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１.施行通知の改定について

２．QbD適用品目と通常申請品目の調査の違い

３. 調査及び相談業務からの事例

４. QbD申請にあたっての留意事項

本日の内容
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「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取扱いについて」

全般的事項
•国際整合性

• PIC/S加盟に向けたGMP基準の整合性

• ICH Q8/Q９/Q10の実施
• リスクベース、サイエンスベース

バリデーション基準
・Continuous Process Verification
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「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取扱いについて」

1. 品質リスクマネジメントの活用
2. 製品品質の照査
3. 参考品等の保管
4. 安定性モニタリング
5. 原料等の供給者管理
6. バリデーション基準の改正
（マスタープラン、DQ/IQ/OQ/PQ、
製品のライフサイクル、技術移転、
プロセスバリデーションなど）

• グローバルな観点

• 品質保証の充実の観点から以下の6点を盛り込む

通知本文で取扱
いを明示

施行通知※の改正

※平成17年3月30日付け薬食監麻発第0330001号「薬事法及び採血及び供血あつせん業取

締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理
（GMP/QMS）に係る省令及び告示の制定及び改廃について」
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品質リスクマネジメントの活用

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取扱いに
ついて（薬食監麻発0830第1号）

第１

『品質リスクマネジメントは医薬品又は医薬部外品を適切に製造する品
質システムであるＧＭＰの製造・品質管理を構成する要素であるとともに、
品質に対する潜在リスクの特定、製造プロセスに対する科学的な評価
及び管理を確立するための主体的な取り組みである。製造業者等は品
質リスクマネジメントが製造プロセスの稼働性能及び製品品質の継続的
改善を促進する有効な評価手法となることを考慮すること。』

リスクマネジメントの実践（ICH Q9）
●リスクアセスメント
●リスクコントロール
●リスクレビュー
●リスクコミュニケーション
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製品品質の照査

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取扱いに
ついて（薬食監麻発0830第1号）

第２

『ＧＭＰ省令第５条に規定する製造・品質管理業務は、製品品質の照査を
含むこと。製品品質の照査は、定期的又は随時、製品品質に関する結
果・状況等を照査・分析することにより、製品が適切に管理された状態で
製造されているか、又は改善の余地があるか確認するために実施するも
のであること』

GMP事例集（２０１３年版）

[問]GMP13-50（製品品質の照査）製品品質の照査は、なぜ必要なのか。
[答]バリデートされた工程であっても、製造実績を積み上げるに従って、より製品品

質を向上させるために改善すべき事項が見出される場合があり、例えば、次のよう
な場合が考えられる。
１．原料物性の変化等により製造条件等を変更することが望ましい場合があるため。

２．異常・逸脱の傾向又は好ましくない傾向等が認められた場合には、所要の措置
を採る必要性があるため。
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バリデーション基準改正のポイント

•製品ライフサイクル： Q10
• 製品の品質照査とバリデーション活動の関連

• 回顧的バリデーションの削除

• 技術移転の有用性

•バリデーション活動
• 品質リスクに基づき実施： Q9
• 適格性評価（DQ/IQ/OQ/PQ）の明確化
• バリデーション全体を総括したマスタープランの有用性

•継続的工程確認等の採用:  Q8
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バリデーション基準改正のポイント

•製品ライフサイクル： Q10
• 製品の品質照査とバリデーション活動の関連

• 回顧的バリデーションの削除

• 技術移転の有用性

•バリデーション活動
• 品質リスクに基づき実施： Q9
• 適格性評価（DQ/IQ/OQ/PQ）の明確化
• バリデーション全体を総括したマスタープランの有用性

•継続的工程確認等の採用:  Q8
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製品ライフサイクルを通した管理
（技術移転の有用性）

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取扱いに
ついて（薬食監麻発0830第1号）

第３章 医薬品・医薬部外品GMP省令 第４ バリデーション基準
２．バリデーション基準 （１）バリデーションの目的

『バリデーションは、製造所の構造設備並びに手順、工程その他の製造
管理及び品質管理の方法（以下この基準において「製造手順等」とい
う。）が期待される結果を与えることを検証し、これを文書とすることに
よって、目的とする品質に適合する製品を恒常的に製造できるようにする

ことを目的とする。この目的を達成するために、医薬品開発、日
常的な工程確認及び製品品質の照査を含む製品ライフサイ
クルを通じて集積した知識や情報を活用すること。また、医
薬品開発あるいは技術の確立が当該製造所以外で行われ
た場合には、必要な技術移転を実施すること。』
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製品ライフサイクルを通した管理
（製品品質の照査）

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取扱いに
ついて（薬食監麻発0830第1号）

第２

『ＧＭＰ省令第５条に規定する製造・品質管理業務は、製品品質の照査を
含むこと。製品品質の照査は、定期的又は随時、製品品質に関する結
果・状況等を照査・分析することにより、製品が適切に管理された状態で
製造されているか、又は改善の余地があるか確認するために実施するも
のであること』

第３章 医薬品・医薬部外品GMP省令 第４バリデーション基準
２．バリデーション基準 （5）バリデーションの実施 エ. 再バリデーション

『実施対象となる・・・（略）・・・妥当であること検証することをいう。実施の
必要性、実施時期及び実施項目は、製造頻度、製品品質の照査結果等
を考慮して決定する。（無菌性保証に関する事項は略）』

製品品質の照査と再バリデーションをリンク
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バリデーション基準改正のポイント

•製品ライフサイクル： Q10
• 製品の品質照査とバリデーション活動の関連

• 回顧的バリデーションの削除

• 技術移転の有用性

•バリデーション活動
• 品質リスクに基づき実施： Q9
• 適格性評価（DQ/IQ/OQ/PQ）の明確化
• バリデーション全体を総括したマスタープランの有用性

•継続的工程確認等の採用:  Q8
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製品ライフサイクルを通した管理
（品質リスクマネジメントの活用）

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取扱いに
ついて（薬食監麻発0830第1号）

第１

『品質リスクマネジメントは医薬品又は医薬部外品を適切に製造する品
質システムであるＧＭＰの製造・品質管理を構成する要素であるとともに、
品質に対する潜在リスクの特定、製造プロセスに対する科学的な評価
及び管理を確立するための主体的な取り組みである。製造業者等は品
質リスクマネジメントが製造プロセスの稼働性能及び製品品質の継続的
改善を促進する有効な評価手法となることを考慮すること。』

リスクマネジメントの実践（ICH Q9）
●リスクアセスメント
●リスクコントロール
●リスクレビュー
●リスクコミュニケーション
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品質リスクに基づいたバリデーションの実施

＜改定前＞
第3章第4 バリデーション基準

１．医薬品・医薬部外品ＧＭＰ省令に規定するバリデーションにつ
いては、以下の「バリデーション基準」及び「バリデーション基準の
運用について」に基づいて実施すること。

＜改定後＞
第3章第4 バリデーション基準

１．医薬品・医薬部外品ＧＭＰ省令に規定するバリデーションにつ
いては、品質リスクを考慮し、以下の「バリデーション基準」に基づ
いて実施すること。

追加・変更事項：“品質リスクを考慮し、実施すること”
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バリデーション基準改正のポイント

•製品ライフサイクル： Q10
• 製品の品質照査とバリデーション活動の関連

• 回顧的バリデーションの削除

• 技術移転の有用性

•バリデーション活動
• 品質リスクに基づき実施： Q9
• 適格性評価（DQ/IQ/OQ/PQ）の明確化
• バリデーション全体を総括したマスタープランの有用性

•継続的工程確認等の採用:  Q8
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バリデーションの実施

第３章 医薬品・医薬部外品GMP省令 第４ バリデーション基準
２．バリデーション基準（５）バリデーションの実施

イ．プロセスバリデーション

工業化研究の結果や類似製品に対する過去の製造実績等に基づき、
あらかじめ特定した製品品質に影響を及ぼす変動要因（原料及び資材
の物性、操作条件等）を考慮した上で設定した許容条件の下で稼動する
工程が、目的とする品質に適合する製品を恒常的に製造するために妥
当であることを確認し、文書化することをいう。プロセスバリデーションの
実施に当たっては、少なくとも以下の点を考慮すること。
①プロセスバリデーションの開始前に、バリデーションに用いる設備、シ
ステム又は装置の適格性評価が適切に完了していることを確認する。
②プロセスバリデーションの開始前に、バリデーションの評価に用いる試
験方法の妥当性を評価する。
③検証の方法は、原則、実生産規模での製造スケールとし、３ロットの繰
り返し又はそれと同等以上の手法とする。

④通常、製造所からの製品の出荷の可否を決定する前に完了する。

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取扱いに
ついて（薬食監麻発0830第1号）
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継続的工程確認の採用

[問]GMP13-50（継続的工程確認） バリデーション基準2 (5) イ③において、
検証の方法における「同等以上の手法」とは、どのような手法をいうのか。

[答]例えば、「製剤開発に関するガイドラインの改定について」（平成22年6月
28日薬食審査発0628第1号）の「より進んだQbD手法」に基づいて製剤開発し

た品目に対し、継続的工程確認の手法を取り入れて製造工程を検証した場
合をいう。ただし、商業生産品の出荷までに、実生産規模で要求される品質
の製品が継続的に生産できることを示す必要がある。

GMP事例集（２０１３年版）

[問]GMP13-51（継続的工程確認） 継続的工程確認は、どのような手順を経
て導入することが可能か。
[答] 「製剤開発に関するガイドラインの改定について」（平成２２年６月２８日

薬食審査発０６２８第１号）の「より進んだＱｂＤ手法」に基づいて製剤開発し、
継続的工程確認について管理戦略を構築した場合に導入することが可能で
ある。継続的工程確認を設定していない既存品に対して導入する場合も「製
剤開発に関するガイドライン」に基づいて製造工程及び管理戦略を開発する
こと。
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継続的工程確認の採用

GMP事例集（２０１３年版）

[問]GMP13-52（継続的工程確認） 継続的工程確認を導入した製品のプロセ
スバリデーションは、どのように運用するか。
[答] 「「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）の１．１Ｑ３に示されているとおり、プロセスバリデーション
の工程デザイン、工程の適格性確認、日常的工程確認の段階を製品のライ
フサイクルにわたって運用する必要がある。実施に当たっては、継続的工程
確認を適用する旨をプロセスバリデーションの実施計画書に記載すること。
また、継続的にモニタリングすることにより得られたデータは、製品ライフサイ
クルを通した製品品質の照査として工程の一貫性の検証に活用できる。
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継続的工程確認の採用

GMP事例集（２０１３年版）

[問]GMP13-53（継続的工程確認） 継続的工程確認を導入した製造工程に
おいては、実生産規模での３ロットのプロセスバリデーションは必要か。
[答]継続的工程確認を導入した製造工程に対しては、必ずしも実生産規模で
の３ロットのプロセスバリデーションを求めていない。

[問]GMP13-54（継続的工程確認） 一連の製造工程の中で、継続的工程確認を導入

した製造工程と導入していない製造工程から構成されている製品に対するプロセス
バリデーションは、どのように実施すればよいか。
[答]継続的工程確認は、製剤開発の管理戦略に基づき製造工程ごとに適用されるた

め、「製剤開発に関するガイドライン」に規定されているように「より進んだＱｂＤ手法」
と「最小限の手法」の両方が含まれたり、「より進んだＱｂＤ手法」であっても継続的工
程確認を適用しない工程が含まれたりするなど、一連の製造工程の中に継続的工程

確認のあるものとないものが混在する場合がある。このような製造工程のプロセ
スバリデーションは、継続的工程確認を適用しない工程に対しては、従来の
バリデーションの評価手法に準じて、実生産規模で３ロット実施すること。な
お、製造工程に適用するバリデーションの評価手法はバリデーション実施計
画書にあらかじめ定めておくこと。
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GMP

医薬品開発 商業生産 製品の終結技術移転

治験薬

経営陣の責任

製造プロセスの稼働性能およ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（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

医薬品品質
システム要素

知識管理

品質リスクマネジメント
達成のための

手法

製品ライフサイクルを通した管理
（PQS:ICH Q10）

ICH Q10 付属書2から引用・改変
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１.施行通知の改定について

２．QbD適用品目と通常申請品目の調査の違い

３. 調査及び相談業務からの事例

４. QbD申請にあたっての留意事項

本日の内容
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•工程管理・規格試験の結果

•製品品質のレビュー

•変更管理（影響評価）

•逸脱管理（ＣＡＰＡ）

• ＣＰＰの見直し

• ＤＯＥ、デザインスペース見直し

•再バリデーション

• Ｌｉｆｅｃｙｃｌｅ

•知識の蓄積

開発部門 製造部門

ＱＴＰＰ

•製品プロファイル

の設定

ＣＱＡ
•品質特性の抽出

•リスク評価

•ＤｏＥ：多変数による
数学的解析

管理戦略

•工程理解、知識の

蓄積

の情報

• デザインスペース

•多変量、数学的解析

•影響因子の評価結果

試験法

•移管に際しての

マスタープラン

•結果考察

• ＱｂＤ、数学的解析結
果の検証

技術移転
（デザイン
スペース）

ＣＰＰ

ＱｂＤ

スケール
アップ

製造法

バリデー
ション

技術
検討

工程の
検証

工程
監視

工程の
監視

開発段階 移行段階 実生産段階

ＧＭＰ調査とQbD

生産部門と開発部門が知識を共有し、工程理解に寄与できる体制
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調査申請から調査開始まで

調査申請

実地/書面

照会事項

製販業者等
オーディット

調査実施

・当該製造所における調査対象品目に関する概要：様式1
・医薬品製造所概要：様式2又は3

・実地調査：日程調整 → 事前資料
・書面調査：調査資料

・リスク評価
・調査手法の決定（実地or書面）

・製造販売申請書と製法との齟齬の有無
・ＧＭＰ遵守状況の確認

・実地調査：指摘事項、製造所のランク付け
・書面調査：照会文書による確認
・齟齬の有無
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GMP調査申請後のリスク評価

リスク評価の対象項目
製品（品目）の種類
製造工程
剤形
海外規制当局の調査履歴
過去のGMP不適合
過去の回収実績
 PMDAの調査実績の有無
製造所情報（前回実績）
その他

書面調査実地調査

事前情報

調査申請時の添付資料等
①品目の情報
（別紙１）

②製造所の情報・査察履歴
（別紙２（国内）、３（海外））

過去の実地調査の状況
（製造所プロファイル）
①製造所のランク
②各サブシステムの確認

リスク評価

選
定
シ
ー
ト
の
作
成

データの蓄積 調査実施
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リスク評価

選
定
シ
ー
ト
の
作
成

調査計画

実地調査 調査基礎票の作成
６つにサブシステムに分解

指摘判定会議開催
サブシステムと製造所のランク
決定

製造所プロファイル作成
データベース管理

調査申請時の添付資料
過去の実地調査の状況（製造所プロファイル）
審査部門からの情報
海外規制当局からの情報 等

調
査
員
の
作
業
順 指導事項の送付

重要事項確認票作成
サブシステム評価、製造所のランキング等

事前提出資料、手順書の確認
審査部との打ち合わせ 等

実地と決定

・審査部へ申請書と実際の齟齬の連絡
・審査部から確認依頼のあった事項の報告

実地調査の流れ
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書面調査で確認する資料

新規承認 承認事項一部変更※ 定期調査

・構造設備（ヒト、モノの動
線、環境管理区分、空調の
系統別等）
・コンピュータ化システム
・GMP組織図
・文書体系図

・マスターバッチレコード、
試験手順書

・プロセスバリデーション報
告書（培地充てん試験及び
洗浄バリデーション含む）
・出荷管理手順

・逸脱及び変更管理の手順
書及び実績

・生物由来原料基準への対
応状況

・構造設備（ヒト、モノの動
線、環境管理区分、空調の
系統別等）
・コンピュータ化システム

・マスターバッチレコード、
試験手順書

・プロセスバリデーション報
告書（培地充てん試験及び
洗浄バリデーション含む）

・逸脱及び変更管理の手順
書及び実績

・生物由来原料基準への対
応状況

・構造設備（ヒト、モノの動
線、環境管理区分、空調の
系統別等）
・GMP組織図
・文書体系図
・製造フロー図

・変更時及び定期の再バリ
デーションの実施状況

・製品品質の照査に関する
資料

・生物由来原料基準への対
応状況

25
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調査のポイント

製造 逸脱/OOS 

CAPA

変更

苦情・
品質情報

変更時のバリデーション
予測的バリデーション

日常的な工程管理 （リスクに応じたモニタリング方法）
製品品質の照査 （モニタリング結果の定期的な照査）

製造所内の
サイクル

製造所内外
のサイクル
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QbD適用品目の調査のポイント（１）

●製造工程（デザインスペースを採用）
●技術移転が適切に行われていることを確認

 CQAs、CPP等の設定根拠

 デザインスペースに関する数学的解析結果及び
DoEの検証結果

 管理戦略の妥当性評価結果
●管理戦略と実際の製造管理の同等性を確認

 プロセスパラメータの基準値の妥当性を確認（PV
計画書/報告書）
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QbD適用品目の調査のポイント（２）

●規格及び試験法（RTRTを採用）
●最終出荷試験と代替法との相関を確認した報告書
●RTRTで逸脱をした場合の対応

 最終出荷試験をもって替えることをしない

 工程で異常時に、製造所が対応できる体制である
か

●測定機器等が故障した場合の手順
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QbD適用品目の調査のポイント（３）

●ライフサイクルを通じた継続的改善のためのモニタリング
プランの確認
●定期的品質照査
●変更管理、逸脱管理
●知識管理の手順
●管理全般にリスク評価手法をどのように適用しているか

29



QbD適用品目の調査のポイント（４）

開発部門

商業生産
・定期的品質照査
・変更管理、逸脱管理
・設定されたRTRTと最終出荷試験の同等性
・RTRTで逸脱した場合の対応手順

CTDの情報
・CQA、CPP等の設定根拠
・デザインスペ－スに関する数
学的解析結果
・DoEの検証結果
・管理戦略の妥当性評価結果

------------
------------
------------
------------

承認申請書

知識管理
・リスク評価の手法
・技術移転

管理戦略の一貫性
・プロセスパラメータの基準値の妥当性

（PV計画書/報告書）

承認申請書と
の整合性

・製品品質の照査結果
・苦情、逸脱、OOS 等
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１.施行通知の改定について

２．QbD適用品目と通常申請品目の調査の違い

３. 調査及び相談業務からの事例

４. QbD申請にあたっての留意事項

本日の内容
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調査事例

●品目：経口固形製剤
●対象工程：製剤化工程
●代替試験：性状、確認試験
●RTRT：製剤均一性、溶出性、含量
●ＣＱＡとして設定
●デザインスペースを構築

 溶出性に影響する因子を特定し、DoEによる溶出性の予測モデル
（溶出率計算式）の設定

 溶出性を数学的モデルで保証

● 管理戦略：
プロセスバリデーションにより検証
ライフサイクルを通じたモデルの適格性を検証

＜調査事例＞
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相談業務からの事例

●品目：経口固形製剤

●対象工程：製剤化工程

●代替試験：製造パラメータ及びNIRにより管理

●RTRT：各工程の中間製品の管理規格

●ＣＱＡとして設定

●Continued Process Verificationを実施

● 管理戦略：

・DoEを含む手法によるリスク理解

・定期的なリスクアセスメントの見直し

・開発段階と商業製造の間で重要なパラメータの変更はなし

・開発段階では実生産規模の検証

＜相談事例＞
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相談業務からの事例

基礎研究

Non-Clinical Research

臨床研究

Clinical Research

上市後

After the Launch

Stage2 Stage3

治験薬製造
（パイロット&/or 実生産スケール）

Investigational Product Production in 
Pilot &/or Commercial Scale 

(a)PV
Lot(s)

商用生産ロット
Commercial Lots

技術移転
Tech. Transfer

PhaseIII～

FDA’s PV GL

研究・開発部門での知識管理

製造所での知識管理

Knowledge Control in Research 
&/or Development Div.

Knowledge Control in Mfg. Plant

Stage1

Guidance for Industry 

Process Validation: General Principles and Practices

FDA, 2011 に示された考え方を図表とした。

Consistency of Product Quality
製品品質の一貫性
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１.施行通知の改定について

２．QbD適用品目と通常申請品目の調査の違い

３. 調査及び相談業務からの事例

４. QbD申請にあたっての留意事項

本日の内容
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製造工程の特性
・デザインスペース採用 ・パラメトリックリリース実施
・RTRT実施 ・ドジメトリックリリース実施
・Continuous process Verification

・Continued process Verification

・上記に該当なし

QbD申請にあたっての留意事項（１）
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QbD申請にあたっての留意事項（２）
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取扱いに
ついて（薬食監麻発0830第1号）

③検証の方法は、原則、実生産規模での製造スケールとし、３ロットの繰り返
し又はそれと同等以上の手法とする。

第３章 医薬品・医薬部外品GMP省令 第４ バリデーション基準
２．バリデーション基準（５）バリデーションの実施

イ．プロセスバリデーション

GMP事例集（２０１３年版）

[問]GMP13-53（継続的工程確認） 継続的工程確認を導入した製造工程に
おいては、実生産規模での３ロットのプロセスバリデーションは必要か。
[答]継続的工程確認を導入した製造工程に対しては、必ずしも実生産規模で
の３ロットのプロセスバリデーションを求めていない。

バリデーションの手法が実生産規模3ロットと同等かについて
は簡易相談を利用し、早い段階でご確認下さい。
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QbD申請にあたっての留意事項

・QbDを適用していない品目の審査の流れ

品質審査

GMP適合性調査

・QbD適用品目の審査の流れ（簡易相談を利用した場合）

品質審査

GMP適合性調査簡易相談

情報交換 情報交換

情報提供

情報交換

管理戦略を確認
39



GMP調査に関する簡易相談

簡便な手続相談を有料にて実施（機構ＨＰで掲示）

・総合機構が調査権者となるものに限定

・１相談当たり３０分以内、手数料は24,700円、３名以内。

・毎週火曜日（１３：３０から１５：００）にファクシミリで審査

業務部業務第一課に予約

・希望する場合には、簡易相談結果要旨の確認

（相談できる内容）：個別に確認し、可否を決定。

・申請形態や申請方法の確認

・具体的な構造設備(大臣許可施設）の変更予定内容

・バリデーションの考え方

・調査申請及び調査実施の時期の確認

・調査申請の必要性の確認

・調査権者の確認

・治験薬GMP証明書の発給に関連する手続き 等

http://www.pmda.go.jp/operations/shonin/info/consult/taimen.html#4

GMP調査に関する簡易相談
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•定期的な内部意見交換

•新たな手法による製造/品質管理の採用有無

• QbD手法

• Continued/Continuous Process 
Verification

• RTRT

•審査上問題となるプロセスの把握

•審査担当者の調査への同行

•製造所と審査部門とのコミュニケーション

•製造所にて審査上の懸念を確認

審査部門との連携

41



http://www.pmda.go.jp/

ここをクリック

PMDAホームページ

総合機構ＨＰのＧＭＰ関連ページ
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http://www.pmda.go.jp/operations/shonin/info/iyaku/gmp.html


ご清聴ありがとうございました。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 品質管理部

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2  新霞が関ビル

TEL： 03-3506-9446 FAX： 03-3506-9465

ＰＭＤＡホームページ： http://www.pmda.go.jp/

引き続き、ご支援、ご協力
をお願いします。
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