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本日の内容

 施行通知改定の背景

 バリデーション基準の改定

 品質リスクマネジメント

 医薬品品質システム

 まとめ

防菌防黴学会 第30回記念大会



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

 ICH／他国ガイダンスに見られる新たなプロセス
バリデーション手法

Continued/Continuous Process Verification
防菌防黴学会 第30回記念大会

「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」の背景



GMP施行通知へ盛り込むべき事項

グローバルな観点、品質保証の充実の観点

1. リスクマネジメントの概念を通知全体に反映

2. 製品品質の照査（年次レビュー）の実施

3. 原材料メーカー（サプライヤー）の管理

4. 製品、原薬の安定性モニタリングの実施

5. 参考品（製品だけでなく必要と考える原材料も保管）

6. バリデーション基準の全面改訂（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）

◎ 拘束性の高い“施行通知”に盛り込むことで国際標準の
GMP準拠を促す

品質確保の上で考慮すべき事項への対応

防菌防黴学会 第30回記念大会
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 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

バリデーション基準改正のポイント



第3章第4 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。

バリデーションの目的



技術移転
技術移転：改良した技術、新しい技術の導入

知識

品質改善

品質照査
CAPA
苦情

知識

プロセスバリデーション

開発部門
（プロセス開発）

製造所
（PV（CPV））



（２）実施対象

製造業者等は、原則、次に掲げる項目を対象として（５）に
規定するバリデーションを実施しなければならない。

ア．設備（製造設備、製造環境制御設備等を含む。）、システ
ム（製造用水供給システム及び空調処理システム等の製
造を支援するシステムを含む。）又は装置（計測器を含
む。）

イ．製造工程
ウ．洗浄作業

バリデーションの実施対象



（３）バリデーションに関する手順書

ア． 医薬品・医薬部外品ＧＭＰ省令第８条第４項第２号（第３
２条において準用する場合を含む。）のバリデーションに関す
る手順書には次に掲げる事項が定められなければならない。

なお、バリデーションが必要な設備、システム、装置、製造
工程及び洗浄作業は、製品の剤形、品質特性、工業化研究
や類似製品に対する過去の製造実績等の結果から品質リス
クを考慮して、製造業者等が自ら特定する。

バリデーションに関する手順書(1/2)



バリデーションに関する手順書に定めるべき事項

• 製造業者等の全体的なバリデーションの方針
• バリデーション責任者及びその他関係する組織の責務等に

関する事項
• 各バリデーションの実施時期（タイミング）に関する事項
• バリデーションの実施計画書の作成、変更及び承認等に関

する事項
• バリデーションの実施報告書の作成、評価及び承認（記載方

法も含む。）に関する事項
• バリデーションに関する文書の保管に関する事項
• その他必要な事項

バリデーションに関する手順書(2/2)



製品ライフサイクル

知識⇒

品質改善

技術
移転

開発

技術
移転

商用
生産

製品品質照査

開発レポート

プロセス研究

バリデーション



新規開発品とＱｂＤ

ＱＴＰＰ
•製品プロファイルの設定

ＣＱＡ
•品質特性の抽出

ＣＰＰ（デザ
インスペー
ス）

•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、知識に基づく

開発 技術移転 商⽤⽣産

ＱｂＤの情
報

•デザインスペース

•多変量、数学的解析

スケール
アップ

•影響因⼦の評価結果

製造法、試
験法

•移管に際してのマスタープラン

バリデー
ション

•結果考察

•ＱｂＤ、数学的解析結果の検証

⼯程監視

•⼯程管理・規格試験の結果

•年次レビュー

•変更管理（影響評価）

•逸脱管理（ＣＡＰＡ）

技術検討

•ＣＰＰの⾒直し

•ＤＯＥ、デザインスペース⾒直し

⼯程の検証
•再バリデーション

⼯程の監視

•Ｌｉｆｅｃｙｃｌｅ

•知識の蓄積



（４）バリデーション責任者の責務
バリデーション責任者は、バリデーションに関する手順書に基づき、次

の各号に掲げる業務を行わなければならない。

ア．バリデーションに関する手順書に基づき製造しようとする製品について、
（２）の実施対象に関してバリデーションの実施計画書（以下「計画書」と
いう。）を作成すること。計画書には、バリデーションの実施内容を考慮

したうえで、次の事項を定めなければならない。なお、大規模プロ
ジェクトのように、バリデーションの対象範囲が広く、個別の
計画書が複数ある場合には、バリデーション全体を総括し
たマスタープランの活用について考慮すること。

バリデーション責任者の責務(1/2)



（４）バリデーション責任者の責務

イ．計画書に従い、（５）に規定するそれぞれのバリデーション
を実施すること。

ウ．発生した全ての逸脱、指図の変更などを記録し、バリデー
ション結果に与える影響を考察すること。

エ．バリデーション結果をまとめたバリデーションの実施報告
書を作成すること。

オ．その他医薬品・医薬部外品ＧＭＰ省令第１３条に規定する
業務を適切に実施すること。

バリデーション責任者の責務(2/2)



（５）バリデーションの実施
本項では、バリデーションを実施する際の基本的な要件を規定

する。
ア．適格性評価

新規に据付け又は改良した設備、システム又は装置に対し、通
常、以下の適格性評価を個々に、又は組み合わせて実施すること
をいう。原則、各段階の適格性評価が終了した後、次の段階の適
格性評価を実施する。
（ア） 設計時適格性評価 （ＤＱ）
（イ） 設備据付時適格性評価 （ＩＱ）
（ウ） 運転時適格性評価 （ＯＱ）
（エ） 性能適格性評価 （ＰＱ）

バリデーションの実施(1/6)



（５）バリデーションの実施
イ．プロセスバリデーション（ＰＶ）

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。

バリデーションの実施(2/6)



基礎研究 臨床研究 上市後

Stage2 Stage3

治験薬製造
（パイロット＆/or 実⽣産ス

ケール）
商⽤⽣産ロット

技術移転

研究・開発部⾨での知識管理

製造所での知識管理

Stage1

18

その他のバリデーション事例

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。

製品品質の⼀貫性（on-going verification）



（５）バリデーションの実施
イ．プロセスバリデーション（ＰＶ）（続き）
（ア）予測的バリデーション

製品の通常生産前に行うバリデーションのことをいう。プロセ
スバリデーションの対象となる製品が販売又は供給されること
を意図している場合は、それらが製造される条件はバリデー
ション作業の満足すべき結果を含めて、ＧＭＰ省令の要件及
び製造販売承認の内容に完全に適合すること。

（イ）コンカレントバリデーション
製品の通常生産に合わせて行うバリデーションのことをいう。

限られたロット数のみを製造する、当該製品を稀にしか製造し
ない又はバリデーション済みの工程を改良して製造する等の
場合に用いられる。

バリデーションの実施(3/6)



（５）バリデーションの実施
ウ．洗浄バリデーション

洗浄作業が、有効成分及び洗浄剤等の除去に対して
有効であることを確認し、文書化することをいう。
残留物等の限度値は、使用する製造設備の材質、製

品の安全性などの論理的な根拠に基づき設定しなけれ
ばならない。また、バリデーションに使用する試験方法
は、残留物を十分に検出することができるような特異性
及び感度を有する妥当なものでなければならない。

バリデーションの実施(4/6)



（５）バリデーションの実施
エ．再バリデーション

実施対象となる設備、システム、装置、製造工程及び洗浄作業に
おいて、バリデートされた状態が維持されていることを定期的に再
確認するために適格性評価、プロセスバリデーション及び洗浄バリ
デーション等を実施し、引き続き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

の照査の結果等を考慮して決定する。なお、無菌性保証に係わる
バリデーションのように、製品品質への影響が大きいことから定期
的に実施することが求められる場合には、製品品質の照査の結果
にかかわらず定期的に再バリデーションを実施すること。

バリデーションの実施(5/6)



製品ライフサイクル

生産活動 逸脱/OOS 

CAPA

変更

苦情

製品品質照査：
リスクに基づく評価

日常モニタリング

変更時のバリデーション
予測的（コンカレント）バリデーション



（５）バリデーションの実施
オ．変更時のバリデーション

原料、資材、製造工程、構造設備、洗浄作業等を変更
する場合に実施するバリデーションをいう。製品品質又
は製造工程の再現性に影響を及ぼす可能性のある場
合は、変更時の管理の一部として品質リスクに基づき再
度適格性評価、プロセスバリデーション及び洗浄バリ
デーション等を実施する必要性を検討し、実施する場合
にはその範囲を決定すること。

バリデーションの実施(6/6)



本日の内容

 施行通知改定の背景

 バリデーション基準の改定

 品質リスクマネジメント

 医薬品品質システム

 まとめ
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品質リスクマネジメントの活用

＜通知本文 記 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。

防菌防黴学会 第30回記念大会



製品品質の照査

＜通知本文 記 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実

施するものであること。

防菌防黴学会 第30回記念大会



製品ライフサイクル

知識⇒

品質改善

技術移
転

開発

技術移
転

商用生
産

防菌防黴学会 第30回記念大会

製品品質照査

開発レポート

プロセス研究

バリデーション

製造所活動

品質リスクマネジメントの活⽤



〜製造活動とリスクマネジメント〜

⽣産活動 逸脱/OOS 

CAPA

変更

苦情

⽇常モニタリング

変更時のバリデーション
予測的（コンカレント）バリデーション

防菌防黴学会 第30回記念大会

知識

安定性
サプライヤー
参考品
・・・・

フィードバック

リスク評価

製品品質の照査

製造活動

品質リスクマネジメントの活⽤



防菌防黴学会 第30回記念大会

リスクベースで管理され、サイエンスに
裏付けられた製造所運営

ＧＭＰ適合施設
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事例から求められるもの

防菌防黴学会 第30回記念大会

医薬品品
質システ
ム（ＰＱＳ）

改善

マネージ
メントレ
ビュー

報告

経営陣
の関与

経営陣は知ることが必要

経営陣は責任を果たす



規制の手前にあるもの

 企業全体のコンプライアンス意識

 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
質を作りこむのが基本。

防菌防黴学会 第30回記念大会



トレーニングの重要性

 定期的なGMP教育は常に品質確保の重要性を認識で
きる。

 新しい要件、新しい手順書等はタイムリーに教育しなけ
れば意味が無い。

 必要な従業員にもれなく実施しているか？ 教育記録
で実施者、未実施者を把握。

 GMP上の重大な判断を実施する幹部もトレーニングの
対象としているか？

防菌防黴学会 第30回記念大会
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GMP活動の原点

• リスクベースの考え

・ワーストケースを想定したリスクの洗い出し。

・リスクベースの考えにより合理性を求める。

・変化するリスクに対応する予見性が必要。

・他者に理路整然と説明ができる。

• 品質保証の充実

・製造所の品質マネジメントシステムは、品質保証の

原点である。堅牢なシステムが品質保証を高める。

・ 品質教育の充実

・人が製造所のカルチャーを作り出す
防菌防黴学会 第30回記念大会



ご清聴
ありがとうございました。

防菌防黴学会 第30回記念大会


