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本日の講演内容

1. 国際協調の時代へ

2. PIC/Sとは

3. 国際整合化に向けての課題整理

4. GMPガイドラインの対応状況

5. GMP調査当局の取り組み

6. GMP調査当局が目指すGMP調査
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国際協調の時代へ

3



国内製造所 海外製造所

医

薬

品

新医薬品、

生物学的製剤、

放射性医薬品 等

総合機構 総合機構

その他の医薬品 都道府県 総合機構

日本のＧＭＰ調査体制

厚 生 労 働 省

都道府県（４７）

医薬品医療機器総合機構
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法的に調査権限のみ委譲

地方自治の観点から
種々の権限移譲

主にGMP 主にGMP外

都道府県 116 271
PMDA 24 2
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（独）医薬品医療機器総合機構

理事長
理事

健康被害救済

審査 安全

新薬審査部１～５

生物系審査第１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

生物系審査第２部

審査ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

総務、企画調整
国際、ＲＳ

財務管理、情報

規格基準部
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品質管理部の組織（平成２４年４月現在）

企画管理課長

品質管理部の庶務及び管理業務

医薬品等の製造所等に対するＧＭＰ調査等

品質管理部長

(QMS担当)調査役（０名）

(GMP担当)調査役（２名、
内１名は部長と併任）

医療機器等の製造所等に対するＱＭＳ調査等

係長１名、事務補助員４名

職員１９名、嘱託８名、事務補助
員１０名

職員１１名、嘱託５名、事務補助
員８名

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

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

職員 ３４名
嘱託 １３名
事務補助員 ２２名

計 ６９名

専門委員：２名

ＧＭＰ調査員数：２８名



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

海外製造所：
約2000サイト

国内製造所：
約460サイト
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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（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

注意）添付資料は平成２２年１０月２７日付事務連絡で
一部改訂しています。



PMDA品質管理部の調査方針

●リスク評価に基づいて実地か書面かの判断を行う
→調査申請時に提出する品目情報（別紙１）、製造所情報

（別紙２：国内、別紙３：海外）は正確に記載をお願いします。

●アジア地域（韓国、インド、中国等）への実地調査を継続的に
実施

●特定生物由来製品（血液製剤等）は、海外も含め、通常調査
（申請に基づかない調査）を計画的に実施

★限られたリソースで最大限の効果
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分野

EU 北米 中南米 アジア その
他

合計

無菌医薬品, 
生物医薬品

64 7 3 29 4 107

固形製剤 15 0 0 30 0 45

原薬
(化成品)

152 19 2 293 0 466

包装
試験ラボ

10 3 2 6 0 21

合計 241 29 7 358 4 639

医療用後発医薬品に関する地域別、分野別
ＧＭＰ調査概要

(2006年4月 -2011年3月)

原薬:73%

全体の７３％が原薬でそのうち６０％強がアジア地域 10



国内・海外実地調査件数 地域別年次推移
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さらなるグローバルの時代へ

• ヘパリン問題からの学び
• 低コスト化：製造拠点の低コスト地域（中国やインド）への移動
• 国際共同治験が増加傾向

→ Global Drug Supply の時代へ

 PIC/Sへの加盟促進
 FDAやEMA等、合同査察（API、QbD)による摺り合わせ

→リアルタイムの情報共有、グローバルな監視体
制の実現に向けての方向

もはや１国だけで世界中の製造所を監視する
ことは不可能
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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
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PIC/Sとは
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国際協調の枠組み：PIC/Sとは？
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３８カ国（４０当
局）が加盟。PIC/Sが世界標準となりつつある状況。
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SINGAPORE

AUSTRALIA

CANADA

ARGENTINA 
SOUTH AFRICA 

MALAYSIA

38 の加盟国（40当局）

ISRAEL
(01.01.09)

●アジアでは既にシンガポール、マレーシアが加盟。
●2011.1.1に米国FDAとウクライナが加盟。２０１２．１．１にスロベニアが加盟。
●インドネシア、台湾、タイ、フィリピンも申請中。

2012.3.1現在

USA
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PIC/S 1/95 3.より
PIC/S の目的は、公衆衛生の実現の為、以下の事項を実現することにある。

(a) GMP査察分野における相互信頼の維持と査察品質の向上を
はかるため、加盟当局の協力関係を推進・強化する

(b) 情報や経験を共有する枠組みを提供する（Voluntary basis）

(c) 査察官や関連の技術専門家を対象とする相互トレーニングを
開催する

(d) 製造所の査察及び公的試験機関で実施する試験に関する技
術的な基準と手順の改善、調和を図る為、共同の取り組みを
継続する （査察手順及び衛研の試験手順の確立）

(e) GMP基準の作成、調和、維持を目的とした共同の取り組みを
継続する （共通のガイドライン作り）

(f) グローバルハーモナイゼーションを実現する為に、共通の基
準と手順を採用する為の国家協定を締結した他の規制当局
との協力関係を拡大する （MRAとのリンク等を想定）

PIC/Sの目的
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★調和されたGMP基準とガイダンス文書の開
発および推進

★特にGMP査察官をはじめとする管轄官庁の
トレーニング

★GMP査察業務の評価（および再評価）
★管轄官庁および国際組織の協力とネットワー
ク化の推進

目的達成のために行われている活動
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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
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１ 申請書類（質問票、チェックリスト、サポートドキュメント）を提出する。
（すべて英語、電子媒体）

２ 事務局にて申請資料が完全かチェックされ、完全な場合には各加盟国に

送付される。（申請費用を納付。現在8100スイスフラン。)
３ 委員会によりラポータ（審査担当国）とコラポータ（1～数国）が指定

４ ラポータによる申請資料の内容のアセスメント

５ on-siteアセスメントの実施（通例申請から１，２年後）

★調査権者のいくつかを訪問し品質システムの確認

★オブザーブドインスペクション（2-3）の実施

★改善要望事項の通達、Follow-up visit →改善報告の提出と確認

６ 報告書がまとめられ、委員会に提出。委員会にて全加盟国の合意

⇒加盟

※2011年7月25日の改定版で、Pre-Accession Procedureが正式導入。

加盟にかかるアセスメントの概略
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PS /W 1/2011のANNEX2に規定（次の①～⑫）

①査察、許可、収去、試験、回収にかかる法律

②GMP査察実施前に要求する情報（サイトマスターファイル等）

③GMP基準（PIC/S, EU, WHOのGMPガイドと異なる場合）

④許可製造所／卸売業者一覧（査察され許可されたもの。製造する製品の種類も
示す。）

⑤品質マニュアル

⑥ＳＯＰの一覧

⑦査察官の導入時と継続的な教育のプログラム

⑧査察官の名前（常勤、パート両方。スペシャリストも含む）

⑨査察官、上級査察官、主査察官（lead  Inspector）の主な技術的要件（査察官
の履歴書はオンサイトで確認に変更（2011.7.22版））

⑩査察をどのように行うかのＳＯＰ

⑪報告書様式（PIC/Sフォーマットと異なる場合）

⑫査察実施件数（統計情報）

加盟申請時に提出する資料
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PS/W 14/2011より

●PIC/Sセミナー、エキスパートサークル、その他のト

レーニングへの参加

●PIC/Sコミッティへのオブザーバ参加

●ラポーターへの定期的な進捗報告（加盟後も）

その他申請者に要求されている事項
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参考：品質管理部のPIC/S関連会議等参加状況

過去2年の実績抜粋 (○は予定）
●平成22年5月26-28日 PIC/S Expert Circle on APIs 3rd meeting (Ireland）
●平成22年9月9日 PIC/S Expert Circle on Quality Risk Management (Poland)
●平成22年9月28-1日 PIC/S Expert Circle on Human Blood, Tissue and cells 
(France)
●平成22年11月10-12日 PIC/S Annual Seminar (Malaysia)
●平成23年5月31-1日 PIC/S 40th anniversary (Swiss)
●平成23年9月26-30日 PIC/S Expert Circle on Human Blood, Tissue and cells 
(Estonia)
●平成23年10月12-14日 PIC/S Expert Circle on API(Singapore)
●平成23年11月9-11日 PIC/S Annual Seminar (South Africa)
○平成24年5月7-8日 PIC/S Committee , 9-10日PDA-PIC/S Workshop（Swiss)
○平成24年9月17-19日PIC/S Expert Circle on API(US-FDA)
○平成24年10月1-2日PIC/S Committee ,3-5日PIC/S Seminar (Kyiv）
○平成24年10月15-19日PIC/S Expert Circle on Human Blood, Tissue and cells 
(Singapore)
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国際整合化に向けての
課題整理
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GMP国際整合化に向けての体制

GMP調査体制強化検討会

PIC/Sガイドライン比較分
析WG

医薬品ＧＭＰ査察

手法の国際整合性
確保に関する研究班

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

報告書報告書
開
催

厚
労
科
研
費
交
付

作成指示

開
催

厚労科研

業界団体の
多大な協力
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GMP査察手法等の国際整合性確保に関する研究(H21～)
主任研究者：国衛研（四方田千佳子）

分担研究者：国衛研（檜山行雄）、PMDA（櫻井信豪、木納康博）

研究協力者：日薬連（寺薗隆、山本栄治）、原薬工（常松隆男）、
PMDA（清原孝雄、佐々木次雄、長嶋孝司）、大阪府
（貞德奈美子）、静岡県（大橋佳奈(H22～)）、福島県
（新妻亮直(H22～)）、神奈川県（中川原慎也）

目的：欧米諸国及び国際団体の医薬品GMP査察手法並びに査察管
理手法の調査・分析等を行い、国際調和された医薬品GMP査察
手法を開発するとともに、我が国における査察管理体系の提案を
行うことを目的とする。

→ＰＩＣ／Ｓ加盟、ＭＲＡ適用範囲拡大が可能となるよう日本のGMP
調査の質を確保したい。

GMP査察手法国際整合化研究班概要

（敬称略）
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（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）
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GMPガイドラインについて
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GMP国際整合化に向けての体制

GMP調査体制強化検討会

PIC/Sガイドライン比較分
析WG（事務局：PMDA)

医薬品ＧＭＰ査察

手法の国際整合性
確保に関する研究班

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

報告書報告書
開
催

厚
労
科
研
費
交
付

作成指示

開
催

厚労科研

業界団体の
多大な協力
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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
分析を実施（平成22年7月から）。
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：
★加盟に際して国内の規制とPIC/Sガイドとの同等性を示
す必要がある。

PIC/Sガイドラインとの整合性確保
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PIC/Sガイドライン比較分析WG

• PIC/Sガイドラインと日本のGMPガイドラインのGAP分析

を行った（事務局：PMDA品質管理部）

• GAP分析の協力団体

WG 分野 担当業界団体

WG1 ＧＭＰ全般、固形製剤 製薬協・大薬協・東薬工・製剤ガイド作成班

WG2 無菌医薬品 無菌操作法ガイド改訂班

WG3 生物由来医薬品 東薬工、PDA製薬学会

WG4 放射性医薬品 日本放射性医薬品協会

WG5 医療用ガス 日本産業・医療ガス協会

WG6 植物由来医薬品 日漢協、日薬連

WG7 コンピュータシステム ＣＳＶ検討会

WG8 治験薬製造 治験薬ＧＭＰ改訂班、他

WG9 血液製剤 血液製剤協会



①GMPの対象範囲が異なる。PIC/S GMPでは医療用ガ
ス及び生薬の刻み工程がGMP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、国内ガイドでは
「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」。

★比較分析に多大なリソースの投入が必要であった。
→どこに何が書いてあるか把握しにくく、規制要件なのか
どうか等の位置付けが不明瞭なことに起因。

ギャップ分析の結果
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必要な手当て（当初の考え）
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

★総合的に検討した結果、最終的な方策として
⇒PIC/Sガイドラインを国内ガイドラインの１つとして取り込む。
・早期に加盟するメリット。遅れた場合のデメリット。
・ただし、グローバルの観点から重要項目は施行通知へ取り込む。

ギャップを埋めるための方策

33

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、段階的に整備・整合化していきたい。
◎医薬品の品質保証の向上に結びつく継続的な活動に繋げたい。
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GMP/GQP事例集

厚労科研班の研究報告の事務連絡

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）

日本薬局方
参考情報

 品質確保のための参考となる手法と
位置付けて、リスクに応じ活用され
るものとする。

拘
束
力

リ
ス
ク
ベ
ー

ス
の
運
用

PIC/SGMPガイド
Part2(Annex18) Annex20

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
現在の体系

GCP省令

PIC/S GMPガイド
Part1及びAnnex 1～20（4,5,18,20を除く）

PIC/Sガイドライン取り込み
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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
工程も原則GMP適用

拘
束
力

リ
ス
ク
ベ
ー

ス
の
運
用

基準（生原基、
放薬基等）

将来

GCP省令

最終的な体系（見通し）

通知等
（ICH等） PIC/S GMPガイド

 国内の指針を整理、段階的に順次統合。
 日本特有な取扱いは事例集に記載。

GMP/GQP事例集



補足説明

• GMPガイドラインは、製品品質担保のための

一例を示すものであり、それ以外の担保の仕
方については、従来どおり、調査時に提示し
て頂きたい。

• GMP調査時の｢リスクベースの運用｣に関す

る疑義等については、企業、調査権者は
｢GMP調査当局会議｣において問い合わせ、
最終判断を行う制度も作る予定。
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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

GMP調査体制強化にかかる体制

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 37



ガイドライン関係の最近の動き

• PIC/Sガイドラインの活用事務連絡及びＱ＆Ａの発出（Ｈ
２４年2月1日付）→リスクベースの運用

• 医療用ガスのガイドライン：

医療用ガスに関する製造管理及び品質管理の基準（自主基準）について

平成２４年２月１３日事務連絡

• 植物性医薬品のガイドライン：

生薬及び漢方生薬製剤の製造管理及び品質管理に関する基準

（日本製薬団体連合会自主基準）について平成２４年２月１６日事務連絡

• GMP施行通知の改定：H24年度中を目標に事例集の改

定も合わせて実施。現在、日薬連品質委員会を中心に
作業を依頼しているところ。
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GMP施行通知へ盛り込む事項（案）

ＰＭＤＡから施行通知改訂WGに検討依頼した事項
●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
1. バリデーション基準の全面改訂（バリデーションマスタープラ

ン、IQ/OQ/PQ、プロセスバリデーション、回顧的バリデー
ション等 ）

2. 年次レビュー（製品品質の照査）の導入
3. 経時安定性（オンゴーイングでの安定性モニタリング）
4. 参考品（製品だけでなく原材料も保管）
5. 原材料メーカー（サプライヤー）の管理
6. リスクマネージメントの概念の取り込み

◎ 施行通知の改定に当たっては事例集での解説も含め、同
時期に発出を予定。
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GMP調査当局の取り組み

40



● GMP調査当局（ PMDAと都道府県）の品質システム
の整備、連携の必要性

→調整組織の構築

● 個々のGMP調査（員）の質の確保する必要性

→調査員の資格要件の設定

→調査をサポートするシステムの構築（調整組織）

→教育訓練ツールの提供（調整組織）

行政側の課題への取り組み（研究班の検討）

GMP調査当局会議（GMP Inspectorates Committee）の構築

41

“GMP/QMS調査要領について”（薬食監麻第1130002号、
平成17年11月30日）の改訂



PIC/Sの推奨する
査察当局の品質システムについて

PI002-3 Quality system requirements for pharmaceutical inspectoratesの
抜粋

・品質マニュアルの作成（上級管理者のコミットが必要）
・組織の公正性、公平性
・技術的職務を適切に実施する能力を維持することが可能な組織

体制の確保（十分な資源の確保）
・関連する他の組織との関係の明確化（厚労省、衛研等との連携）
・マネジメントレビューの実施
・文書を管理するシステムの維持（最新の手順書のみが全ての

査察官に利用できる）
・記録の適切な保管（査察計画、査察結果等の記録だけでなく

査察官の教育訓練、資格認定等にかかる記録も含む）
・査察官は適切な資格、経験、知識を有している事
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・査察官の教育訓練の実施とその評価の実施

・自己点検の実施

・査察業務に係る品質指標（Quality Indicator）の確立及び
CAPAの実施

・製造所等からの苦情を処理する手順の確立維持

・医薬品の品質不適合が疑われる報告があった場合の手順の
確立維持（ラピッドアラートシステム等）

・公的試験機関との連携

PIC/Sの推奨する
査察当局の品質システムについて（続き）
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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。
★各ブロック代表県、PMDA、MHLWから構成される｢調整組織｣を構築。

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

GMP調査当局会議：当局間の連携機能の構築

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
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GMP調査当局会議の機能・役割

★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被査察者からの

苦情受付／検証）

☆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、平成２３年７月にキックオフ。 45



GMP調査当局会議メンバー（H23年度）

福島県： 保健福祉部薬務課 新妻 亮直

群馬県： 健康福祉部薬務課 都丸 昌人

東京都： 福祉保健局健康安全部薬事監視課 大木 理恵子

富山県： 厚生部くすり政策課 高月 公博

静岡県： 健康福祉部生活衛生局薬事課 大橋 佳奈

愛知県： 健康福祉部健康担当局医薬安全課 石丸 大輔

大阪府： 健康医療部薬務課 嶋田 慎一

奈良県： 医療政策部薬務課 早川 武

広島県： 健康福祉局薬務課 町 一希

山口県： 健康福祉部薬務課 國弘 誠司

高知県： 健康政策部医事薬務課 黒岩 朋幸

福岡県： 保健医療介護部薬務課 田尻 興保

宮崎県： 福祉保健部医療薬務課 宗安 正俊

PMDA 事務局

厚生労働省監視指導・麻薬対策課 46



GMP調査当局会議の活動内容

（１）調査権者間の品質システムの共通化（SOP改訂作
業、自己点検実施等）

（２）GMPガイドラインの継続的アップデート

（３）継続的トレーニングの立案、教育資料提供

（４）国際整合性に関する情報入手と提供

（５）全体会議の開催で密な連携・情報交換

（６）指導内容にかかる調査権者及び業界双方からの相
談の受付と解決（機密情報及び個人情報に注意の上、

事例集等で公表を予定）
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48

・ＧＭＰ調査要領通知の改訂 2 月16 日監麻課長通知
日本の48調査権者が一体的となり、調査の質的向上を
目指すことを示している。
＜主な改訂点＞
・GMPに関連する部分のみを抜粋し、改正
・品質マニュアルを制定し、各調査権者で共通の
品質管理監督システムを構築する。

・査察の質を担保するために調査員の資格要件を定めた
・調査当局の品質管理監督システムの維持・相互
コミュニケーションのための 「ＧＭＰ調査当局会議」を
定期的に開催することについて規定

・収去品等の分析をする試験検査機関を公的に認定する
仕組みを規定

調査要領の改訂



GMP調査当局が目指す
GMP調査

49



リスクベース→
ＧＭＰの基本的要件を基に調査

１．人為的な誤りを最小限にする。 ２．汚染及び品質低下を防止する。

３．より高度な品質を保証するシステムを設計する。

ＧＭＰ遵守はﾘｽｸ低減につながる

従来からＧＭＰ適合状況をﾊｰﾄﾞ、ｿﾌﾄの両面から
ＧＭＰの基本的要件を基に全般的に確認していた

従来からﾘｽｸﾍﾞｰｽの調査は行っていた

今後、更にﾘｽｸﾍﾞｰｽを意識した調査が求められる
50



GMP
調査員

管理監督システムの充実

・逸脱対応

・変更管理 など

バリデーションデータの充実

・ワーストケースの想定

・予見性のあるデータ など

モニタリングの適切性

・ワーストケースでのモニター

・設備の新旧の応じた対応 など

経営幹部の理解

・レビューの実施

・資源配分への配慮 など

QAの理解度

・現場の理解

・情報入手

・大胆な判断 など

従業員の受け答え

・誠実さ

・正確さ など

組織全体の対処

・役割分担の明確化

・トラブル時の機動力 など

★達成される製品品質の度合い（恒常性、頑健性も含め）を判断する

リスクに関連する情報
を収集する能力

収集した情報から
リスクを判断する能力

使用者及び公衆衛生に与えるインパクトを判断する

調査員はあくまで科学的であること

GMP調査員に求められる能力

51
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調査員と調査先でﾘｽｸや問題点の共通認識

• 調査の目的は、調査先のGMPのﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図るこ
とにより、製品品質の確保につなげることである。

ﾘｽｸや問題点の共通認識、相互理解は重要

• 指摘・改善事項は押し付けであってはならない。

• 指摘・改善事項の背景は丁寧に説明

• 査察先とディスカッションも必要



進めている当局間の連携

国内４８調査権者間の連携

○GMP調査当局会議の開催（年3-4回程度）

○情報（トレーニングツール、手順書等）のシ
ェア

○ブロックごとの模擬査察、自己点検の実施
等

グローバルな連携

○EudraGMPの設置
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トレーニング・トレーニング・トレーニング

本年度予定しているもの

各ブロック内での研修

各ブロックでの模擬査察（ブロック内で数回）

全国レベルの模擬査察（3回）

国立保健医療科学院（和光）での研修

PMDA品質管理部での研修（3日間×4回、
都道府県にも公開）

実地研修（PMDA:2か月間×2回）

模擬査察先の提供にご協力をお願いします。 54



EudraGMPの設置について
・EUのGMPに関するコミュニティーデータベース
・EU加盟国（２７カ国）、EUとのMRA国（８カ国）のうちの100の行政機関が

NCA(National Competent Authority)として参加
・登録内容は「GMP Compliance (GMP証明済製造所）」、

Manufacturing & Importation Authorisation (わが国の製造業許可に相当）
・EU内だけでなく、米国・インド・中国・日本など、海外の製造所の査察結果
情報も登録。 Non Compliance情報も含まれる。

・EMA本部にデータベースサーバとウェブサーバがあり、 EudraNetで結ばれた
各行政機関の端末でデータを入力・参照



日本のPIC/S加盟申請について

本年3月9日に申請レター、質問票、Audit 
Check List、１２のサポートドキュメントを電子的
に送付。

同日にPIC/S事務局からメンバー国に日本が
加盟申請したことが通知された。

本年5月7、8日にジュネーブで開催される
“PIC/S Committee”にて正式に加盟国に公表
され、また、ラポータ―が決定して加盟審査が
本格的に開始される見込み。
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★国民の安心・安全の確保のため、
オールジャパン体制でGMP査察の品

質システムの構築、レベルアップを目
指しております。
何卒ご協力をお願いいたします。
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GMP/QMS専門技術員の募集について

• PMDA品質管理部では情報調査・資料作成など

調査員の支援業務を行う専門技術員の募集をし
ます。

• 調査に係る技術的な支援、実務トレーニング資料
作成、国際整合性確保に関する調査、等。

• 随時。登録制で業務発生時に依頼します。

• 詳細はPMDAのホームページ｢採用情報｣
（http://www.pmda.go.jp/public_html/index.html
）をご覧ください。



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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