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自己点検/概要

ＧＭＰ省令が求める自己点検の目的

•自社の製造所の日々の業務がＧＭＰ省令に照ら

して適法であり、

•過不足なく適正に実行されているかどうかと

いった観点から自ら点検する。

•問題点を洗い出し、それに対し必要な是正を行

うことにより継続的改善につなげることにある。
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ＧＭＰ省令第18条
自己点検

製造業者等は次に掲げる業務を行わせなければ
ならない。
• 定期的に製造管理・品質管理の自己点検を行
う

• 自己点検の結果を製造管理者に文書で報告す
る

• 自己点検の結果を作成し、保管する
• 改善が必要な場合には所要の措置を採る



自己点検とは
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• 自己点検とは、GMPに関わる記録・
手順等を定期的に確認することを指
す。

• 確認し、間違いがあれば訂正・改善
することで、手順等の間違いを減ら
し、医薬品の品質向上に活かすこと
ができる。



自己点検と社内体制
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• 手順書遵守

• 医薬品関連法規遵守

• 外部からみた取扱いのバランス

• 継続的な啓蒙活動

• コンプライアンス・プログラム



GMP適合性調査と自己点検比較

• GMP適合性調査

• リスクの高い医薬品を製造する国内外の製造所に対して、その製造設備や

製造管理手法が医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理に関する基

準であるGMP（Good Manufacturing Practice）に適合し、適切な品質の

ものが製造される体制であるかどうかを実地や書面により調査。

•自己点検

• GMP省令が求める自己点検の目的は、自社の製造所の日々の業務がGMP省令

に照らして適法で、かつ、過不足なく適正に実行されているかどうかと

いった観点から自ら点検し、問題点を洗い出し、それに対し必要な是正を

行うことにより継続的改善につなげることにあります。
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定期的自己点検を要する項目
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• 製造管理者の業務

• 医薬品製品標準書及び手順書の作成に係る業務

• 交叉汚染の防止措置に係る業務

• 構造設備の保守、点検等に係る業務

• 製造管理に係る業務

• 品質保証及び試験検査に係る業務

• 安定性モニタリングに係る業務

• 製品品質の照査に係る業務

• 原料等の供給者の管理に係る業務

• 外部委託業者の管理に係る業務

• 製造所からの出荷の管理に係る業務

• バリデーションに係る業務
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見方、考え方
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1. 見える所を見る（表面を見る、拡大して見る、全体
を見る等）

2. 見えない所を見る（覗いて・透かして・解体して見
る等）

3. 比較して見る（良品と並べて見る、引張り・曲げ
等）

4. 簡単な方法で測ってみる（物差し、ハカリ、転がす、
引っ張る等）

5. 発想を書きとめる（後で分らなくならない工夫）

他人の情報をうのみにしてはいけない。まず、
『自分で確かめること』が重要な第一歩。



自己点検の基本動作（１/３）

• 自己点検員とは、①過去が大丈夫、②現

在が大丈夫、③将来が大丈夫、であるこ

とを確認する目撃者である。

• 自己点検員という独立した立場で運用状

況と今後の見込みを見極めるとともに、

部門や活動単位の普段からの把握状況を

併せて調べて、組織としての確証を持て

るようにすることで、目撃者としての役

割を果たす。
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自己点検の基本動作（２/３）

• 点検員の役割
• 自己点検では、点検の時点での運用状

況を調査して、これまでの運用状況を

調査する。

• しかし、将来も適切で有効な運用が見

込めることは、更に重要である。
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現場での基本動作（３/３）

• 自己点検活動は、実地調査と評価の二

つの要素からなっている。

• 実地調査は、三つに集約される。

①見る（観察する）

②聴く（質問する）

③調べる（文書類・記録を調査する）
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観察から得られる情報

情報源 得られる情報

観 察

• 過去・・・不良品や故障装置などが

置いてある場合・・・過去情報の一

部

• 現在・・・業務の実施状況、装置・

文書の使用状況、物の置き方の現状

• 将来・・・過去・現在の状況から、

「今後も継続可能か」が判明
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質問から得られる情報

情報源 得られる情報

質 問

• 過去・・・現状に至った経緯や規則

を定めた背景など、論理面の情報

• 現在・・・実務者の認識状況など、

間接的な事項に関する情報

• 将来・・・過去・現在の状況や根拠

情報から、「今後も継続可能か」が

判明
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文書類から得られる情報

情報源 得られる情報

文書類
• 過去・・・「それを決めたことがあ

る」という実績（何が書いてあるか

は、実行状態までは判明しない）
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記録から得られる情報

情報源 得られる情報

記 録
• 過去・・・記録から得られるのは、

過去の状況や結果のみ（質問と観察

を組み合わせて、現在・将来に関す

る情報に結びつけられる）
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実地調査を工夫する

1.活動を行っている場所を必ず訪ねる
• 活動の実施場所に行くと、説明を受けた内容と大幅に異

なることがある。

• 自分の目で見て初めてできるもの。

• ”すべてのことは現場にある“は、自己点検の鉄則であ
る。

2.文書・記録は重要だが、実際はさらに重要
• 文書や記録は重要だが、実施していることのほうが、は

るかに重要。

3.環境活動の調査・確認での留意点
• 環境は、法規制などの順守義務以外は、すべて任意の取

り組みである。

• 任意の取決めを続けることができ、成果を上げるには、
各人が納得して努力を重ねる必要がある。
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実地調査の進め方(1/3)

1. 聞き上手であれ
• 自己点検は、自己点検対象者との共同作業、相

手が心を開いて、初めて本質に迫れる。

• 聞くことは話すことより難しい。しかし、仕事

や活動に自信を持って着実に遂行し、工夫を続

けている人たちは、本気で聞いてくれる点検者

を待っている。そんな気持ちを引き出すのも、

点検者の役割。
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実地調査の進め方(2/3)

2. 自己点検は、懐中電灯一つで洞窟を歩くよう

なもの

• 自己点検は、小さな懐中電灯一つで、暗い

洞窟を歩くようなもの。光を当てたところ

はことは見えても、光を当てなかったとこ

ろはどうだったかは、永久にわからない。

• 常に細心の注意を払って、感性をとぎすま

せて、ちょっとした兆しを見逃さず、大事

なポイントを探しあてて確認していく。
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実地調査の進め方(3/3)

3. 自己点検では、アドバイスもOK
• 自己点検の本質を見失わず、時には解決策を一

緒に検討するのも問題ない。
• ＧＭＰ適合性調査と異なって、アドバイスに制

約はない。ただし本質を突いていることが大前
提。

• 一般に自己点検員は、当該業務を熟知していな
いことが多いので、点検者が一方的に指示する
のではなく、できれば解決策を気づかせる大道
である。

• 他人から指示されるのを好む人など、誰もいな
い。自分が気づいたならば、積極性も増す。
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効果的なチェックリストの作成(1/2）

• チェックリストは自己点検のツールであり、
これを手元にもたないで自己点検をすること
は、猟師が鉄砲をもたないで猟をすることと
同じ。

• 使い方を十分に理解していないと、宝の持ち
腐れになる。

• チェックリストは、自己点検の際に点検者が
インタビューして質問するときに使用する。
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効果的なチェックリストの作成(2/2）

• チェックリストに記述された確認事項をすべて質

問することで自己点検の漏れが防止できる。

• 通常のチェックリストは質問するための基本的な

ことのみ書かれているので、実際の質問事項は

チェックリストから自己点検としての質問に置き

換えなければならない。

• チェックリストに書かれたことだけを質問すると、

点検の内容が当たり障りのない通り一遍の質問に

なってしまい、不適合が内在しても発見にまでた

どりつけない。
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不適合の発見のための質問

•チェクリストは「〇〇はあるか？」「〇〇が

明確になっているか？」など、その答えがイ

エス、ノーで回答される質問形式になってい

る。

•質問の大部分は条文の裏返しで、それを疑問

形にしているだけである。

•それをそのまま質問すれば、その答えはほと

んどイエスになってしまい、不具合が内在し

ていても気がつかないで通過してしまう。
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正しい質問の仕方

•質問の内容に「5W1H」の疑問形の要素を

取り入れて質問することによって、回答

する側に多くを答えさせる。

•この要素が質問のなかに組み込まれると、

内容がより明確になり、質問する側も答

える側も質問の本質が理解しやすくなる。

（つづく）
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正しい質問の仕方

•「5W1H」の疑問形の要素とは、次の疑問符のどれか

を質問に含めること。これで質問の内容は濃くなる。

Who（だれか）

When（いつ）

Whom（だれに）

What（なにを）

Why（なぜ）またはPurpose(目的）

How（どのように）

•これらの疑問符のなかからどれか１つ以上を質問の

なかに取り入れるようにする。

（つづく）
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正しい質問の仕方

【例】次の質問には「５W１H」のどれかの要素が取り

込まれている。

この文書は発行前にだれが承認していますか？

この文書はいつ発行されますか？

この指示書はだれに指示するものですか？

この報告書はなにに関する報告書ですか？

この発注書はどこに発行しているものですか？

この不適合はなぜ起きたのですか？

この指示書はどのように実行していますか？

この報告書はいつだれが作成したものですか？
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適合事項の摘出の仕方

1. 観察事項としてメモすべき事柄

① 点検員の質問に対する回答される内容が文書または、

記録などで証明されないで、明確な事実になりにくい

事柄

② 質問に回答がされないで、回答保留となっている事柄

③ 説明がGMPの要求事項と異なる事項

④ 質問に対する説明内容と品質マニュアルや手順書に記

述されている内容と食い違いがある事柄

⑤ 現場作業で、SOP文書に記述されていることと実際の作

業の内容と異なる事柄

⑥ 作業手順書などに記述されていることが現場作業で実

行されていない事柄 29



適合事項の摘出の仕方

2. 観察事項の記録の仕方

•観察事項（不適事項）の記述は、“ありのまま（事

実）”のみを記述する。

•観察した事実以外のことはいっさい書かないこと。

•事実以外のこととは、例えば、“〇〇すること”、

“〇〇をお願いします”、“〇〇した方が良い”な

どの指示、要望、懇願、要請などに該当するような

ことは間違ってもいっさい記述しないこと。
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書類点検での不適合の摘出の仕方

1. 要求事項（GMP省令等）との適合性の検証

•適合していない場合は、要求事項のどの項目のどの条文に
違反しているかを、その観察事項の該当欄に記述する。

⇒その結果として不適合事項になる。

2. 組織（会社）が決めた要求事項との適合性の検証

•適合していない場合は、要求事項のどの項目のどの条文に
違反しているかを、その観察事項の該当欄に記述する。

⇒その結果として不適合事項になる。

3. 個別製品の実現の計画に適合しているかどうかの検証

•適合していない場合は、個別製品の実現の計画のどこに違
反しているかを、その観察事項の該当欄に記述する。

⇒その結果として不適合事項になる。
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自己点検の手順(1/２）
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① 事前準備（対象職場の上司から職場の問題・課題と

その対応についてインタビューし、その問題解決・

課題達成のために、どこが弱いプロセスかを想定し

たか）

② 自己点検の実施（主観的な問題になっていないか）

•点検の開始（検事と被告ではない。リラックスさせ

られたか）

•点検の実施（改善のきっかけはつかめたか）

•点検結果の検証（３現主義からの適切な問題提起に

なっているか）

③ 打合せ（納得してもらえたか）



自己点検の手順(２/２）
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④ 報告書作成(点検基準に対してわかりやすい

指摘の記述になっているか）

⑤被点検部門での報告書の検討（プロセス改善

になりそうか）

⑥是正措置の実施（プロセス改善案を果敢に実

施できたか）

⑦フォローアップの実施（プロセスの改善で再

発防止はできたか）



事務局の事前準備
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① 自己点検の運営の手順を文書化

•頻度、方法、責任、計画要求事項及び報告を含む、計画、

確立、実施及び維持、点検プログラムは、関連するプログ

ラムの重要性、組織に影響を及ぼす変更、及び前回までの

結果を考慮すること。

•点検員と被点検側が実施内容について共有しなければ、有

効な自己点検にはならない。

つづく



事務局の事前準備
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② 自己点検の形式を選定する

•形式には、二つある。一つは、対象部門を特定し要求事項

の順守状況を点検するもの、もう一つは、ある製品又は部

品をサンプリングし、契約、受注、設計、製造から出荷ま

でのプロセスを順に追跡し点検するもの。

•初期の段階では、前者の方法で進めるのがよい。しかし、

問題の確認に少し時間のかかるのが難点であるが、後者も

効果がある

つづく



事務局の事前準備
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③ 実施計画を立案し、メンバーを選任する

•審査登録の取得準備段階では、品質マネジメントシステム

の現状把握や定着のために組織の全部門を対象に実施計画

（点検形式、対象部署、機能対象、実施日時）を立案する

ことになる。審査登録後、一応定着したと思われる段階で

は、対象にする業務内容や職場の状況、重要性や前回の結

果を考慮して計画するのがよい。

•メンバーは２，３名がよい。

•実際の点検では質問しながら記録しなければならないので、

２，３名が適当。リーダー、すなわち取りまとめ役を決め

ておく必要がある

つづく



自己点検メンバー/事前準備
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•事前によく勉強せず、ぶっつけ本番でやったのでは抜

けが生じ、被監査者側からの信頼もなくなる。

•チェックリストの作成を怠ると、提示された資料を見

て、さて次に何を聞こうかと思案しなければならず、

相手の信頼を失うことにもなる。⇒被監査部門の状況

を把握するだけに終わり、相手側が気が付かないとこ

ろまで踏み込んでの質問や、客観的証拠の確認には至

らず、自己点検も無意味なものになってしまう。



自己点検メンバー/事前準備
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• このような不具合を防止し、自己点検を効率的に実施するため

のツールとして、チェックリストは不可欠である。

• 点検技術をレベルアップするためにも、チェックリストでシナ

リオを描いてシミュレーションをすることは重要である。

• どのプロセスから確認していくかは、品質会議や生産会議等で

の管理指標の推移の分析から自組織の強み・弱みの評価と、被

点検部門の上司に自部門の問題・課題は何かをインタビューし、

その中から重点点検テーマを決めるとよい。



チェックリスト作成の手順
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① SOP、品質マニュアル、規定など関連文書をよく読んで、被監

査側の仕事のやり方を把握する。被監査部門の上司に自部門

の問題・課題は何かをインタビューし、過去の問題・宿題の

レビュー結果や必要な書類をなどを確認する。

② ①のデータから今回どこを重点に点検するかの方針を決める。

③ 分担を決める。

④ 品質マニュアルから監査対象業務のプロセスを読取り業務フ

ロー図を作成する。

⑤ フロー図で何を確認したらよいか、どのようなもので確認す

るかを整理して、具体的にどのように質問していくかを

チェックリストにまとめる。



お話の内容

1.自己点検とは

2.自己点検の基本動作

3.上手な自己点検の進め方

4.チェックリスト作成のポイント
5.おわりに

41



チェックリストの利点

① 点検時間の節約を図ることができる。

② 重要な質問項目の抜けを防止できる。

③ 一度作成すればそれ以降の点検の際には修正だけで済

む。

④ 改善していくことで、チェックリストの標準ができる。

⑤ チェックリストを作成することは、先を読むことにな

り、一種の自己点検のシミュレーションを実施するこ

とになる。

⑥ 作成の過程で、サンプルサイズや具体的な確認方法の

決定など事前準備を効果的に実施することができる。
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チェックリスト作成のポイント

•組織を取り巻く環境からの問題・課題からどのよう

に解決・達成していくかの体制と運用がなされて結

果が出ているかに着眼して確認する。

•そのためには先ず被自己点検部門の責任者にインタ

ビューして、具体的なチェックリストを作成する。
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チェックリスト作成のポイント

① 責任と権限を確認する

② 担当業務のモノづくりと関連を確認する

③ ①の活動の支援や監視の業務との関連を確認する

④ 人的資源の育成の状況を確認する。

⑤ 方針点検に基づき活動を確認。

⑥ マネージメントレビューの実施内容を確認。

⑦ インフラストラクチャー、作業環境は、プロセスと併せて

運用状況を確認。

44
つづく



チェックリスト作成の手順

① 自己点検方針に基づき、品質マニュアル、監視、

測定、分析及び評価からどの項目について点検す

るかを選び出す。

② 選定した項目の中から点検したいプロセスを抜き

出す。

③ 抜き出した点検内容について、フロー図を作成し、

プロセスの不明確な箇所、部門間の業務のつなが

りが不明確な箇所を提出し、プロセスを理解し、

目に見える情報（客観的証拠）は何かを明確にす

る。
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チェックリスト作成の手順

④ プロセスの不明確な箇所、部門間の業務のつながりが不明

確な箇所についてどのようになっているか質問する。

⑤ どのようなことを聞くとどのような資料が提示されるか又

は作業が確認できるか、提示された情報や確認された作業

をもとに更にどのような質問をするかといった連鎖的なや

りとりを想定する。

⑥ どれくらいサンプリングして、どのような内容でどんな順

序で質問していくかについて、箇条書きに列挙し、チェク

リストを作成する。



チェックリストの点検項目

GMP適合性調査の指摘事項を追加

1. 原薬：再結晶で使用する種結晶の管理
• 種結晶について、規格等を文書で規定しているか

2. 原薬：原料の検体採取手順
• 原料の検体採取において、検体や原料が汚染されることのないように、

採取場所や採取手順を詳細に規定しているか

3. 小分け製造における試験検査の省略
• 原薬（生薬）の試験検査結果は、原料受入れ時の試験検査結果を準用

しているが、それらの試験検査結果が同等であることの根拠を製品標

準書等に規定しているか

4. 原料受入れ口の清掃手順
• 原料は、タンクローリーから直接受け入れている。この際の受入れ口

の清掃手順や作業員の立ち合いについて文書化しているか
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チェックリストの点検項目

GMP適合性調査の指摘事項を追加
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1. 品質システム

• 品質方針は策定されているか。

• 工場長によるマネジメントレビューは実施されているか

• 責任役員によるマネジメントレビューは行われているか

• 新規原料を用いて製造を開始している場合、その供給業者の認定を

しているか。

• 外部委託業者の管理に関する手順を作成しているか

• 製品試験を外部委託している場合、当該委託に係る品質関連業務を

適切かつ円滑に行っているか定期的に確認しているか

• 教育訓練の実効性について定期的に評価する手順を定めているか



チェックリストの点検項目

GMP適合性調査の指摘事項を追加
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2. 文書および記録の管理関連

• アクセス権限を設けているが、試験の再解析、データのコ

ピーや削除をいずれの階層でも行うことができる状態に

なっていないか、管理方法は具体的に規定されているか

• HPLCの解析結果について、責任者が再解析の指示をする場

合、担当者は初回の解析結果を保存しているか

• 作業台の引き出しの中に記録類が放置されていないか

• GMP文書が、棚に手書きのメモで「仮置き」と記載され置か

れていないか



チェックリストの点検項目

GMP適合性調査の指摘事項を追加
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3. 試験検査システム関連

•試験室において、温度管理や湿度の確認を実施して

いるか

•検体が採取された中間製品、原料、資材の容器に、

検体が採取された旨を表示しているか

•検体に係る出納記録について、記録の漏れ、試験項

目の誤り、誤記はないか

•廃棄時に最終的な数や重量を確認しているか
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チェックリストの点検項目

GMP適合性調査の指摘事項を追加

1. 原薬：文書及び記録の保管期間
• 文書及び記録の保管期間については、作成の日から有効期間に１年間を加

算した期間の規定にしているか

2. 原薬：ロット混合した場合の使用期限の設定
• ロットを混合した場合の使用期限は、混合したロットのうちもっとも古い

に基づいて設定しているか

3. 無菌：グレードAブースにおけるブローブの設置位置
• 充填における浮遊微粒子のブローブ設置位置の妥当性について検討してい

るか
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おわりに

•GMP省令が求める自己点検の目的は、自社の製造所

の日々の業務がGMP省令に照らして適法で、かつ、

過不足なく適正に実行されているかどうかといった

観点から自ら点検し、問題点を洗い出し、それに対

し必要な是正を行うことにより継続的改善につなげ

ることにある。
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ご静聴ありがとうございました。
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