
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
主査 藍檀 愛
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本日の内容

１ 薬事監視機動班の体制
２ GMP調査時の指摘事項
３ 医薬部外品・化粧品製造販売業調査時の指導事項
４ 医薬部外品・化粧品製造業調査時の指導事項
５ 医療機器製造販売業／製造業調査時の指導事項
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本日の内容

１ 薬事監視機動班の体制
２ GMP調査時の指摘事項
３ 医薬部外品・化粧品製造販売業調査時の指導事項
４ 医薬部外品・化粧品製造業調査時の指導事項
５ 医療機器製造販売業／製造業調査時の指導事項
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薬事監視機動班の体制
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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
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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
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GMP適合性評価基準
●重度（critical）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（major）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（other）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
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GMP調査において不備事項を指摘した調査件数の割合
（薬事監視第２機動班実施分）
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不備事項を指摘した項目数89個のサブシステム別割合（%）
（令和３年８月1日～令和４年11月30日に実施した薬事監視第２機動班のＧＭＰ調査から集計）

品質 48.3 

構造設

備 2.2 保管等 5.6 

製造 18.0 

包装表示
4.5 

試験検査
21.3 

管内製造所全体(N=89)
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不備事項を指摘することが多かった項目（N=89）
（令和３年８月1日～令和４年11月30日に実施した薬事監視第２機動班のＧＭＰ調査から集計）

順位 指摘項目 全体に占める割合（％）

1 変更管理 13.5 
1 バリデーション 13.5 

2
試験検査（手順書・記録書の
不備） 12.4 

3 データインテグリティ 11.2 
4 逸脱管理 7.9 
5 医薬品品質システム 5.6 
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改正GMP省令（2021年8月1日施行）※第二節以降は省略
赤字：新設された条文、下線：追記・削除された条文

第一章 総則
第一条 趣旨
第二条 定義
第三条 適用の範囲
第三条の二 承認事項の遵守

第二章 医薬品製造業者等の製造所におけ
る製造管理及び品質管理

第一節 通則
第三条の三 医薬品品質システム
第三条の四 品質リスクマネジメント
第四条 製造部門及び品質部門
第五条 製造管理者
第六条 職員
第七条 医薬品製品標準書
第八条 手順書等

第八条の二 交差汚染の防止
第九条 構造設備
第十条 製造管理
第十一条 品質管理
第十一条の二 安定性モニタリング
第十一条の三 製品品質の照査
第十一条の四 原料等の供給者管理
第十一条の五 外部委託業者の管理
第十二条 製造所からの出荷の管理
第十三条 バリデーション
第十四条 変更の管理
第十五条 逸脱の管理
第十六条 品質情報及び品質不良等の

処理
第十七条 回収等の処理
第十八条 自己点検
第十九条 教育訓練
第二十条 文書及び記録の管理

（通知）バリデー
ション指針に改正
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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。

• 紹介事例は、令和３年12月から令和４年11月までに実施した調査
を基にしています。
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GMP調査時の指摘事例①

＜状況・背景＞
医薬品品質システムの手続等の構成要素を示す文書において、責任役員の
責務及び権限を定めておらず、医薬品品質システムの構築及び実施に関し
て、責任役員の関与が明確ではなかった。

＜根拠＞
GMP省令第３条の３（医薬品品質システム）

＜品質システム＞
医薬品品質システムの構築及び実施に関して、責任役員の
関与が明確ではなかった。
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GMP調査時の指摘事例②

＜状況・背景＞
製造所共通の手順書の改訂に関する変更管理記録が見当たらなかった。そのため、
手順書の改訂手順について確認したところ、製品標準書等の製品に直接的に関連す
る文書については変更管理の対象とするが、製造所共通の手順書については変更管
理の対象としていなかった。

＜根拠＞
GMP省令第14条（変更管理）

＜品質システム＞
手順書の改訂を、変更管理の対象としていなかった。
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GMP調査時の指摘事例③

＜状況・背景＞
粉砕作業中に関連設備が故障した逸脱に伴い実施した変更管理の記録を確
認したところ、調査した逸脱事例と異なる事例における変更管理の記録が
提示された。内容を確認したところ、調査した逸脱記録と同様の事例が別
に発生していたが、当該事例については逸脱管理していなかった。

＜根拠＞
GMP省令第15条（逸脱管理）

＜品質システム＞
粉砕作業中に装置が故障した事例について、逸脱処理をし
ていなかった。
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GMP調査時の指摘事例④

＜状況・背景＞
製造室のロッカーに、保管期間内・外の出荷済み製品の製造記録、工程管理試験記
録等が多数収納されていた。当該室及び当該室内のロッカーは施錠されておらず、
GMP文書の持ち出しに関する手順がなく、誰でも容易にGMP文書を持ち出すこと
ができ、GMP文書の紛失が検知できない状況であった。

＜根拠＞
GMP省令第20条第２項（データインテグリティ）

＜品質システム＞
製造部門において、記録の継続的な管理が行われていない
不適切な事例を認めた。
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GMP調査時の指摘事例⑤

＜状況・背景＞
製造現場の廃棄物置場において、不要となったGMP文書の裏紙を使用した
手書きの記録が複数捨てられていた。不要となった文書を再利用できない
ようにして廃棄すること、管理外の用紙に記録しないこと等について製造
所は手順を定めていたが、手順が遵守されていなかった。

＜根拠＞
GMP省令第20条第２項（データインテグリティ）

＜品質システム＞
手順に従わず、廃棄されたGMP文書を再使用し、裏紙と
して利用していた事例を確認した。
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GMP調査時の指摘事例⑥

＜状況・背景＞
清掃・洗浄済みの充填室を調査したところ、充填機周辺や充填ノズル付近
に薬液が固化したと思われる固形物が付着していた。また、充填機の脇に
は清掃時に使用したゴミ袋が放置されていた。

＜根拠＞
GMP省令第８条（手順書等）、第８条の２（交差汚染の防止）、第９条
（構造設備）、第10条（製造管理）

＜構造設備システム＞
充填機について、衛生管理が不適切であった。
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GMP調査時の指摘事例⑦

＜状況・背景＞
不適合品棚は施錠管理すること、鍵はQA部門で管理すること、棚の最下
段に不適合品を保管しないことが手順に規定されていたが、調査時、不適
合品が施錠されずに不適合品棚の最下段に保管されていた。

＜根拠＞
GMP省令第17条第２項

＜製品原料資材保管等システム＞
不適合品の保管管理が不適切であった。
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GMP調査時の指摘事例⑧

＜状況・背景＞
バリデーションの記録を確認したところ、PQの結果がPQ報告書において
適合と評価される前に、PV計画書を作成し、PVを開始していた。

＜根拠＞
GMP省令第13条（バリデーション）

＜製造システム＞
PQ完了前にPVを開始していた。
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GMP調査時の指摘事例⑨

＜状況・背景＞
計画からの変更については、バリデーション責任者との協議の上決定し、
変更内容や変更の妥当性等について報告書に記載することを手順に定めて
いたが、報告書にこれらの内容が記載されておらず、手順書に定める方法
によるバリデーション実施中の変更を行っていなかった。

＜根拠＞
GMP省令第13条（バリデーション）

＜製造システム＞
バリデーション実施中の変更について、手順書等に定める
方法に従わずに変更していた。
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GMP調査時の指摘事例⑩

＜状況・背景＞
「試し打ち」は、標準溶液を打ち保持時間の調整に使用することとしていたが、保
持時間が規定されていない試験で試し打ちを行っていた。「コンディショニング」
は標準溶液を打って安定化を確認するとの説明があったが、標準溶液を打つ目的は
不明確であった。また、いずれも回数は制限されていなかった。

＜根拠＞
GMP省令第11条（試験検査）

＜試験検査システム＞
HPLCにおいて、システム適合性の前に試し打ちやコンディ
ショニングと称される標準溶液の測定を制限なく行っていた。
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GMP調査時の指摘事例⑪

＜状況・背景＞
製品標準書では補助盤を用いずに実施することが規定されていたが、当該
試験の記録様式では、補助盤を用いることが記載されていたため、試験担
当者は補助盤を用いて当該試験を実施していた。

＜根拠＞
GMP省令第11条（試験検査）

＜試験検査システム＞
製品標準書に定める試験方法により崩壊試験を実施してい
なかった。
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GMP調査時の指摘事例⑫

＜状況・背景＞
検体の出納記録に実際の廃棄量が記載されていなかったこと、また、記載
された残量が実測値ではなく計算値であったことから、試験検体の盗難、
紛失等を検知できない恐れがあった。

＜根拠＞
GMP省令第11条（試験検査）

＜試験検査システム＞
検体の出納記録に使用日、使用目的、使用量、残量、廃棄日等
を記録していたが、廃棄量は記載されていなかった。また、記
載している残量は実測値ではなく計算値であった。
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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1/2

＜GQP省令関係＞
• 出荷に係る記録について、手順に従って記録を作成していなかっ

た。
• 製造業者における適正な製造管理及び品質管理の具体的な確認方

法及び確認頻度を定めていなかった。
• 品質情報の処理について、製造所に起因するものでないことが明

らかな場合を除き製造業者に対して調査依頼を行い、書面で調査
報告を提出させる手順としていたが、品質情報の処理記録に製造
所（自社製造所）に調査依頼を行った記録及び調査報告を受けた
記録がなかった。

• 回収処理に関する手順が、静岡県の通知(平成26年12月12日付け
事務連絡)に沿った手順ではなかった。
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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2/2

＜GVP省令関係＞
• 安全管理情報について、定期的に情報を収集していなかった。
• 安全管理情報の収集先のリストを作成していなかった。
• 安全管理情報の収集について、収集頻度を設定していなかった。
• PMDAへの副作用等報告の手順を具体的に定めていなかった。

＜共通＞
• 手順書の旧版は、最新の手順書と一緒に保管していた。
• 確認した記録において、見え消しではなく修正テープを使用して

修正していた。
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医薬品医療機器等法(抜粋)
第一条の四 医薬品の製造販売、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は製造業者の責務

参考：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1/2

• 許可を受けた図面と、実態が一致していなかった。
• 秤量及び試験検査で使用する天秤について校正していなかった。
• pH計の標準液の使用期限が切れていた。
• 調製室において一時置きしていた半製品（バルク品）について、

「半製品」と表示することとしていたが、一部表示がされていな
い容器があった。

• 秤量室で予混合を行っていたが、台秤の横で行っており容器が倒
れたときにコンタミ等のリスクがあった。

• 作業室前の廊下に段ボール箱を置いており、異物混入や虫発生の
リスクがあった。

• 製品置場に不適合品を区分せずに保管しており、誤って出荷して
しまうリスクがあった。
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医薬部外品・化粧品製造業調査時の指導事項2/2

• 誤記を修正テープで修正していた。
• 製造記録に作業を行った作業者の名前を記載してい
なかった。

• 製造記録を確認したところ、充填量の確認のための
サンプリングのタイミングが設定されていなかった。

• 包装記録を確認したところ、系外排出品に係る記録
（いくつ系外に排出され、内容物をいくつ戻したか
等）がなかった。
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５ 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:QMS関係

• 品質管理監督システム基準書において、管理監督者
ではなくISO13485:2016に基づくトップマネジメン
トという用語を使用しており、読み替え規定も定め
ていなかった。

• 管理監督者が誰であるのか品質管理監督システム基
準書に定義されていなかった。

• 品質目標が数値化できる目標ではなかった。
• 品質目標を具体的にどのように定めるのか不明で
あった。
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医療機器製造販売業／製造業調査時の指導事項:QMS関係

• 出荷判定前品は、「判定前」札により各パレットに表示する
との説明があったが、調査時保管されていた出荷判定前の製
品について表示が行われていなかった。

• 医療機器保管棚に、医療機器保管場所であるという識別表示
がなかった。

• 記録が鉛筆で記載されていた。
• 製造室内で、袋に入った飴を確認した。
• 製造記録を確認したところ、誤記載している箇所があった。
• 市場への出荷判定の適否が記載されていない記録が散見され

た。
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医療機器製造販売業／製造業調査時の指導事項:GVP関係

• 安全管理情報の収集記録において、収集日が不明であった。
• 安全管理情報の収集頻度を手順書に定めていなかった。
• 教育訓練については、QMSと共通の手順に基づき実施して

いたが、総括製造販売責任者が計画を立てること、安全管理
責任者が教育訓練の結果を総括製造販売責任者に報告するこ
とが規定されていなかった。

• GVPに係る自己点検について、QMSにおける内部監査に含
めて実施していたが、GVP手順書で定める点検項目が網羅さ
れていなかった。
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御静聴ありがとうございました。
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