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本日の内容

１．総合機構のGMP適合性調査体制
２．GMP適合性調査申請時の注意事項
３．GMP適合性調査における問題点や

指導事項の例
４．今後の定期適合性調査の取り組み方
５．GMPの国際整合性確保に関する

最近の取組み
６．その他
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PMDAとは？

・ 独立行政法人
医薬品医療機器総合機構
（Pharmaceuticals and 
Medical Devices Agency）

・設立 :  April 2004

・5年ごとの中期計画に基づい
た業務遂行

(現在第2期：2009-13)

・事業仕分けでは｢事業拡充｣



総合機構のGMP/QMS調査体制

・ＧＭＰ/QMS調査担当者の継続的増員

平成１６年４月 ・・・ ６名

平成１７年４月 ・・・１８名

平成１８年４月 ・・・２６名

平成１９年４月 ・・・３０名

平成２０年４月 ・・・３７名

平成２２年１０月 ・・４３名

平成２３年４月現在 ・・・４５名

（GMP:２８名、QMS:１７名）



GMP調査員２８名の内訳

・GMPエキスパート： ６名

・職員：２２名

うち企業出身者（GMP経験者）：７名

入構時GMP未経験者：１５名

総合機構のGMP調査体制
（平成２３年４月現在）

審査部との併任者：６７名（医療機器も含む）

いかにGMP未経験者を育成するかが大きな課題



PMDAが調査対象とする製造所の数

• 海外製造所

・認定取得済み： 1796
アジア・中東： 695 
ヨーロッパ： 757 
北米、中南米、アフリカ、オセアニア： 344

・認定が不要とされる製造所

（原薬中間体、転用原薬等）：283

• 国内製造所

・PMDAが調査権者（大臣許可施設）：112
生物学的製剤等： 95
放射性医薬品： 17

・新薬関連（知事許可の無菌、一般等）：約 350

平成２３年３月現在
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当部のＧＭＰ調査の方針について

• 実地調査が基本（書面調査の限界）
• 限られた人員で最大限の効果を
• リスクに応じた実地調査先の選定が必要

（究極目標）
流通する医薬品の品質確保

基本的な考え方
・平成17年3月30日付薬食監麻発第0330001号第1章第3 ５
・平成17年11月30日付薬食監麻発第1130002号第4 ４．



リスクに応じた実地調査先の選定

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（取決め、前回実績）
その他

書面調査

実地調査

データの蓄積

調査基礎票の作成
６つの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

指導事項の発出

調査申請時に入手
選
定
シ
ー
ト
の
作
成

調査申請時の添付資料等
①品目の特徴・製販業者の監視状況（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
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定期調査で見つかった承認内容との齟齬

平成21年9月～
平成22年3月までの申請750件中
PMDAが調査権者の案件

MF・承認書記載内容と
実際の製造所での製造方法等に齟齬があった割合



厚生労働省へ通報した件数

平成21年9月～
平成22年3月までの申請750件中
PMDAが調査権者の案件

定期調査における不具合について厚生労働省に通報した割合

通報の理由：
市販品の品質に影響を及ぼす可能性が

否定できないケース
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定期調査で見られた不具合事例

• 製造所から提出された製造記録等の写しの確認を
行ったところ、承認書（MFを含む）との齟齬が多数
見つかった。

– 記載整備時に、適切な製造方法等の確認が行わ
れていなかった。

– 承認書に記載の工程管理規格等が、製造所で実
施されていなかった。または、規格・管理値が実
際と一致しなかった。

– 粉砕工程が記載されていなかった。

（特に、粉砕を外部委託している場合、当該製造
所の記載がなかった。）



定期調査で見られた不具合事例

• 製造方法等が無届けで変更されていた。

– 承認書（MFを含む）の記載整備において、品質に影響を与

えると考えられる重要なパラメーターとされたものが、製造
所において、無届けで変更されていた。
（製販業者またはMF国内管理人等が記載整備をし、製造所
が日本承認（MFを含む）の内容を把握していなかった。）

– 製造所において、製造方法や規格等が変更されていたが、
軽微変更届出や一変申請がされていなかった。
→当該変更内容について、製販業者への連絡もされていな
かった。



定期調査で見られた不具合事例

• 平成17年4月以降に追加された製造所について、旧

法下から使用されていたように、定期の適合性調査
申請がされていた。

製造所追加に係る一変申請もされておらず、当該一
変に伴うGMP適合性調査申請もされていなかった。

また、この製造所追加の事実について、製販業者が
認識していない場合もあった。（委託先、商社、MF
の国内管理人から適切な情報を得ていなかった。）
製造所との直接的な連絡窓口である：商社、 MFの

国内管理人が指摘されるまで、当該情報を入手して
いない場合もあった（委託先が再委託などをしてい
た）。



定期調査で見られた不具合事例

• 製剤の承認書に記載されたMF番号が、間違ってい
た、もしくは不適切であった。

– 全く違う原薬のMF番号が記載されていた。

– 同じ原薬のMFだが当該製剤に使用されている原薬では
無かった（グレード違い、他社が使用しているもの）。

– 製剤の承認書に記載されている製造所がMFに登録され
ていない場合。
（MFの不備→製販業者が認識していない。）

– 承認書における参照すべきMF登録日の誤記記載：平成
●●年●月●日（第●回）。
（製販業者が承認書の変更を怠っていた場合）
（製造所またはMF国内管理人が連絡を怠っていた場合）
（製販業者がMF登録証の写しを入手していなかった）



定期調査で見られた不具合事例

• MFの国内管理人自身が、日本の法的要件を認識し
ていなかった。
（→外国製造業者への適切な情報伝達ができていな
かった。）

• 製販業者が、MFの中身については、完全なブラック

ボックスなので、何も分からないと答えるケースがあ
った。



共通する問題点

• 製造販売業者・製造所、製造販売業者・MF管理人・
製造所間での連絡体制・コミュニケーション不足

• 製造販売業者のMF利用時の情報入手不足

参照：原薬等登録原簿の利用に関する指針について

薬食審査発第0210004号 平成17年2月10日



申請者（開示）パ－ト 制限パート

3.2.S.1 一般情報

3.2.S.1.1 名称（INN, 化学名、開発コード等） ○

3.2.S.1.2 構造（構造式、分子式、分子量） ○

3.2.S.1.3 一般特性（性状、溶解性等物理的化学的性質） ○

3.2.S.2 製造

3.2.S.2.1 製造業者 ○

3.2.S.2.2 製造方法及びプロセスコントロール ○ 注） ○

3.2.S.2.3 原材料の管理 ○

3.2.S.2.4 重要工程及び重要中間体の管理 ○

3.2.S.2.5 プロセスバリデーション／プロセス評価 ○

3.2.S.2.4 製造工程の開発の経緯 ○

3.2.S.3 特性

3.2.S.3.1 構造及びその他の特性の解明 ○

3.2.S.3.2 不純物 ○

3.2.S.4 原薬の管理

3.2.S.4.1 規格及び試験方法 ○

3.2.S.4.2 試験方法（分析方法） ○

3.2.S.4.3 試験方法（分析方法）のバリデーション ○

3.2.S.4.4 ロット分析 ○ 注） ○

申請者（開示）パートと制限パートの例
（原薬等登録原簿の利用に関する指針について 薬食審査発第0210004号 平成17年2月10日）



申請者（開示）パ－ト 制限パート

3.2.S.4.5 規格及び試験方法の妥当性（設定根拠） ○ 注） ○

3.2.S.5 標準品又は標準物質 ○

3.2.S.6 容器及び施栓系

3.2.S.7 安定性

3.2.S.7.1  安定性のまとめ及び結論 ○

3.2.S.7.2 承認後の安定性試験計画の作成及び実施 ○

3.2.S.7.3   安定性データ ○

3.2.P.4  添加剤の管理

3.2.P.4.1  規格及び試験方法 ○

3.2.P.4.2  試験方法（分析方法） ○

3.2.P.4.3  試験方法（分析方法）のバリデーション ○

3.2.P.4.4  規格及び試験方法の妥当性（設定根拠） ○ 注） ○

3.2.P.4.5  ヒト又は動物起源の添加剤 ○ 注） ○

3.2.S.4.6  新添加剤 ○

性状等 ○

製造方法及びプロセス・コントロール ○ 注） ○

注）制限パートと申請者（開示）パートの両項目に○が記載されているのは、開示パート事項であるが、ＭＦ登録者の知的
財産等に係わる情報については制限パートとすることを示している。

申請者（開示）パートと制限パートの例
（原薬等登録原簿の利用に関する指針について 薬食審査発第0210004号 平成17年2月10日）
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適合性調査申請時に要求する資料

・平成22年10月25日付け 事務連絡

「医薬品適合性調査申請において総合機構が必

要とする資料の一部改訂について」

主な変更点
・様式１について、製造施設・設備機器欄の共用状況に関する項目の変更、及び、製造施設・
設備機器が共用または一部共用で有る場合の、共用品目の情報について記載することとし
た。

・様式２及び３について、当該製造所での製造品目数に関して、品目に関する情報を追加する
こととした。

・様式２及び３について、施設情報②の欄を設け、当該製造所において使用している重要なコ
ンピュータ化システムの名称を記載することとした。

・ 平成23年1月１日以降の適合性調査申請については、
本事務連絡に示した様式１、２また３の添付が必要と

されている。



今後の定期調査時の要求資料
• 平成２２年１０月２５日付け 品質管理部事務連絡

「定期調査に係わる医薬品適合性調査時の提出資料について」

主な変更点
・製造所の構造設備図面

→βラクタム・ある種のステロイド類・細胞毒性のように強い薬理作用又は毒性を有する物質等を当該製造所で
製造している場合の封じ込め状況

・コンピュータ化システム

→コンピュータ化システムの名称と用途を記載したリスト

→バリデーションの方針

・製造工程に関する資料

→製造工程を記載した流れ図

→製造に使用する水の種類・規格、自社製造の場合は製造フロー図、管理手順

・洗浄バリデーションに関する資料

→洗浄バリデーションの基準書（手順書）の写し又は概要資料

→ βラクタム・ある種のステロイド類・細胞毒性のように強い薬理作用または毒性を有する物質等と施設・設備
を共用している場合、交叉汚染が無いことを示す洗浄バリデーション報告書(写）または概要資料

・出荷管理に関する資料

→リアルタイムリリース又はパラメトリックリリースを適用している場合には、手順書(写し）または概要資料

・逸脱管理、変更管理に関する資料

→逸脱・変更管理手順書の写し又は概要が分かる資料

など



留意事項

１．事務連絡に記載されたものは標準的なものであり
、品目や対象工程により要求資料が変更になる場
合があります。また、前回のGMP調査等の状況に

より、製造指図書の写し、製造記録書の写し、試験
記録及び製造・試験検査の手順書の写しの該当部
分等の提出をお願いすることもあります。具体的に
は調査担当者の照会に従ってください。

２．英語以外の外国語の資料が大部に及ぶ場合、概
要を日本語又は英語により作成し、添付するように
してください。



留意事項

３．MRA対象国によるMRA対象品目についてのGMP
適合性証明書（原本に限る。）が添付できる場合は
、要求資料のいくつかが省略可能となります。また、
MOU交換国によるGMP適合性証明書（原本に限る

。）が添付できる場合、提出資料の省略が可能な場
合があります。具体的には調査担当者の指示に従
ってください。

４．サイトマスターファイルに、調査資料として総合機
構が要求した上記内容と同等の記載がある場合に
は、サイトマスターファイル（英語又は日本語）の提
出に代えることで差し支えありません。



留意事項

５．提出される資料のうち、製造所の責任者によ
って承認されていることが確認できない文書（
当該調査のために作成された要約等の文書、
CTDの抜粋、GMP管理として文書番号等が付

されて管理されている文書ではない文書等）は
、当該製造所の責任者が内容に責任をもつこ
とを記した宣誓書等を付して提出してください。

６．なお、資料を提出いただく場合、簡単な送付
目録をつけていただくと、送付時の確認および

受理の確認がしやすくなります。ご協力お願い
いたします。



医療用後発医薬品（新規）に係わる
GMP適合性調査での注意点

• GMP適合性調査申請は、平成２３年５月２６日の事務
連絡に記載の通り、期限までに申請してください。

• 調査担当者からの照会事項には、定められた期限ま
でに回答をお願いします。

• 製造販売承認申請書の差換えを行った場合、GMP
適合性調査担当者にも漏れなく連絡をお願いします。



GMP適合性調査申請についての
一般的な注意点

• 原薬の適合性調査申請の場合、備考欄に記載して
頂いてる原薬名については原則「一般名」を記載し
て頂きたい。

• 原薬中間体の場合は，備考欄に原薬「●●●（一般
名）」の中間体と記載して頂きたい。

注：いわゆる粗体は中間体ではない。定義については平成17
年2月10日 「改正薬事法に基づく医薬品等の製造販売承

認申請書記載事項に関する指針について」 薬食審査発第
0210001号を参照

• 原薬の適合性調査申請の場合で、原薬等登録原簿
（MF）を利用している場合には、備考欄にMF番号を
記載してください。



本日の内容

１．総合機構のGMP適合性調査体制
２．GMP適合性調査申請時の注意事項
３．GMP適合性調査における問題点や

指導事項の例
４．今後の定期適合性調査の取り組み方
５．ＧＭＰの国際整合性確保に関する

最近の取組み

６．その他



GMP調査体制に影響を与える要因

GMP国際整合化
に関して

業界・海外当局
からの要望

肝炎検証会議
からのGMP調査

体制強化に
ついての提言

新医薬品ＧＭＰ
調査権限の

都道府県移管に
関する特区要望

ＧＭＰ実地調査
が必要な

海外製造所
の増加

PIC/S 加盟

EU とのMRA       
対象拡大

国際的レベル
で整合性ある

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ・基準
の整備

ＩＣＨのＱトリオ
啓発・普及

都道府県・機構
GMP調査

レベル向上

新医薬品ＧＭＰ
調査権限の
都道府県
一部移管

リスクに応じた
効率的な実施

を通じた
海外製造所

ＧＭＰ実地調査
の充実

今後の方向性

GMP調査体制にかかる現在の国内状況



GMP調査体制強化検討会
H22～

PIC/Sガイドライン
比較分析WG

（H22.7～H23.5）

医薬品ＧＭＰ査察手法の

国際整合性確保に関する研究班
（四方田班 H21～）

ＧＭＰ／ＱＭＳ
調査・監視指導
整合性検討会

研究結果
報告

検討状況
報告

検討
依頼

調査
依頼

GMP調査体制
強化対策費

厚 生 労 働 省（都道府県、PMDA）

開
催

厚
労
科
研
費
交
付

開
催

ブロック幹事県等の
薬務課長、国衛研薬
品部長、PMDA幹部

など

※GMP調査体制を強化する
ための方策、PIC/S加盟及

びそのために必要な対応に
ついて、下記関係会議等に
対して指示又は依頼をする。

厚労科研 検討
依頼

報
告

報
告

結果
報告

ガイドライン体系化班（櫻井班）
（医薬品・医薬品添加剤のGMPガ
イドラインの国際整合化）H23～

分析結果
を受けて
対応検討

GMP調査体制強化にかかる体制



PIC/S: Pharmaceutical Inspection Convention and
Pharmaceutical Inspection Co-operation scheme

★PIC/Sの目標：

“医薬品分野での調和されたＧＭＰ基準及び査察当局の
品質システムの国際的な開発・実施・保守“

★査察当局間の非公式（法的効力なし）な協力の枠組み

★EUを中心に、米国FDAも含め、全世界３７カ国（３９当
局）が加盟。PIC/Sが世界標準となりつつある状況。

PIC/Sとは？



 インドネシア

 イラン

 フィリピン

 スロベニア

 タイ

 ブラジル

 台湾

 ニュージーランド

 中国

 日本

 韓国

 香港

 ロシア

 サウジアラビア

 トルコ

PIC/Sに加盟申請中の国

加盟に興味を示している国



①使用者の保護（国民の安心・安全確保）

→世界標準のGMPをクリアした医薬品を日本
国内に流通させる必要がある。

②リソースの有効活用

→適切で効率のよいGMP調査を実施する必
要がある。企業側がGMP査察にかかる人、
コストも考慮する必要がある。

③日本の製薬業界の地位確保・サポート

→「PIC/S GMP準拠」が流通要件となるケー
スが見受けられる。

PIC/S加盟の必要性



（１） GMP調査当局（ PMDAと都道府県（収去品の試験
施設含む））の品質システムの整備、連携

→国内調査権者が同一の品質システムで動いていることを示す必
要あり。

（２） 個々のGMP調査員の質の確保（査察のパフォーマ
ンスが国際レベルである必要がある）

→調査員の資格要件の設定、教育訓練プログラム

→→3年に一度人事異動があっても査察レベルが維持できるシス
テム/制度（国際的に納得が得られる説明）

（３） 国内GMP関連規制とPIC/S GMPガイドの同等性確
保

PIC/S加盟にあたっての課題
（H21年～厚労科研班研究結果等から）



（１） GMP調査当局（ PMDAと都道府県）の品質システ
ムの整備、連携

→調整組織の構築①

（２） 個々のGMP調査（員）の質の確保

→調査員の資格要件の設定②

→調査をサポートするシステムの構築（調整組織）①

→教育訓練ツールの提供（調整組織）①

（３） 国内GMPガイドラインとPIC/S GMPの整合性確保

→施行通知の整備と位置付けを明確にしPIC/Sガイ
ドの取り込み③

※案を含みます
課題への取り組み

※調整組織＝その後GMP調査当局会議に改称



Ｃブロック

ト
レ
ー
ナ
ー

GMP調査当局会議
（各ブロック代

表,PMDA,MHLW）

ＰＭＤＡ
ＧＭＰグループ

トレー
ナー

チーム

２つのネットワークで国内48調査権者の連携を構築
★47都道府県を７つのブロックに分け、各ブロック内での協力体制を構築する。
★各ブロック代表県、PMDA、MHLWから構成される｢調整組織（GMP調査当局
会議）｣を構築する。

指示

厚生労働省

整
合
性
検
討
会

各ブロック単位での調整
を基本とする：教育、内部
監査、調査サポート等。
ただし、PMDA所属トレー

ナーによるサポートも可能と
なるよう想定。

トレーナー(仮)の役割：
・GMP調査のテクニカル面での
サポート・指導等
・教育訓練・内部監査等の支援

すり合わせ

近畿ブロック

ト
レ
ー
ナ
ー

北海道・東北ブロック

（ブロック内各都道府県
薬務課）

ト
レ
ー
ナ
ー

PMDA内に
事務局を設置

各ブロック間（各調査権者間）
のすり合わせ、サポート

全部で7ブロック

調整組織：国内当局間の連携機能の構築



★日本として１つの品質システムであることを対外的に示す。

→品質システム（ＳＯＰ）の共通化

→PIC/S等アセスメント時のコンタクトポイントの役割

★ＧＭＰ調査の質を確保する。

→他調査権者のトレーナー（ベテラン調査員）の利用制度

→継続的トレーニングの立案、教育資料提供

→指導内容の調整・均一化（調査時のサポートと非査察者から
の苦情受付／検証）

☆GMP調査当局会議については、MHLW監・麻課、PMDA品質管理部、各ブ

ロック代表県（福島、群馬、東京、富山、静岡、愛知、大阪、奈良、広島、山口、高
知、福岡、宮崎）をメンバーとして、７月にキックオフ。

GMP調査当局会議（調査権者間連携）の機能・役割



◎EMAやFDAの資格要件を参考に、 ISO 19011をベー
スにして策定。

◎日本の行政の人事異動の慣習も考慮し、調査チーム(
２名)で、国際的に通用するレベルを担保できるように
配慮。

資格要件として、以下の４つの要素について規定

１．学歴、トレーニング、業務の経験※リーダーのみ

２．ＧＭＰ関連の知識

３．個人的資質

４．特定分野の要件（無菌、バイオ）

調査員の資格要件（案）
※研究班からの提案



国際的なガイドラインとしてPIC/SのGMPガイド及びアネッ
クスを対象とし、日本国内のGMP関連の通知等との比較

分析を業界有識者に依頼。
国内通知等：本省通知、事務連絡、GMP/QMS事例集、生物由来原料基準等の法

第42条基準、局方参考情報、厚生労働科学研究（製剤GMP指針、試験室管理
指針、技術移転、変更管理、無菌操作法、最終滅菌法）、一部業界自主基準

背景：
★加盟に際して、国内規制とPIC/Sガイドとの同等性を示
す必要がある。
→比較し、ギャップがあれば埋める（もしくは、同等である
ことの理論構築をする）。

PIC/Sガイドライン比較分析WG



ガイドラインギャップ分析表（例）

その他

内容 種類 内容 ＧＡＰ コメント （対応案）

principle

general 1
無菌製品の製造は、人及び/又は設備及び原材料が
エアロックを通って入るクリーンエリアで行うこと。

無菌操作法
ガイドライン

6.1 13) ＸＸＸＸＸ なし

2 ＸＸＸＸＸ

3 ＸＸＸＸＸ

clean room    4

5

グレードＡ区域のクラス確認のためには、サンプリング
場所毎に最低１ｍ３のサンプル採取を行うこと。グレー
ドＡの浮遊塵のクラスは5.0 μm以上の粒子で規定さ
れるＩＳＯ４．８である。グレードＢのat rest状態での浮
遊塵のクラスは、規定されている両方の粒子サイズに
ついて、ＩＳＯ５である。グレードＣの浮遊塵のクラスは、
at rest でＩＳＯ７、in operationでＩＳＯ８である。グレード
Ｄのat rest状態での浮遊塵のクラスはＩＳＯ８である。ク
ラス分けの目的のために、ＥＮ／ＩＳＯ１４６４４－１の方
法は、考慮される最大の粒子サイズについてのクラス
毎の限度値に基づいたサンプル採取場所の必要最低
数とサンプル量、およびデータの評価法を規定してい
る。

無菌操作法
ガイドライン

7.1
7.1.1

ＸＸＸＸＸ・・・
ＸＸＸＸＸ・・・
ＸＸＸＸＸ

国内では5.0 μm以上の
粒子の規定なし

(例)5.0μm以上の規定
がなくても、0.5μmの規
定があるので、品質担
保上大きな問題になら
ないと考える。余分な計
測の義務化は業界とし
て負担になるため、5.0
の規定は不要と考え
る。→対応の必要なし

無菌操作法ガイドライン

の位置付けの見直し（通

知化）

6 ＸＸＸＸＸ ＸＸＸ ＸＸＸ
Ｘ ＸＸＸＸＸ ＸＸＸ ＸＸＸ

Ｘ ＸＸＸＸＸ ＸＸＸ ＸＸＸ 例）該当なし どこかに規定が必要
アセスメント時に指摘さ

れれば対応

Ｘ ＸＸＸＸＸ
バリデー
ション基準

ＸＸＸ ＸＸＸＸＸ

例）本項目は国内通知
等にはない。
但し、教育・訓練や責任
範囲の文書化なと一部
はバリデーション基準に
含まれている

バリデーション基準の改

定

ガイドライン名：PIC/S（ANNEX 1） 国内通知等該当部分

特記事項：

PIC/Sガイド類の和訳の

記載をお願いします。

GAPに対するWGの見解

や、仮にGAPに対応する

場合の困難さ等について、

記載願います。

比較対象とする国内ガイド類：

通知、事務連絡、GMP/QMS事例集、生物由来原料基準等、局方参考情報、

厚労科学研究報告（製剤ＧＭＰ指針、試験室管理指針、技術移転、変更管

理、無菌操作法、最終滅菌法）、業界自主基準

本報告受領後、

行政サイドで対

応案を考えます。

ＷＧでは、カラム

の作成・記入は

不要です。

PIC/Sガイドと国内

通知のGAPを詳細

に記載願います。
内容の転記をお願いします。

作業全体を通して、今後ギャップを埋める上

で、特に問題となりそうな点等、特記事項を

最後の部分に文章で記載願います。

参考：GAP分析表



①GMPの対象範囲が異なる。医療用ガス及び生薬の刻
み工程がGMP非適用となっている。

②GMPの基本的な考え方にはギャップはないが、各論的

（特定の設備に対する要件等）な部分で、具体的な記載が
ない部分がある。また、事務連絡、自主基準等、その位置
付けが曖昧なものに要件が記載されている。

ギャップ分析の結果



必要な手当て
①国内通知類の体系化（位置付けの明確化、すっきりさせる）
②埋める必要のあるギャップは補完し通知等で発出

★PIC/Sガイドとのギャップを埋め、体系化するため
⇒PIC/Sガイドを国内ガイドの１つとして取り込む（GMP省令要求事

項の達成手法の一例として）
⇒重要項目は施行通知へ取り込む。また、GMP適用除外部分につ

いては、段階的に整合化していくことを目的に、自主基準レベル
から手当てしていく。

PIC/S GMPガイド取り込みにかかる行政側ポリシー
◎業界サイドの現状を大幅に変える事態は避けたい。
◎ただし、最終的には世界共通のGMPを目指したい。規制要件で変
える必要のあるものは、段階的に整合化していきたい。

ギャップを埋めるための方策



PIC/Sガイドラインを国内ガイドラインに一例として追加

GMP/GQP省令
薬局等構造設備規則

GMP施行通知
(監麻課長通知)

薬事法施行令
医療用ガス、生薬の一
部工程がGMP非適用

通知等
ICH Q7, Q8, 

Q9, Q10

GMP/GQ
P事例集

日本薬局方
参考情報

PIC/SGMPガ
イドPart1及び
Annex1～20
（4,5,18,20を

除く）

・品質を担保する手法の「一例」、行政
側の「業務の参考」と位置付けて、その
位置付けを通知等で発出

・既存の他の通知類と内容がバッティ
ングしても問題無いような位置付け

拘
束
力

リ
ス
ク
ベ
ー
ス

の
運
用

PIC/SGMPガイド
Part2(Annex18) Annex20

厚労科研
班の研究
報告の事
務連絡

Annex4, 5は
動物薬関係
のため不要

※既に対応済み

重要事項について
は一部取り込み
（年次レビュー等）

医
療
用
ガ
ス
事
務

連
絡

基準（生原基、
放薬基等）

生
薬
刻
み
工
程
等

事
務
連
絡

当面 PIC/Sガイドライン取り込み案



GMP施行通知
(監麻課長通知)

薬事法施行令
医療用ガス、生薬の一部工程も
原則適用(一部項目の除外あり?)

通知
等

GMP/
GQP
事例
集

PIC/SGMPガイド

・加盟後に作られる（改定される）ガイドは、日本の
意見も反映させたPIC/Sガイドとなる。
・局方参考情報も一部カバー可能。
・ICH 関係もカバーされる。
・厚労科研のアウトプットの内容も一部カバー可能。

拘
束
力

リ
ス
ク
ベ
ー
ス

の
運
用

基準（生原基、
放薬基等）

将来

GMP/GQP省令
薬局等構造設備規則

PIC/S加盟後の最終的な体系



本日の内容

１．総合機構のGMP適合性調査体制
２．GMP適合性調査申請時の注意事項
３．GMP適合性調査における問題点や

指導事項の例
４．今後の定期適合性調査の取り組み方
５．ＧＭＰの国際整合性確保に関する

最近の取組み

６．その他



６．その他

・コンピュータ化システムの適正管理

・薬事戦略相談

・GMP調査に関する簡易相談



コンピュータ化システムの適正管理

・「コンピュータ使用医薬品等製造所適正ガイドライン

（平成４年２月２１日 薬監第１１号） 」

平成１７年３月３０日薬食監麻薬発第0330001号により廃止

参考（GMP事例集GMP20-12）

・「医薬品・医薬部外品製造販売業者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

（平成２２年１０月２１日 薬食監麻薬発1021第１１号）」

＊平成２４年４月１日より適用（現在は、経過措置期間中）

・「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関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について

（平成２２年１０月２１日 事務連絡by監麻課）」



•GMP実地調査開始時の製造所概要説明の際に、これま

で通りの概要説明に加え、コンピュータ化システムについ
ての説明をお願いしたい。
•GMP上重要なコンピュータ化システムの名称とその用途
を記載したリスト等

例えば、
システム名称：ERP、MES、LIMS、DCSなど
使用用途：原材料・製品管理、試験管理、製造制御、出荷判定など

•システム同士の連携
例えば：変更・逸脱管理のシステムと出荷管理のシステムが連携しており、
変更・逸脱がクローズしなければ、システム上、出荷が不可となる等

•過去２年以内に導入・更新したシステム
など

製造所の概要説明



基本的には、これまでのGMP調査と同様

コンピュータ化システムの使用場所にて

（ＭＥＳ、ＬＩＭＳ、ＤＣＳ、倉庫管理システム、

サーバー室 等）

○セキュリティ管理状況の確認

→アクセス制限、ID/PWの管理が適切か？

○デモの実施

→適切な運用になっているか？

プラントツアー



○コンピュータ化システム管理規定等が作成されてい
るか？

○システム台帳は作成されているか？

○電磁的記録を利用したものがある場合
→保管期間、保管条件（記録媒体等）、バックアップ、
リストアは適切か？
→ER/ES指針に準拠しているか？

ドキュメントレビュー



○変更管理、逸脱管理

→過去2年間の変更・逸脱の履歴一覧の確認

→システムトラブルの事例を抽出し、その対応が
適切かを確認

○教育訓練、自己点検

（基本的に、これまでのGMP調査と同様。）

ドキュメントレビュー



○検証業務

→バリデーション全体計画、バリデーション結果等の確認

・これまでの調査と同様で、ＩＱ／ＯＱ／ＰＱ等について、
必ずしも詳細に確認するわけではありませんが、変更
（システムの導入、更新など）や、重大な逸脱に関係す
る事例については、検証結果に関する詳細（例えば、
ＰＱ結果やＵＲＳの管理）を確認する場合があります。

ドキュメントレビュー



薬事戦略相談
について

・日本発の革新的な医薬品・
医療機器の創出に向けて、
有望なシーズをお持ちの大
学・研究機関、ベンチャー企
業が主な対象です。

・実用化に向けて必要となる
試験・治験計画に関して、薬
事承認審査当局（PMDA)が
指導・助言を行います。

・まずは、事前に簡単な面談
での相談（事前面談）を無料
で受け付けております。



薬事戦略相談を7月1日より開始

【背景】

• 日本発の革新的医薬品・医療機器の創出に向
けて、アカデミア等の有望なシーズを円滑、効
率的に、創薬や医療機器開発に結びつけるた
め、製品の開発初期の段階から、薬事法での
承認に必要なデータの範囲やその取得に向け
た試験等について、指導・助言を行う相談事業
が必要。

薬事戦略相談（1）



【相談の概要】

• シーズ発見後の大学・研究機関、ベンチャー企業を主な
対象とし、医薬品・医療機器候補選定の最終段階から承
認申請に向けてのPOC試験程度までを目処に必要な試
験・治験計画策定等に関する相談への指導・助言

• 従来、確認申請制度で対応してきたヒト又は動物由来の
細胞・組織を加工した医薬品・医療機器の開発初期段階
からの品質及び安全性に係る相談への指導・助言

なお、従来実施していた、「細胞・組織を利用した医療用具又は医薬
品の品質及び安全性の確保等について（平成11年7月30日付け医薬
発第906号）」に基づく確認申請は、平成２３年8月31日をもって廃止。

薬事戦略相談（2）



【相談区分と手数料】

• 相談区分は、医薬品戦略相談と医療機器戦略相談を
設定。また、大学・研究機関、ベンチャー企業の中には
開発に係る財務基盤が十分でない場合もあることから、
一定の要件を満たす大学・研究機関、ベンチャー企業
に対して低額の手数料区分を設定

• 60606060

手数料の区分 手数料（1相談当たり）

医薬品戦略相談 １，４９８，８００円

医薬品戦略相談（別に定める要件を満たす大学・研究
機関、ベンチャー企業）

１４９，８００円

医療機器戦略相談 ８４９，７００円

医療機器戦略相談（別に定める要件を満たす大学・研
究機関、ベンチャー企業）

８４，９００円

薬事戦略相談（3）



【対面助言までの流れ】

• 事前面談で、幅広く大学・研究機関、ベンチャー企業の相
談を受け付け、対面助言実施の準備を行う。なお、対面助
言の実施数が多い場合、薬事戦略懇談会の意見に基づき、
優先順位が高いとされた分野など、一定の要件を満たすも
のを優先して対面助言を実施

【実施体制】
• 新たに医薬品や医療機器に関連する研究・開発・薬事等の

何れかに精通した者をテクニカルエキスパートとして採用
• 事前面談に対しては、主として新たに採用するテクニカルエ

キスパートが対応し、必要に応じて審査チームも同席
• 対面助言に対しては、主として審査チームと新たに採用した

テクニカルエキスパートが対応し、必要に応じて当該分野の
専門委員も同席

薬事戦略相談（４）



【詳しい内容はＰＭＤＡホームページでご確認ください】

薬事戦略相談（5）



GMP調査に関する簡易相談

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



総合機構ＨＰのＧＭＰ関連ページ

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

ここをクリック

PMDAホームページ

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/
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