
PMDAによるGMP適合性調査から見た
問題点と最近の活動状況について

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

品質管理部 医薬品品質管理課

平成28年度 マスターファイル講習会
日時： 平成28年12月7日 13:00から

会場： ニッショーホール
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① ＰＭＤＡについて

② 実地調査の実績

③ リスクに基づく調査の実施

④ ＧＭＰ適合性調査申請時の留意点

２．GMP適合性調査における指導事例
① 重度の指摘を発出した事例とその背景
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３．最近のトピックス
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本日の内容
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１．PMDAのGMP適合性調査体制

①ＰＭＤＡについて （全体組織図）

*RS： Regulatory Science

新霞が関ビル

理事長
理事

健康被害救済

審査 安全

新薬審査部１～５

再生医療製品等審査部

医療機器審査部１～３

一般薬等審査部

信頼性保証部

品質管理部

安全部１～２

審査業務部

ワクチン等審査部

審査ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

総務、企画調整

国際、国際協力、ＲＳ
推進、財務管理、情
報化統括推進

規格基準部 関西支部

次世代審査等推進室

ジェネリック医薬品等審査部

体外診断薬審査室

医療情報活用推進室

※平成28年5月現在
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品質管理部の庶務及び管理業務

医薬品、再生医療等製品の製造所等に対するＧＭＰ／ＧＣＴＰ調査等

品質管理部長

医療機器品質管理課長

医薬品品質管理課長

医療機器等の製造所等に対するＱＭＳ調査等

企画管理課長

GMP (Good Manufacturing Practice)・・・医薬品等の製造管理及び品質管理に
関する基準
GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)
再生医療等製品の製造所における製造管理及び品質管理の基準

QMS (Quality Management System)・・・医療機器等の製造管理及び品質管理
に関する基準

調査役
医薬品１名

調査Gとは独立した組織

登録認証機関監督課長

調査品質保証担
当

関西支部長 関西支部調査課長（品質管理部併任）

安全管理監

5

2016年1月
から課制

登録認証機関に対する基準適合性調査等

１．PMDA品質管理部の調査体制



１．PMDAのGMP適合性調査体制

①ＰＭＤＡについて （関西支部調査課について）

ＰＭＤＡ（東京）

ＰＭＤＡ
関西支部（大阪）

報告

指揮
命令
管理
監督

ＰＭＤＡ（東京）ＰＭＤＡ関西支部

（設備）

○テレビ会議室２、会議室２
○東京とＷＥＢ会議システムで連結

（組織図） ＰＭＤＡ 関西支部長

調査課長
（ＧＭＰ等調査）

相談課長
（薬事戦略相談）

★ＰＭＤＡ関西支部調査課 担当業務★

 ＧＭＰ、ＱＭＳ実地調査

 構造設備規則適合性調査

 立入検査

 簡易相談

 薬事戦略相談

品質管理部

報
告

指
揮
命
令
・管
理
監
督

調査課相談課

★調査課 課長１名、職員１名、嘱託３名 6

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://lmaga.jp/blog/news/%E3%83%8A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%83%8F.jpg&imgrefurl=http://lmaga.jp/blog/news/2012/11/knowledgecapital.html&usg=__6EnEI7aHkA8v_BWLrGNnWeQCmSA=&h=416&w=600&sz=72&hl=ja&start=37&zoom=1&tbnid=YFUD3Y6o33ozWM:&tbnh=94&tbnw=135&ei=VPYvUsWrA8ejkgXV4YD4BQ&prev=/search?q=%EF%BE%85%EF%BE%9A%EF%BD%AF%EF%BD%BC%EF%BE%9E%EF%BD%B7%EF%BD%AC%EF%BE%8B%EF%BE%9F%EF%BE%80%EF%BE%99&start=20&um=1&sa=N&domains=www.pmda.go.jp&hl=ja&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CEwQrQMwEDgU
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://lmaga.jp/blog/news/%E3%83%8A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%83%8F.jpg&imgrefurl=http://lmaga.jp/blog/news/2012/11/knowledgecapital.html&usg=__6EnEI7aHkA8v_BWLrGNnWeQCmSA=&h=416&w=600&sz=72&hl=ja&start=37&zoom=1&tbnid=YFUD3Y6o33ozWM:&tbnh=94&tbnw=135&ei=VPYvUsWrA8ejkgXV4YD4BQ&prev=/search?q=%EF%BE%85%EF%BE%9A%EF%BD%AF%EF%BD%BC%EF%BE%9E%EF%BD%B7%EF%BD%AC%EF%BE%8B%EF%BE%9F%EF%BE%80%EF%BE%99&start=20&um=1&sa=N&domains=www.pmda.go.jp&hl=ja&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CEwQrQMwEDgU


１．PMDAのGMP適合性調査体制

①ＰＭＤＡについて （品質管理部の方針）
・リスクベース
・サイエンスベース

・海外当局との情報交換
・国際標準のガイドライン作成等、

ICH、PIC/S活動に参加

・都道府県、公的試験検査機関
との連携

・トレーニング、内部点検

・国際標準のガイドラインの
国内周知

製造所の監督・監視

ガイドライ
ン等を業
界へ明示

品質マネジ
メントシス
テムの構
築・維持

国際貢献

（ICH,PIC/S

,IMDRF)

GMP調査等

• 新医薬品
• 大臣許可施設
• 海外製造所等

国民の

安心・安全
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１．PMDAのGMP適合性調査体制

②実地調査実績（１）

全体の約40％が原薬で、そのうち約90％がアジア地域

(2014年4月～2016年3月)

アジア 欧州 北米

中南米 その他

アジア:92%
地域 欧州 北米 中南米 アジア その他 合計

原薬製造所

調査件数
9 3 0 130 0 142

分野 一般 無菌 生物 放射 包装 試験 合計

件数 148 85 95 13 11 11 363

割合(%) 41 26 23 4 3 3 100

区分による分類では、全体の約40％が一般区分
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１．PMDAのGMP適合性調査体制

②実地調査実績 （２）

※海外のみ 2014年4月～2016年3月（197申請，20カ国)

中華人民共和国 69

大韓民国 33インド 30

台湾 18インドネシア 9

ベトナム 3

タイ 1

マレーシア 1

イタリア 5

ハンガリー 4

ラトビア 4

フランス 3

ベルギー 3

スペイン 2

トルコ 2

オーストリア 1

キプロス 1

スロバキア 1

ドイツ 1

アメリカ合衆国 6

欧州
北米

アジア
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アメリカ合衆国 53

プエルトリコ 11

デンマーク 18

フランス 17
スペイン 6

アイルランド 5

オランダ 4

英国 4

イタリア 2

オーストリア 1

フィンランド 1
ベルギー 1

中華人民共和国 8

インドネシア 3

シンガポール 2

インド 1

大韓民国 1

欧州
北米

アジア

その他

１．PMDAのGMP適合性調査体制

②実地調査実績 （３）

※海外のみ 2006年4月～2008年3月 （139申請，18カ国)
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１．PMDAのGMP適合性調査体制

③リスクに基づく調査の実施 （調査開始までの流れ）

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（外国製造所用）：様式3

・実地調査：日程調整 → 事前資料要求
・書面調査：調査資料要求

・リスク評価
・調査手法 （実地/書面） の決定

・製造販売承認申請書と調査資料との齟齬の有無
・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

11

PMDAによる実地調査

があるからではなく、
日頃から製造所の実
態を把握し、適切に管
理するシステムを構築
することが必要です。



１．PMDAのGMP適合性調査体制

③リスクに基づく調査の実施 （調査手法決定の流れ）

※添付資料は平成27年6月18日付け事務連絡を参照

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※
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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１．PMDAのGMP適合性調査体制

③リスクに基づく調査の実施 （調査情報のサイクル）

リスク評価

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
製造所のランクを決定

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

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

PIC/S加盟により個別の
製造所情報を入手可能に

指摘事項の送付

選
定
シ
ー
ト
の
作
成
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14

実地調査に先立って提出していただきたい資料

（１）新規／一変の製造販売承認申請に伴う
実地調査の場合：

・製造記録
・試験記録
・PV計画書及び報告書

（２）実地調査（更新）の場合：
・変更時のPV計画書及び報告書
・定期的なPV計画書及び報告書

１．PMDAのGMP適合性調査体制

実地調査の日程調整依頼と同
時に、左記の資料の提出をお願
いしているところです。

（なるべく早めに入手したい資料
です。）

上記の資料以外にも、製造棟の平面図等は、これまでと同様に提出し
てもらいます。事務連絡の中に事前提出資料名を明記して、調査申請
者のご担当者にお願いしているところです。



１．PMDAのGMP適合性調査体制

③リスクに基づく調査の実施 （製造所ランクについて）

主な地域
実地調査件数
2007.12-2015.7

製造所格付
合計

C, Dの
率％C D

アジア（日本を除く） 291 73(14) 7(4) 80 27%
EU 128 7(2) 0 7 5%

北米 75 6(1) 1(1) 7 9%

中南米 33 2(1) 0 2 6%

日本 486 97(27) 5(5*) 102 21%

ＰＭＤＡにおける実地調査結果から、製造所評価をＳ, Ａ, Ｂ, Ｃ, Ｄに格付け
（不備事項の程度・数やサブシステム毎の評価をもとに総合的評価で格付け）

Ｄ：不適合製造業者 Ｃ:適合だが継続的な指導が必要な製造業者

※( )内は更新調査での件数（＊立ち入り調査を含む）

●アジア地域のＣ, Ｄ率は依然として高
い。
●更新調査におけるＤは問題。

監視体制の強化

※格付けＳ,Ａ,Ｂ,Ｃは、いずれも「適合」

適合性調査のほか、リスクに応じ、立入検査等（無通告の場合あり）も実施。 15



１．PMDAのGMP適合性調査体制

④ＧＭＰ適合性調査申請時の留意点

（http://www.pmda.go.jp/review-services/gmp-qms-gctp/gmp/0001.html）

1.事務連絡に基づき調査申請を行って下さい。
平成27年6月18日付け事務連絡「医薬品適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について」：調査資料の概要等

2. 調査資料には、チェックリスト１、２を添付して下さい。

事務連絡

チェックリスト

16
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１．PMDAのGMP適合性調査体制

申請にあたり、チェックリストをあわせて提出して下さい。
原則として、調査申請時に提出すべき資料が添付されて
いない場合は、申請を受理できません。また、申請と別に
資料を提出される場合は、必ず提出期限を守って下さい。

平成27年6月18日付け事務連絡

医薬品等適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について
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１．PMDAのGMP適合性調査体制

平成27年6月18日付け事務連絡

医薬品等適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について

プロセスバリデーションの実施状況の欄を追加 （承認申請時適合性調査）
・実製造機器/実製造スケール/連続３バッチＰＶ実施or実施予定
・上記以外の条件でＰＶ実施or実施予定

※ チェックボックスへの記載や、実施月の記載が漏れているケースが見られる
のでご注意下さい

当該製造所における調査対象品目の概要（様式１）の改訂
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① 重度の指摘を発出した事例とその背景

② その他
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① ＰＩＣ/Ｓ加盟後の活動状況について

② 無通告調査について

４．その他

本日の内容
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２．GMP適合性調査等における指導事例

※

これより本スライドで示す事例は、各々の製造所

における製造管理や品質管理の状況を総合的に

評価し、改善が必要であると判断した事項です。

必ずしも全ての製造所に対して同様の指導になる

ものではないことにご留意下さい。
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重度の不備事例 １

21

会場で説明



委託先（原薬の製造所）管理の留意点①

様々なリスクが存在することを前提に、委託
先管理を行うことが重要です。

製造所の
リスク

製品の
リスク

プロセスの
リスク

 品質管理監督システムは充実している
か。

 放置されている逸脱事例は無いか。
 データの信頼性は確保されているか。

 技術移管の過程で必要な検
討がされているか。

 PVは成立しているか。
 PV中に発生した逸脱事例
が適切に改善されているか
。

 ペニシリン、βラクタム等と製造設
備を共用していないか。

 封じ込め対策は十分なものか。
 交叉汚染防止対策は十分なもの
か。

注目
22



委託先（原薬の製造所）管理の留意点②

封じ込め対策が十分であるかどうかは、多角
的に評価する必要があります。

製造棟

1階エリア

作業室

製造機器
（アイソレーター等）

【①ハード】
 どのレベルで
封じ込めを実
現する製造設
備、構造設備
であるか。

 封じ込めるた
めの機能を有
しているか。

 排気ラインか
ら漏れ出るリ
スクはないか。 【②ソフト】

 製造記録、一次容器、作業員に付着した物質
が製造棟内外に拡散するリスクはないか。

 除去手順、更衣手順は適切か。

【③モニタリング】
 製造棟内外に拡散し
ていないことを定期
的にモニタリングして
いるか。

 モニタリングの手法、
検出方法等は適切か
。

 結果として、封じ込め
られているか。

排気口
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③【製品品質への影響】

 洗浄バリデーションは
ワーストケースを想定
して実施されているか
。

 分析方法は適切であ
るか。

委託先（原薬の製造所）管理の留意点③

交叉汚染対策が十分であるかどうかを評価するた
めに、①事実を正確に把握し、②交叉汚染のリス
クを適切に抽出し、③製品品質への影響を評価す
ることが必要です。

①【事実】 何を、どこで製造／保管しているか？

・どのような物質と、どの設備を共有しているか。

・粉体が作業室に拡散する可能性があるか。

・ヒト、モノの導線が交叉する可能性があるか。

②【リスク】 交叉汚染が起こる要因は何か？

・製造設備からの交叉汚染

・原材料からの交叉汚染

・作業員からの交叉汚染

③【製品品質への影響】

 サンプリングの方法は適切
であるか。

 原材料の保管状況は適切
であるか。

③【製品品質への影
響】

 更衣手順は適切
であるか。 24



重度の不備事例 ２

25

会場で説明



重度の不備事例 ３

26

会場で説明



27

その他の不備事例（データの完全性）

製造所で記録を作成する際に、データの信頼性が確保されているかご確認ください。
→→→ 誰が、いつ、何を記録したか？
→→→ 修正した記録は適切に残っているか？
→→→ 改ざんの余地がないか？
→→→ 生データが適切に保存されているか？

会場で説明



１．PMDAのGMP適合性調査体制
① ＰＭＤＡについて

② 実地調査実績

③ リスクに基づく調査の実施

④ ＧＭＰ適合性調査申請時の留意点

２．GMP適合性調査における指導事例
① 重度の指摘を発出した事例とその背景

② その他

３．最近のトピックス
① ＰＩＣ/Ｓ加盟後の活動状況について

② 無通告調査について

４．その他

本日の内容
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３．最近のトピックス

日本での会議開催

２０１４年１２月
ＱＲＭ（Quality Risk Management) Ｅｘｐｅｒｔ Ｃｉｒｃｌｅの開催。

●２０１６年１２月
製薬協の協力を得て、アジア医薬品・医療機器トレーニングセンター
GMPトレーニングを富山県で開催（2016年12月）。

PIC/SガイドラインWGへの参画

ＡＮＮＥＸ１ （２０１５年３月～）

Ｄａｔａ Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ
指摘事項の分類

ＡＴＭＰ Ａｉｄｅｍｅｍｏｉｒｅ（査察の手引き）

アジア地域での役割

ＰＭＤＡアジア医薬品・医療機器トレーニングセンターで、査察官を
対象とするトレーニングの実施。

査察情報の交換

海外製造所への調査計画の提出。
査察報告書の入手と提供。

①ＰＩＣ/Ｓ加盟後の活動状況について

29



３．最近のトピックス

アジア地域での役割（トレーニング）

ＰＭＤＡアジア医薬品・医療機器トレーニングセンター

日本製薬工業協会の御協力の元 模擬査察によるＧＭＰ査察トレーニング

特にアジア地域のＧＭＰ査察官の
スキルアップ・平準化リスクベースの査察計画

データの完全性

製品品質リスクの理解

アジア地域の医薬品製造所の
ＧＭＰレベルの向上

現在、実施中です。
30



３．最近のトピックス

GMP/QMS/GTP及び医薬品添加剤のガイドラインの国際
整合化に関する研究（研究代表者；櫻井信豪）

研究の目的：
医薬品（GMP)、医療機器（QMS) 及び再生医療等製品（GCTP)の３つの分野の製造及び品質管理に関する
ガイドライン等や医薬品の流通規制（GDP)について、国際的な状況を調査し、国内のガイドライン等に取り込み、
明示することで、各製造者の理解、浸透を促し、それぞれの高品質の製品を流通させることを目的とする。

方法と期待される効果

PIC/S GMP

ガイドライン

WHO, EU

ガイドライン

MDSAP の
文書等

その他有用な
ガイドライン

高品質の医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬品添加剤の流通を促進

行政内
検討

国による
通知化

継続的

見直し

研究班
で検討

業界

GMP,医薬品添加剤：
・PIC/Sガイドライン等との整合
・GMP省令改正の検討 等

QMS：
・制度改訂に伴う省令解釈 等

GTP：
・新制度の運用開始のための検討 等

GDP：
・PIC/Sガイドライン等との整合 等

31



３．最近のトピックス

GMP省令の改正に向けての検討班

施行通知レベルから省令レベルへ

●品質保証の充実の観点
●グローバルな観点
●最近の不正問題も意識

患者保護を第一
国際的にも通用する製造管理、品質管理
（企業の製品輸出への対応）

32



３．最近のトピックス

GMP省令改正に向けての議論の方向性

●GMP施行通知改訂時の６項目
１）品質リスクマネジメント
２）製品品質照査
３）安定性モニタリング
４）原料の参考品保管
５）供給者管理
６）バリデーション基準関連

●製品品質システム（PQS)
●経営者の関与（マネジメントレビュー等）
●サイトマスターファイル
●その他

33



３．最近のトピックス

34

経営陣
品質方針

製造所

変更マネジメント
・変更管理
・薬事的な変更

継続的改善

モニタリングシステム
・工程管理
・製品品質照査

適時情報伝達／
上申プロセス
マネジメントレビュー

継続的な改善
適切な資源

製造開発

知識管理

製造販売業
者

薬事部門

医薬品品質システム
の中での経営陣の責
任を明確にし、継続的
改善を促進する。

医薬品品質システムを
導入し、実効的な品質
マネジメントシステムを
運用する。

GMP省令改正に向けての議論の方向性



• 企業全体のコンプライアンス意識
→ コンプライアンス意識のある企業文化が

作られているか？
• 経営者が自社をしっかり把握
• 従業員への啓蒙活動
• 全社員が“生命関連品”を製造しているという責任感
• 企業の強固な品質マネジメントシステムで対処

品質方針→品質目標→マネジメントレビュー

行政の査察はサンプリングでしかない。企業が責任をもっ
て自社製品の品質を作りこむことが基本。

薬事規制の手前にあるもの

３．最近のトピックス
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３．最近のトピックス

１．承認書と製造実態の定期的な整合の確認
品質部門 ⇒ 製造部門、QA部門 ⇒ 試験検査部門 など、
第3者による定期的な確認を徹底すること

製造販売業者が製造業者を監督し、徹底すること
２．変更管理の適切な実施体制の確保
製造販売業者は、製造業者から製造方法等の変更に関する情報を
入手し、薬機法上の手続を適切に行う組織体制を構築すること

製造部門、薬事部門、製造販売業者と変更情報について連携する
こと

３．再発防止の徹底
承認書と製造実態の相違や薬機法上の手続き不備があった場合、
当局に速やかに報告

原因究明、再発防止対策

平成28年６月１日薬生審査発０６０１第３号 ／薬生監麻発０６０１第２号

厚生労働省医薬・生活衛生局 審査管理課長／監視指導・麻薬対策課長

「 医薬品の製造販売承認書に則した製造等の徹底について」

承認書遵守の製造の徹底について

36



１．PMDAのGMP適合性調査体制
① ＰＭＤＡについて

② 実地調査実績

③ リスクに基づく調査の実施

④ ＧＭＰ適合性調査申請時の留意点

２．GMP適合性調査における指導事例
① 重度の指摘を発出した事例とその背景

② その他

３．最近のトピックス
① ＰＩＣ/Ｓ加盟後の活動状況について

② 無通告調査について

４．その他

本日の内容
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４．その他

・ＧＭＰ適合性調査申請にあたって

以下の理由で、書面調査の進行が停滞する事例が発生しています。

（調査停滞事例）

照会に対する回答の提出が遅い。

例１．海外製造所からの日本の調査申請者に資料が迅速に届かない。

例２．海外製造所からPMDAに資料を直送する場合も資料が迅速に届かない
。

承認書（ＭＦ）記載事項との相違が見つかる。

照会事項として要求された資料が添付されていない。

照会事項として要求された様式として提出されない。（ハイライト等）

• 照会事項の内容を、正確に製造所に伝えてください。

• 照会に対する回答書は、期限内にご提出下さい。

• 承認書（ＭＦ）記載事項と製造記録書等の内容に相違がないことを確認した
上で必要な資料を提出して下さい。 38



４．その他

以下の理由で、実地調査の実施が遅れる事例が発生しています。

（調査停滞事例／新規・一変のケース）

製造販売承認審査（CMC）が長引いた。

技術移管が完了していない。

プロセスバリデーションが完了していない。

製造所の改修に伴う変更管理が完了していない。

調査申請時に、様式１，２ or ３が提出されない（提出が遅れる）。

製造所から直送される事になっている事前提出資料がなかなか届かない。

製造所側が実地調査の受け入れを拒否した。

• 実地調査では、プロセスバリデーション報告書の内容を確認します。プロセ
スバリデーションが未実施の場合、失敗した場合は調査ができないことが
あります。

• 審査が完了しておらず、製造方法、規格及び試験方法が確定していない
場合、調査が実施できません。 39

・ＧＭＰ適合性調査申請にあたって



４．その他

・ＧＭＰ適合性調査申請にあたって

治験薬ＧＭＰ証明書の発給業務については、平成２１年３月
３０日付け薬機発第０３３００２３号通知「治験薬ＧＭＰ証明
書の発給の手続きについて」に基づき対応しています。

原則として実地調査を行いますので、今後は次の２点につい
てご留意下さい。

調査申請前に、あらかじめ品質管理部へ、申請
から証明書発給までのスケジュールを相談するこ
と。

証明書発給を希望する６ヶ月前までに、治験薬Ｇ
ＭＰ適合性調査申請を行ってください。

40
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４．その他

・ＧＭＰ適合性調査申請にあたって

 製造所の製造管理・品質管理の実態を把握してください。また、変
更事項をタイムリーに把握できるよう製造所とのコミュニケーションを
図ってください。

 ＭＦ管理人が製造販売業者に代わり製造所とコミュニケーションをと
る場合は、製造販売業者はＭＦ管理人がその役割を適切に果たして
いることを確認してください。

 照会事項への回答の進捗管理をしっかり行い、ＭＦ管理人が回答を
担当する場合であっても、製造販売業者は回答の提出状況を把握し
てください。ＭＦ管理人に対し適切な処置をとるように促すなど申請
者として主体的な進捗管理を行ってください。

41



４．その他

★調査員の募集について★

 技術専門職職員 （ＧＭＰ/ＱＭＳ担当）

 嘱託職員 （ＧＭＰ/ＧＣＴＰ/ＱＭＳ担当）

 在宅嘱託職員 （ＧＭＰ/ＱＭＳ調査担当） NEW
 原則在宅勤務であり、自宅から直接調査目的の施設に赴き実地調査を行うほ
か、調査計画の立案、調査報告書の作成等の業務に従事していただきます。

海外での実地調査や国際業務（PIC/S, ICH）等、国際的な
活動を通して国民の健康と安全を守るという、使命感と
意義に共感いただける方をお待ちしております!!

採用情報の詳細は以下のＵＲＬへ
（http://www.pmda.go.jp/recruit/0001.html）

42
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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
ホームページ：http://www.pmda.go.jp/

ご清聴ありがとうございました
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