教育訓練，委受託製
造に関する手順と記録

文書，記録等の管理に関する手順と記録、CAPAシステム＊

参考品の保管＊，製品・原薬の安定性モニタリング実施＊

原材料等の供給者管理＊

その他，製造管理・品質管理を適正かつ円滑に実施するために必要
な手順

製造管理（原薬，製剤），衛生管理のSOP

製造設備，交叉汚染防止と管理，混同の防止，無菌作業

水の設備と管理、保管設備

　　　　下線＊：施行通知（平成25年8月30日）以降、新たに追加
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監査プロセスに対する信用と信頼は、監査員の力量に大きく依
存する。以下に、監査員の力量の概念図を示した。

3.7  監査員・自己点検に必要な知識と技能（力量）

専門的知識、
経験、技能

監査教育、業務経験、
教育訓練、監査経験

個人的特質

薬機法関連、GMP,GQP
に関する知識、経験、
技能

GMP/GMS監査に関する
知識、技能

円滑、公平、客観的な監査
・コミュ二ケ-ション
・倫理性
・広視覚
・外交的、観察力、知覚性
・適応性、粘り強さ、決断力
・自立性
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47

＜監査員の個人的特質＞

監査プロセスに対する信用と信頼は、監査員の力量に大きく依存す
る。

監査と云う活動は、医薬品に関連した製造及びその周辺に係る固有
技術に囲まれたレギュレーションの領域に踏み込む活動である。

監査活動は監査する側と受ける側との双方コミュニケーションを前
提とし、サイエンティフィックな活動に囲まれた人間的な活動とい
える。

監査員がこれまで経験したことがない製造所の文化及び技術的場面
と遭遇することもある。

このような側面から、

監査員は、つぎのような“個人的特質”が求められる。どのような局
面でも“円滑、公平、客観的に監査を遂行”しなければならない。

有効な監査を遂行できるかどうかは“監査員の力量に左右”される。
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＜監査に必要な知識・技能・経験＞

一貫性のある体系的監査を遂行するために具体的には,下記に関わる知識と習
得と経験による研鑽が必要である。
（監査の原則、手順及び技法）

・効果的な監査作業計画と手配
・合意したスケジュール内での監査
・重要事項を優先した重点的な時間配分
・効果的な面談、聞き取り、観察
・文書、記録及びデータの調査による情報収集
・監査のための適切なサンプリング
・収集した情報の正確な検証・評価・判定
・監査所見及び監査結論をサポートする監査証拠の特定
・監査所見及び監査結論の信頼性に影響し得る要因の評価
・監査活動の的確な遂行と記録に必要な作業文書
・監査報告書作成

3.8 GMP監査員の人材育成と監査員認定
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＜監査に必要な専門的知識、経験、技能＞

監査員は
・監査対象分野における専門分野に適用される法・規制
・監査対象分野における専門分野別の技術的要件
・監査対象分野における業界規範
に関してその具体的事例を含めて、教育、業務経験、教育訓練、監査
経験を基礎にする。

＜知識及び活用可能な力量＞が必要
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監査員認定基準
業務経験、技術、技能及び定められた教育訓練を根拠とした認定基準、例え
ば、

業務経験に基づく技術、技能
製造管理者、製造管理責任者、品質管理責任者の実務経験３年以上

製造管理に関する専門的知識
専門経験年数１年以上の証明書又は正式な講習履歴証明書

品質管理に関する専門的知識
専門経験年数１年以上の証明書又は正式な講習履歴証明書

薬事・衛生管理に関する専門的知識
監査に関する必要な専門的知識
監査に関する実務教育

OJTに基づく実務訓練、公式な手順に基づく監査実務経験３回以上

社外のGMP教育セミナー及びトレーニングへの参加
　
以上の組み合わせで、自社の状況に照らし監査員認定基準を制定する
ことを推奨

＜GMP監査員認定＞
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3.9 GMP監査員のスキルアップ
＜監査業務を行う上で習得すべき専門知識＞

GMP監査（内部監査を含む）業務を行う上で、監査員に求められる専門的知識

１．
薬事及び衛生管
理に関する知識
（海外法規制を
含む）

１）薬機法及び関連法規に関する知識
２）医薬品のGMP概論
３）GMP監視指導要領及び指摘事例
４）GMP省令
５）薬局等構造設備規則
６）施行通知類
７）GMP事例集
８）日本薬局方
９）PIC/S　GMPガイド
１０）ICH Qトリオ（ICH　Q8,9,10）ICH Q11
１１）その他、cGMP, PIC/S GMP, EU GMP等

最近の薬事
動向に関す
る知識

２．
製造管理、品質
管理（GMP）に
関する知識

１）バリデーションに関する知識
２）製剤技術に関する知識
　　（固形製剤、注射製剤、液軟製剤など）

３）試験法と規格に関する知識
　　（公定書を含む）　　　　　　　（つづく）

最近の高度
な技術と理
論に関する
知識



52

GMP監査（内部監査を含む）業務を行う上で、監査員に求められる専門的知識

２．
製造管理、品質管
理（GMP）に関す
る知識

４）衛生環境管理に関する知識
　　（衛生管理及び交叉汚染管理含む）

５）構造設備管理に関する知識　
　　（工程装置、制御設備、製造用水設備、洗浄、

設備保守を含む）

６）試験室管理に関する知識
７）製造管理に関する知識
　　（保管管理を含む）

８）品質保証システムに関する知識
９）技術移転に関する知識
１０）ISO9000に関する知識
１１）品質管理統計学に関する知識
１２）「製造管理及び品質管理」における組

織体系及び文書体系に関する知識

最近の高度
な技術と理
論に関する
知識

３．
監査に必要な専門
的知識
（実務的知識も含
まれる）

１）原薬のバリデーションの検証に必要な知
識

２）注射剤のバリデーションの検証に必要な
知識

３）固形製剤のバリデーションの検証に必要
な知識　　　　　　　　　　（つづく）

医薬品のバ
リデーショ
ンと薬事監
視方法に関
する知識と
その監査能
力
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GMP監査（内部監査を含む）業務を行う上で、監査員に求められる専門的知識

３．
監査に必要な専門
的知識
（実務的知識も含
まれる）

４）生物製剤のバリデーションの検証に必要
な知識

５）バイオテクノロジー応用医薬品の管理に
関する知識

６）コンピュータバリデーション（CSV)の検
証に必要な知識

７）出荷管理に関する知識
８）変更管理に関する知識
９）逸脱管理に関する知識
１０）製品品質照査に関する知識
１１）CAPAに関する知識
１２）リスクマネジメントに関する知識
１３）クライシスマネジメントに関する知識
１４）サプライヤーオーディトに関する知識
１５）アウトソースに関する知識
１６）その他、QA管理全般
　（「製造管理、品質管理」の確保に関する

知識一式など）

医薬品のバ
リデーショ
ンと薬事監
視方法に関
する知識と
その監査能
力

GMP文書及
び記録類の
妥当性検証
に係わる知
識
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＜監査に関する必要な知識＞

監査サイクル 監査に関する必要な知識 備考

計画段階
P

１．監査準備
２．文書監査
３．事前協議
４．監査の実施計画（監査計画書発行）
５．通知

監査の事前準備
段階及び計画に
おける必要事項

実施段階
D,C

１．初回会議
２．監査作業の実施
３．監査チーム内協議
４．最終会議

現地監査におけ
る必要事項

フォローアップ

C,A
１．監査報告書
（被監査者：是正措置の計画と実施）
２．是正措置の確認

現地監査終了後
のフォローアッ
プ

監査に含まれる監査サイクル（Quality Audit Cycle）には、監査に必要
なすべての活動が含まれる。監査に必要な知識は、経験または教育訓練
に基づかなければならない。
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＜監査員の教育訓練計画の立案＞　管理表事例

3.10 GMP監査員の教育訓練と監査履歴管理

監査レベル：S（監査リーダー可能）,A（Sに同行し監査可能）,
　　　　　　B（社内限定でSと共同で監査可能）,
　　　　　　C（育成中。主に記録などの調査）

No. 氏
名

監査経験（経験回数） 監査レベル 備
考

G
M
P
全
般

試験 製造・治験 設備 環境

S A B C全
般

微
生
物

合
成

バ
イ
オ

製
剤
・
包
装

無
菌

全
般

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

製
造
環
境

製
造
用
水

防
虫
管
理

１ A

２ B

３ C
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＜監査員の教育訓練計画の立案＞　監査履歴（管理表事例）

GMP監査員の教育訓練と監査履歴管理

No 氏
名 医薬品GMP監査

治験薬
GMP

レビュー

監査 原料・資材 自
社

原
薬
・
製
剤

海
外

日
常

検
証自

己
点
検

内
部
監
査

自
社
原
薬

自
社
製
剤

他
社
原
薬

他
社
製
剤

海
外

医
薬
品
添
加
剤

表
示
材
料

容
器
容
被

他

海
外

１ A

２ B

３ C
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＜監査業務手順書＞
計画的かつ体系的にGMP監査システムを推進するために、必要な手順
書の構築と維持管理が求められる。　

GMP監査システム

　　

　　　監査管理規則

GMP監査細則
GMP自己点検管理細則
内部監査管理細則
サプライヤー評価（管理）細則

監査員登録・認定管理細則
監査員教育訓練細則

海外GMP監査細則
監査業務管理細則（組織含む）
監査文書（計画書、報告書）管理細則
その他



ＧＭＰ１８－４（自己点検）

 ［問］改正省令公布通知第３の26（１）でいう「自己点検に係る業務の一部を外部委託
業者に委託する 場合には、同令第１１条の５の規定による適切な管理を要するもので
あること。」とはどのよう な場合が想定されるか、またその場合の留意事項は何か。 

［答］例えば、外部の専門家への委託が想定される。
委託する場合であっても、自己点検の主体は製造業者等であることから、製造業者等
は、自己点検の目的を踏まえ、外部委託業者の適格性を評価 したうえで委託し、その
結果を自ら判断する必要がある。

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中 厚生労働省医薬・生活衛生局 監 視 
指 導 ・ 麻 薬 対 策 課 「GMP 事例集（２０２２年版）について」　より抜粋

事務連絡 令和４年４月２８日

第18条関係

　自己点検　
GMP事例集2022年版
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 ＧＭＰ１９－５（教育訓練）

 ［問］ＧＭＰ省令第１９条第４号に「教育訓練の実効性を定期的に評価し」とあるが、この
「定期的」 とはどのくらいの頻度と考えればよいか。また、「実効性を評価する」とは具体
的にどのような 対応をすればよいか。 

［答］教育訓練の実施頻度については、例えば、実地訓練は製造する製品の種類、使用
する構造設備等 によって大きく異なりうるので、製造業者等が実情に合わせ定めて差
し支えない。
また、「実効性の評価」とは、製造業者等として、教育訓練の内容が的確に実務に反映
されていることを評価 することをいう（例えば更衣手順の確認のための模擬操作等によ
る評価等）。 

　教育訓練　
第19条関係

事務連絡 令和４年４月２８日

GMP事例集2022年版
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４．GMP調査の不備事例

NPO-QAｾﾝﾀｰ創立18周年セミナー（PMDA嘉藤氏）
60



NPO-QAｾﾝﾀｰ創立18周年セミナー（PMDA嘉藤氏） 61



QA部員はGMP関連の活動全般を掌握し、「GMP違反」や「薬事不祥事」
を起こさせないようにすることが重要である。そのためQA部員には薬
機法や薬学の知識のみならず、化学、機械、微生物学、衛生管理、環
境等あらゆる範囲にわたる広範で深い力量が問われることになる。

GMPの遵守は高い品質の医薬品の恒常的製造にとっては不可欠であるが、
それを日常的に達成するためには、堅牢なQA組織の構築が必要である。
GMP監査や自己点検を通して、個々のQA員が関わるQA業務を高いレベル
で力量を十分発揮できるよう不断の研鑽がこれ迄以上に求められる。

製薬企業が生き残るためには、2022年度のGMP省令改正、GMP事例集
2022年版を踏まえて、急拡大しているQA業務を如何に効率的・効果的
に実施するについては、教育・人員補強も含めた更なる取組みの機能
強化が必須となっている。

(まとめ）
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ご静聴ありがとうございました。

（PIC/S GMP対応）
品質保証部門の機能強化


