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・GMP調査、GQP調査等への責任役員の同席について
（令和4年4月28日付け薬生監麻発0428第9号・薬生
安発0428第3号）

・医薬品の品質問題事案を踏まえた製造販売業者及び製
造業者による品質管理に係る運用について

 （令和4年4月28日付け薬生監麻発0428第2号）

・ＧＭＰ事例集の改正について
 （令和4年4月28日付け事務連絡）

ＧＭＰ・ＧＱＰ関係通知について
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・責任役員は、医薬品製造販売業者等において法令遵守のために主体的に行動することが求められ、GQP省令、
GVP省令及びGMP省令を遵守して適正に業務が行われる体制を構築及び運用する責務がある。
・各省令の遵守状況として、都道府県やPMDAが実施するGQP調査、GVP調査及びGMP調査の実施状況や結果
について把握する必要がある。
・そのため、当該業務を分掌する責任役員が各調査に同席することが、有用な手段の一つであると考えられる。

GMP調査、GQP調査等への責任役員の同席について
○ 昨今、医薬品の製造販売業者・製造業者による薬機法違反の事案が相次いで発生しており、わが国の医薬品に

対する信頼を揺るがす状況となっている。
○ こうした事案の背景に、医薬品製造販売業者等における法令遵守意識の欠如などが挙げられており、令和３年

８月に施行された改正薬機法により、医薬品製造販売業者等に対して、責任役員の明確化を含めた法令遵守体
制の整備が義務化された。

○ 今般、責任役員の責務を踏まえ、GMP調査、GQP調査及びGVP調査への同席等並びに各省令への遵守体制の整
備に関する主導した取組及びその実施状況に関する必要に応じた説明を求めるよう通知がなされた。

１ 責任役員の責務等について

２ 責任役員に求めること

本県で実施する各調査にあたり、可能な限り、同席（部分的な同席またはオンラインによる同席を含む。）し
ていただきますようお願いします。
また、調査の状況や省令の遵守状況に応じて、責任役員に同席を求める場合や直接説明を求める場合がござい
ますので、予め御承知おきください。

・各調査の直近の実施状況や省令の遵守状況を考慮しつつ、可能な限り、当該業務を分掌する責任役員の同席
（部分的な同席またはオンラインによる同席を含む。）
・同席しない場合であっても、各調査の実施状況や結果について適切に把握
・法令遵守のための指針の設定、必要な人員の確保及び配置、業務のモニタリング体制、その他各省令を遵守
して業務を行う体制（GMP省令に関しては、品質方針の設定、十分な人員の確保を含めた必要な資源の配分及
び定期的な医薬品品質システムの照査を含む。）の整備について、主導した取組
・それらの実施状況に関して、必要に応じて調査当局への説明
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医薬品の品質問題事案を踏まえた製造販売業者及び製造業者による品質管理に係る運用について

小林化工や日医工の事案の原因究明及び再発防止策について検討を行った第三者委員会等の報告

書によると、いずれの事案についても、その原因の一つとして、製造販売業者による製造業者に

対する管理が不十分であったことが報告されている。

同様の事案の再発防止にあたり、製造販売業者 と製造業者が共に品質管理体制を整備し、適切な

品質管理業務を行うとともに、製造販売業者と製造業者の間のコミュニケーションをより密にし、

医薬品の品質確保という共通の目標に向けた相互連携を行うことが必要。

このような背景も踏まえ下記のとおり 、製造販売業者及び製造業者が取り組むべき事項について

通知が発出された。

• 責任役員の主導により、人員や予算等の確保を行う体制の整備と、その定期的な確認について規定

• 品質保証責任者以外の者が実施した業務について、品質保証責任者による確認、評価及び必要な改善措置を規

定

• 適正な委受託関係構築のために必要な製造所全体の情報（GMPの情報等）について、製造業者から製造販売業

者への情報提供を規定

• 製造販売業者と製造業者の間の取決めについて、定期的な見直しを規定

• 製造業者に対する確認について、リスクに応じた頻度（原則は１年～３年に1回、リスクが非常に低いことを

確認できた場合であっても少なくとも５年に1回）の実施を規定。また、原則実地での確認を規定。

• 市場出荷判定を製造業者に委託した場合に、品質保証責任者による確認、評価及び必要な改善措置を規定

通知の概要
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ＧＭＰ事例集（2022年版）について

製造業者等がGMPを適正に運用するにあたって、参考となる具体的な事例をQ&A形式で示したもの

厚生労働省より事務連絡として発出されるものであり、企業に対する直接的な法的拘束力はない

一方、公布通知と同様、GMP省令に示される要求事項の解釈を示すような事例等もあることから、製薬メー

カーにおけるGMP活動や当局による調査等において活用されている

• 令和３年８月１日施行された改正ＧＭＰ省令への対応

• 製造販売承認書との整合性の観点から記載内容を見直し

• その他全般的な記載整備

主な変更点

総則

本事例集は、あくまでも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及び薬局等構造設備規

則（ ＧＭＰ関連）に関する具体的な運用を取りまとめたものであり 、本事例集に記載された運用を参考にするこ

とで、製造販売承認に関する事項、製造販売業許可、製造業許可（認定）・登録等において必要とされる申請や、

届け出等、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）及

びその他法令に規定された諸所の手続きを要さないとは解せないことに留意すること。

事例集を根拠として、関係する製造販売承認や業許可・登録等に関する薬事手続きを要さないとは判断しないこと。

留意点
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ＧＭＰ事例集（2022年版）　の主な追加・変更点

条項 事項 主な追加・変更点

第３条の２ 承認事項の遵守
承認事項に従った製造を行うための留意事項に関するQ&Aの
追加

第３条の３ 医薬品品質システム
PQSの構築、品質マニュアル構成、マネジメントレビューの
実施に関するQ＆Aの追加

第３条の４
品質リスクマネジメン
ト

PQSの構築にあたっての品質リスクマネジメントの活用に関
するQ&Aの追加

第４条 製造部門及び品質部門 QA組織の設置に関するQ＆Aの追加

第５条 製造管理者 資格要件等に関するQ＆Aの削除

第６条 職員 QA責任者に関するQ＆Aの追加

第７条 医薬品製品標準書
代替試験に関するQ＆Aの削除、標準的仕込量に関するQ＆A
の見直し

第８条 手順書等 データ・インテグリティの要件に関するQ&A の追加

第９条 構造設備 設備の共用等に関する Q&A の追加

第10条 製造管理 習慣性医薬品の取扱いの追記

第11条 品質管理
参考品等の出納管理、ラボエラーの取扱いに関するQ&Aの追
加
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ＧＭＰ事例集（2022年版）　主な項目

条項 事項 主な追加・変更点

第11条の２ 安定性モニタリング 安定性モニタリングに係る記録の留意事項に関するQ&Aの追加

第11条の３ 製品品質の照査 照査の完了期限に関するQ&Aの追加

第11条の４ 原料等の供給者管理 供給者の定期的な確認の具体的な方法に関するQ&Aの追加

第11条の５ 外部委託業者の管理
外部委託業者の選定、定期的な確認の具体的な方法に関する 
Q&A の追加

第13条 バリデーション
PTP包装等のバリデーションの取扱い、セカンドソースの取扱
いに関するQ&Aの追加

第14条 変更管理 製造販売業者への連絡時の留意事項等に関するQ&A の追加

第15条 逸脱管理
逸脱発生時の調査、製販への連絡時の留意事項等に関するQ&A 
の追加

第16条 品質情報等の処理 品質情報の定義、入手方法等に関するQ＆Aの追加



ＧＭＰ事例集（2022年版）について＜承認事項の遵守＞

ＧＭＰ３の２－１（承認事項の遵守）

［問］ 承認事項に従って製造するにあたり、どのようなことに留意する必要があるか。

［答］製造業者等は、当該製品の製造販売承認（届出）書の製造方法及び試験方法に関する情報を当該製品の製造

販売業者より入手し、承認内容と製造実態に相違が生じないようにすること。なお、製造販売業者は、GQP省令第

10条第５項の規定により、製造販売承認（届出）書の内容を含む、適正かつ円滑な製造管理及び品質に関する情

報を、製造業者等に提供する必要があり、製造業者等としても、常に最新情報を入手できるよう製造販売業者と密

接に連携すること。特に、製造販売承認時、製造販売承認事項一部変更承認及び製造販売承認事項に係る変更計画 

の確認（以下「一部変更承認等」という。）時並びに軽微変更届出時には確実に情報を入手すること。また、原薬

等登録原簿（以下、「ＭＦ」という。）登録を受けている場合、製造販売業者とのＭＦ利用契約に基づき、自らＭ

Ｆ登録内容と製造実態に相違が生じないようにすること。具体的には、製造業者等は、最新のＭＦ登録内容を把握

し、ＭＦ登録内容へ影響を及ぼす又はそのおそれのある変更を行おうとする場合は、適切なタイミングで製造販売

業者に連絡（製造販売業者との取 決 めによるＭＦ国内管理人等を通じた連絡を含む。）し、製造販売業者の確認

を得たうえで、変更を実施する必要がある。
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ＧＭＰ事例集（2022年版）について＜医薬品品質システム＞

ＧＭＰ３の３－１（医薬品品質システム）
［問］既にＩＳＯ９００１等に基づく品質マネジメントシステムを構築している場合、改めてＧＭＰ省令に基づい
た医薬品品質システムを構築する必要があるか。 
［答］ＩＳＯ９００１等に基づいた「品質マネジメントシステム」を既に構築、運用している場合においては、そ
の品質マネジメントシステムがＧＭＰ省令に規定された医薬品品質システムと比較して十分なものであれば、それ
を継続することで良い。 

ＧＭＰ３の３－３（医薬品品質システム）
[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。 
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ＧＭＰ事例集（2022年版）について＜医薬品品質システム＞

ＧＭＰ３の３－４（医薬品品質システム）
［問］「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き等の構成要素を示すこと。」とある
が、どのような項目を文書により定める必要があるのか。 
［答］当該文書は、「医薬品品質システムに関するガイドライン」（平成２２年２月１９日 薬食審査発０２１９
第１号／薬食監麻発０２１９第１号）（以下、Ｑ１０ガイドラインという。）及びＰＩＣ／ＳのＧＭＰガイドライ
ンにおける品質マニュアルに相当し、以下の項目を含む医薬品品質システムを記述したものである。 
・品質方針 
・医薬品品質システムの適用範囲 
・医薬品品質システムのプロセス並びにそれらの順序、関連性及び相互依存性の特定 
・医薬品品質システムの中での製造業者等の責任 
なお、品質マニュアルに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、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）を含む必要があり、これら要素の
基本的考え方を以下に示す。 
１．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 
製造プロセスの稼働性能及び製品品質をモニタリングするシステムを計画し、実行することにより、設定した品質
の製品を製造するための製造プロセスの能力及び管理が維持されていることを保証する。 
２．ＣＡＰＡシステム 
製品及び製造プロセスの改善並びにより深い理解に結びつくよう、根本原因を特定するために、調査プロセスに対
する構造化された取組み。 
３．変更マネジメントシステム 
提案された変更を知識管理や品質リスクマネジメントの利用、関連する分野の専門家等により適切に評価し、変更
実施後に目的が達成されたこと及び製品品質へ悪影響のないことを確認する体系的取り組みにより、変更により意
図しない結果にならないことを高度に保証する。 
４．マネジメントレビュー 
各製品の品質、製造工程の有効性を評価し、製品品質の継続的改善を推進するために実施する製品品質のマネジメ
ントレビュー、及び品質システムの各要素の有効性を評価し医薬品品質システムの継続的改善のために実施する医
薬品品質システムのマネジメントレビューの二つがある。製造業者等は、製造プロセスの稼働性能及び製品品質並
びに医薬品品質システムの定期的なレビュー結果を評価し、製品品質とそれを保証する仕組みである医薬品品質シ
ステムの両面を継続的に改善する。 10



ＧＭＰ事例集（2022年版）について＜医薬品品質システム＞

ＧＭＰ３の３－５（医薬品品質システム）
［問］品質方針について説明してほしい。 
［答］改正省令公布通知第３の５（１）のほか、策定した品質方針は医薬品に関わる全ての階層の人員に伝達され、
理解されなければならないため、掲示、配布、教育等により全員に周知する必要がある。また、品質方針の継続的
な有効性について、マネジメントレビュー時等において定期的にレビューし、必要に応じて見直されなければなら
ない。 

ＧＭＰ３の３－９（医薬品品質システム）
［問］ＧＭＰ省令に「品質目標を達成する」とあるが、品質目標を達成しているかはどのように判断すればよいか。 
［答］品質目標の達成度を評価するための一つの手法として、ＧＭＰ省令の医薬品品質システムの参考となるＱ１
０ガイドラインに「品質目標に対する進捗度を測る業績評価指標」が記載されている。業績評価指標は、ＫＰＩ
（Key Performance Indicator）ともいわれ、品質目標に対する進捗度のモニタリングを目的に設定するもの
であり、品質目標設定時等に達成度の評価基準を定め、定期的に確認し、マネジメントレビューで報告することに
なる。ＫＰＩに基づき評価した結果、達成できなかった内容とその理由、水平展開が行われていることをマネジメ
ントレビューにて確認、検証し、そこでのコミットメントに基づき、システム及び製品品質を継続的に高めていく
ＰＤＣＡサイクルを回すことである。なお、ＫＰＩは可能であれば数値化することにより評価の客観性を増すこと
ができる。 

ＧＭＰ３の３－１１（医薬品品質システム）
［問］「定期的に医薬品品質システムを照査し」とは、具体的に何を指すのか。 
［答］「定期的に医薬品品質システムを照査し」とは、Ｑ１０ガイドライン及びＰＩＣ／ＳのＧＭＰガイドライン
におけるマネジメントレビューのことをいう。マネジメントレビューとは、医薬品品質システムが継続して適切か
つ実効的であることを確認するために定期的に行うものである。製造業者等が製造プロセスの稼働性能及び製品品
質並びに医薬品品質システムの定期的なレビュー結果を評価することになる。品質マニュアルにマネジメントレ
ビュー会議の開催頻度、情報のインプット、製造業者等からのアウトプットについて記述すること。マネジメント
レビューを確実に実施することも製造業者等の責務である。 
インプットの例として以下が考えられる。 
（略） 11



ＧＭＰ事例集（2013年版）について＜代替試験＞

［問］旧ＧＭＰ７－２７（規格及び試験方法） 医薬品・医薬部外品ＧＭＰ省令第７条の製品標準書において、製
造販売承認（届出）書に記載されている確認試験方法と異なる試験検査の方法を、相関性等を十分に確認した上で
原料の確認試験方法として用いてもよいか（例えば、赤外吸収スペクトルにより官能基の確認試験を代替すること
ができる場合、薄層クロマトグラムのＲｆ値をもって成分の確認試験を代替することができる場合等）。 
［答］製造販売承認（届出）書に記載の確認試験方法に比してより厳格なものであることを示す合理的な根拠があ
り、それが製品標準書等にあらかじめ品質部門の承認を得て明記されている場合には、差し支えない。ただし、製
造販売承認（届出）書に記載の確認試験方法が、現在の関係通知、科学技術水準等からみて不十分と認められる場
合には、速やかに製造販売承認事項の一部変更承認申請等を行うよう製造販売業者に相談すること。 

［問］旧ＧＭＰ７－２９（規格及び試験方法） 昭和５６年から通知により公表されてきている「迅速分析法」を、
製造販売承認（届出）書に記載されている規格及び試験方法に替えて、日常の品質管理に用いてもよいか。 
［答］迅速分析法が製造販売承認（届出）書に記載の試験方法との相関性等を十分に有するものであることを示す
合理的な根拠があり、かつ、薬事法上の最終的な合否の判断は、製造販売承認（届出）書に記載の試験方法をもっ
て行われた結果によることが、製品標準書等にあらかじめ品質部門の承認を得て明記されている場合には、差し支
えない。 

［問］旧ＧＭＰ７－４７（その他） 医薬品・医薬部外品ＧＭＰ省令第７条の製品標準書の記載事項としての一部
改正施行通知第３章第３の７（４）エ「製品等の規格及び試験検査の方法」に関し、製品の確認試験において複数
の項目がある場合、一部の項目について確認試験以外の試験検査により実質的に確認することが可能であることか
ら、当該試験検査を当該一部項目に係る確認試験として代用してもよいか。 
［答］製造販売承認（届出）書に記載されている、確認試験法以外の試験検査が、例えば、製品の化学構造上の特
徴に基づいた特異性のある方法であり、そのものの本質を確認することができ、製造販売承認（届出）書に記載の
確認試験法より厳格なものであることを示す合理的な根拠があり、それが製品標準書にあらかじめ品質部門の承認
を得て明記されている場合には、差し支えない。ただし、製造販売承認（届出）書に記載されている確認試験のす
べての項目を代用することは認められない。

〇代替試験については、日局等の公定書又は規格集を参照する試験のみ認められており、

代替試験に関する以下のＱ＆Ａは削除

12



ＧＭＰ事例集（2022年版）について＜標準的仕込み量＞

ＧＭＰ７－１９（標準的仕込み量）
［問］ＧＭＰ省令第７条の医薬品製品標準書に記載する事項のうち、改正省令公布通知第３の１０（３）①カの
「秤量、調製、充填等の作業における標準的仕込み量及びその妥当性を示す根拠（ＧＭＰ省令第１３条に規定する
バリデーションの結果等）」については、どのように考えればよいか。 
［答］医薬品製品標準書に記載すべき「標準的仕込み量」とは、製造過程におけるロスを踏まえ、最終製品が製造
販売承認書の「成分及び分量又は本質」に記載された成分・分量に合致するものとなるように定めた仕込み量を指
す。また、原薬については製剤化工程において純度（含量、力価）を踏まえてロットごとに原薬の仕込み量の補正
を行う場合には、補正が行える範囲、条件を医薬品製品標準書に記載する必要がある。 
 一方、「妥当性を示す根拠」とは、「標準的仕込み量」（上記補正を行う場合には、補正が行える範囲、条件も
含む）の妥当性を示す根拠のことであり、製造販売承認書の「成分及び分量又は本質」及び「規格及び試験方法」
の記載に合致する製品を恒常的に製造できることを示すデータが該当する。具体的には、試作やスケールアップ時
の技術検討、バリデーション等のデータに加え、製造販売承認書の「規格及び試験方法」を満たすことのみでは証
明できない、溶出プロファイルや不純物プロファイルと言った、治験薬と商業生産スケールで製造した当該医薬品
との品質の一貫性を示すデータ等が挙げられる。ただし、品目の特性、標準的仕込み量を設定する成分の含有目的、
物性等により必要となるデータは異なることとなる。 

GMP７－２０（標準的仕込み量）
［問］製造工程におけるロス（バグフィルターからの原薬たる医薬品の抜け、集塵、設備への付着等）の増加等、
製造過程における突発的な問題が生じた際、医薬品製品標準書において定められた標準的仕込み量から仕込み量を
変更してよいか。 
［答］突発的な問題について、GMP省令第１５条の規定に従って逸脱の管理を行うこと。逸脱の是正措置又は予防
措置として、仕込み量を変更する場合には、当該変更はＧＭＰ省令第１４条第１項第２号に示す製品品質若しくは
承認事項に影響を及ぼす場合又はそのおそれがある場合に合致する可能性が高いことから、変更の際には一部変更
承認申請（該当する場合には軽微な変更の届出）の必要性について製造販売業者に事前に連絡し、確認を受けるこ
と。 

〇標準的仕込み量については、改めて定義を明確化。また、標準的仕込み量を変更する

際には、薬事手続きの必要性に関して、製造販売業者への事前連絡を求めた。
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ＧＭＰ事例集（2013年版）について＜標準的仕込み量＞

［問］旧ＧＭＰ７－３２（標準的仕込量） 医薬品・医薬部外品ＧＭＰ省令第７条の製品標準書に記載する事項の
うち、一部改正施行通知第３章第３の７（４）クの「標準的仕込量及びその根拠」については、どのように考えれ
ばよいか。 
［答］ 
１．標準的仕込量については、その設定の根拠があり、かつ、それが製品標準書等にあらかじめ品質部門の承認を
得て明記されていること。なお、ここでいう「設定の根拠」とは、原則的には、製造工程をすべて完了し市場への
出荷を可とされた医薬品について当該成分を定量したとき、製造販売承認（届出）書の「成分及び分量又は本質」
及び「規格及び試験方法」の記載に合致することを示すデータをいうが、原料の含水率に基づく仕込量の増減等に
ついては、それに関するデータをもって根拠として差し支えない。ただし、設定の根拠を示すことが困難な場合に
は、製造販売承認（届出）書記載の成分及び分量を標準的仕込量とすること。 
２．（略）
３．有効成分について、製造販売承認（届出）書に規格幅の設定されているものについては規格幅の上限を超える
量を、また、規格幅の設定されていないものについては製造販売承認（届出）書記載の分量の１１０％を超える量
を標準的仕込量とする場合には、１．又は２．の要件を満たした上、さらに当該成分の分解等についての根拠も示
し、かつ、それが製品標準書にあらかじめ品質部門の承認を得て明記されていること。 

［問］旧ＧＭＰ７－３７（標準的仕込量） 製剤化に係る工程において、原料の物性、異なる製剤設備等により、
目的とする硬度、粒度分布等の品質を得るために、賦形剤、滑沢剤等の増減が必要となる場合がある。医薬品・医
薬部外品ＧＭＰ省令第７条の製品標準書において、そのような増減を行うこととしてもよいか。 
［答］やむを得ない場合には、一部変更承認申請（該当する場合には軽微な変更の届出）に該当しない範囲におい
て、必要最小限の分量に限り認められる場合がある。ただし、理由及び当該増減を行っても支障のないことを示す
合理的な根拠（バリデーションデータ等）が製品標準書にあらかじめ品質部門の承認を得て明記されており、かつ、
製品標準書等に基づき製造指図書を増減を特定して指図を行うことができるようなものとするとともに、製造記録
が適切に作成されるようになっていること。 
なお、規格外のものを規格に適合させる目的で行ってはならない。また、漫然と増量あるいは減量とならないよう
に、原料のロットごとに増減の必要性について評価を行い、品質部門の承認を得ること。 

〇標準的仕込み量に関する以下のＱ＆Ａは削除
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ＧＭＰ事例集（2022年版）について＜データ・インテグリティ＞

ＧＭＰ８－１８
（文書及び記録の信頼性（完全性）の確保
［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ＡＬＣＯＡ＋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。また、電子的な媒体を用いた文書及び記録（以下当該項におい
て「電子データ」という。）を用いる際には、当該電子データを生成するコンピュータ化システムについて、
ALCOA+ の原則に示す要件を満たせる機能を有し、かつ適切に稼働できるかについて「医薬品・医薬部外品製造
販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドラインについて」（薬食監麻発1021第11号平成22年
10月21日）に示された手法に則り、コンピュータ化システムバリデーションを実施し検証すること。なお、 
ALCOA+ の原則に示す要件を満たせる機能には、監査証跡機能、データの上書き及び改ざんを防止する機能、
ユーザーごとに操作権限を設定する機能等があげられるが、いずれの機能を有する必要があるのか及びどの程度の
コンピュータ化システムバリデーションを要するのかについては、生成されるデータの製品品質における重要性、
システムの複雑さ等を考慮したリスクアセスメントを行った上で判断すること。

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。
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ＧＭＰ事例集（2022年版）について＜その他＞

ＧＭＰ１０－２６（保管）
［問］法第50条第11号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品（以下「習慣性医
薬品」という。）を製造する際の取り扱いについて、留意事項を示して欲しい。
［答］習慣性医薬品についてはその特性上、他の医薬品への混入等が起きた場合等、保険衛生上の危害発生の蓋然
性が高いことからも、「医薬品の製造業者における GMP 省令違反等を踏まえた無通告立入検査の徹底強化等につ
いて」（令和３年２月９日薬生監麻発 ０２０９ 第１号監視指導・麻薬対策課長通知）３．に記載される製造管理
を徹底するとともに、他の製品又は原料と明確に区分しての保管や保管場所の入退室の記録を作成する等、保管の
管理に留意すること。

ＧＭＰ１１の３－３（製品品質の照査）
［問］製品品質の照査結果は、いつまでに製造管理者に報告する必要があるか。 
［答］製品品質の照査の目的を果たす上で、支障のない日までに照査を完了し、製造管理者に報告すること。対象
品目の製造スケジュールによっても状況は異なるので、一概に期限を想定することはできないが、製造所において
適切に期限を設定し、当該期日までに照査を完了すること。 

ＧＭＰ１１の５－２（外部委託業者の管理）
［問］製造販売業者が外部委託業者と取決めを締結している場合、製造業者等として、ＧＭＰ省令第１１条の５第
２項第１号の適性及び能力の確認、同第２号の定期的な確認はどのように実施すればよいか。 
［答］既に製造販売業者が外部委託業者の適正及び能力の評価、定期的な確認を行っている場合は、製造販売業者
の作成した監査報告書等を入手し、それを確認し、評価結果を記録することで、製造所としての確認とすることが
できる。なお、製造業者等がそれらの情報を入手できるよう、製造販売業者との取決め等において外部委託業者の
管理に関する責任範囲を明確にしておくこと。 
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