
GMP省令改正案のポイント

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

品質管理部

平成30年度 マスターファイル講習会
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セイフティ・トライアングル
～３つの業務による総合的なリスクマネジメント～

安全
継続的なリスク
の最小化

審査
適正な評価

救済
発生した
被害の救済

国民

国民の安全を守る

世界に誇る薬事システム

３つの業務を一体として行う世界で唯一の公的機関として、
レギュラトリーサイエンスに基づき、より安全でより品質のよい製品

をより早く医療現場に届け、医療水準の向上に貢献する

PMDAの３つの業務
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理事長
３理事

健康被害救済部審 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

総務部、企画調整部

国際部、財務管理部、
情報化統括推進室

規格基準部

関西支部

RSセンター

ジェネリック医薬品等審査部

※平成30年6月現在

体外診断薬審査室

北陸支部

医薬品医療機器総合機構（PMDA）について

研究支援・推進部

次世代評価手法推進部

医療情報活用部

ATセンター 国際協力室

監事
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品質管理部の業務方針
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・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、自己点検

・国際標準のガイドラインの
国内周知

製造所の監視

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）

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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PMDA北陸支部及びアジア医薬品・医療機器
トレーニングセンター

7

（概要）
【設置場所】 富山県庁くすり政策課内
【設置時期】 平成２８年６月９日
【実施業務】 富山県を拠点とする医薬品の製造所において、アジア医薬品・医療機器トレーニングセンターが行

うGMP調査に関する研修の実施等

アジア全体の医薬品・医療機器等の規制のレベルアップに貢献

○政府関係機関移転基本方針～抜粋～

（富山県） 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の支部を設置し、同支部に設置されるアジア医薬品・医療機器トレーニングセ
ンター研修所において、アジアの規制当局担当者に対し、GMP調査に関する研修を実施する。

平成28年3月に策定された政府関係機関移転基本方針に基づき設置

北陸支部

アジア医薬品・医療機器
トレーニングセンター研修所

人員 平成30年11月1日現在 6人

【ＰＭＤＡ】

指揮命令

報告

・アジア規制当局の要望のある分野や審査・査察
等の能力に応じた効果的なトレーニング機会の提
供等。
・日本の規制等について、アジア規制当局等担当
者に積極的に発信して理解を促進。

【富山県】

国内有数の医薬品
製造業の集積地

・PMDA北陸支部の施設の確保、円滑な運営のため
の人員の確保等に関して協力。
＜富山県におけるメリット＞
・アジア諸国の規制当局等の担当者が、研修に伴い
富山県を訪問することにより、医薬品の生産拠点と
しての富山県の知名度を高めることができる。
・知名度を高めることで、県内製薬企業等の国際展
開の推進に寄与。

連携



PIC/S総会とセミナーが、2019年11月に日本で初めて開催されます。
～ 開催地は富山県富山市に決定しました。 ～

医薬品査察当局の国際的な団体である、PIC/S総会とセミナーが、2019年11月
11日（月）から15日（金）にかけて、富山県富山市で開催されることが決まりました
のでお知らせします。
これは、先日（４月17日～18日）、スイス・ジュネーブで開催されたPIC/S総会で了
承されたものです。PIC/S総会とセミナーが日本で開催されるのは、今回が初めて
となります。国内外の「医薬品の製造及び品質管理（ＧＭＰ）査察担当者」が集まる
このセミナーでは、無菌医薬品の品質保証をテーマとするワークショップなどを予
定しており、国際的なGMP査察能力の向上、日本の医薬品GMPに対する信頼性
などにつながることが期待されます。

※日本がPIC/S 加盟して以降の総会・セミナーの開催地

2014年10月 フランス（パリ） 2017年9月 台湾（台北）
2015年10月 インドネシア（ヌサ・ドゥア） 2018年9月 米国（シカゴ）
2016年 7月 英国（マンチェスター）

平成30年5月25日厚労省報道発表より改変
お知らせ
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厚生労働行政推進調査事業

医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業

GMP、QMS及びGCTPのガイドラインの
国際整合化に関する研究
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３． GMP省令改正案のポイント

【注意事項】
これから説明するGMP省令改正案はあくまで研究班から厚
労省へ提出した研究成果物です。今後、厚生労働省内での
検討により、変更等される可能性があります。



2005 2010 2015 2020

GMPをとりまく環境を振り返る
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●GMP省令改正(’04/12）

●ICHQ9（品質リスクマネジメント：QRM）通知(’06/9)

●ICH Q10（医薬品品質システム：PQS）通知(’10/2)

●日本のPIC/S加盟(’14/7)

●改訂GMP施行通知(’13/8)

●ﾃﾞｰﾀ完全性ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

（MHRA他’16）

●不正製造問題→一斉点検

（’15～’16）

●PIC/Sｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに
PQS導入(’17/1)



不正製造問題

組織的隠蔽
利益重視

コンプライアンス欠落
ガバナンスの崩壊
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経営層の関与

•経営層にタイムリーに情報が伝達できるか？

• その情報は適切であるか？（正確さ、深さ）

•経営層は遅滞なく判断が出来ているか？（品質重視）

•経営層はリソースの配分を適切にできているか？

•行政へのアクセスの決断。

ICH Q10（医薬品品質システム）のさらなる浸透を。

ICH Q10の取り込みはグローバルな流れでもある。
13



「製造実態と製造販売承認書との整合の確保」

*2016/6/1 MHLW press release 医薬品の製造販売承認書と製造実態に関する一斉点検の結果

国内製造販売品目の約7割で
製造販売承認書との相違*（一斉点検）

↓

再発防止のため、

製造実態と承認書との整合性を確保するための活動
を確実に行う必要がある。

 製造手順等の変更時
 承認事項の変更手続き（変更届・一変申請）の必要性を評価。
 必要な場合は製販に連絡・連携。

 取りこぼしがないか監視する活動も必要（自己点検）。
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2005 2010 2015 2020
●GMP省令改正(’04/12）

●ICHQ9（品質リスクマネジメント：QRM）通知(’06/9)

●ICH Q10（医薬品品質システム：PQS）通知(’10/2)

●日本のPIC/S加盟(’14/7)

●改訂GMP施行通知(’13/8)

●ﾃﾞｰﾀ完全性ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

（MHRA他’16）

●不正製造問題→一斉点検

（’15～’16）

●PIC/Sｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに
PQS導入(’17/1)

最新の国際標準を有する
改正案を策定

時代の変化を反映した施策も必要

GMPをとりまく環境を振り返る

15
○研究班から厚労省に
省令案を提出（’18/4）



GMP省令改正の見直しの方針
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国際標準のGMP基準

 品質保証体制の更なる充実
 ICH, PIC/S等グローバルな動き
 最近の不正製造問題や承認書との
整合性確保も意識



GMP省令改正案の具体的内容

【主な改正提案事項】

医薬品品質システム
承認書遵守の徹底
GMP施行通知（2013年8月30日付）に追加した、

PIC/S GMPガイドライン重要項目
品質保証（QA）業務担当の設置
製販業者への連絡・連携
設備共用に関する規定
Data Integrity

17

※ あくまで研究班の提案



GMP省令改正案の構成
第一章 総則

第一条 趣旨
第二条 定義
第三条 適用の範囲

第二章 医薬品製造業者等の製造所における
製造管理及び品質管理

第一節 通則
第四条 上級経営陣の責任
第五条 品質リスクマネジメント
第六条 製造販売業者との取り決め
第七条 製造部門、品質部門
第八条 製造管理者
第九条 職員
第十条 製品標準書
第十一条 手順書
第十二条 構造設備
第十三条 製造管理
第十四条 品質管理
第十五条 製品品質の照査
第十六条 安定性モニタリング
第十七条 原料等の供給者管理
第十八条 外部委託業者の管理

第十九 条 製造所からの出荷の管理
第二十条 バリデーション
第二十一条 変更の管理
第二十二条 逸脱の管理
第二十三条 品質等に関する情報及び品質不良等
の処理
第二十四条 回収処理
第二十五条 自己点検
第二十六条 教育訓練
第二十七条 文書及び記録の管理

第二節 原薬の製造管理及び品質管理

第三節 無菌医薬品の製造管理及び品質管理

第四節 生物由来医薬品等の製造管理及び品質管理

第五節 雑則

第三章 医薬部外品製造業者等の製造所における製
造管理及び品質管理

18

赤字：新設した条文
青字：追記修正した条文

研究班案

注）条の並びは変更しています。



第四条 上級経営陣の責任

コンセプトの詳細

上級経営陣が、医薬品品質システムの確立と実施の

責任を持つとした。

省令には、上級経営陣が責任を負うべき業務として、

医薬品品質システムに係る重要事項を明示。

一．品質方針の確立

二．品質目標の設定と周知及び評価

三．適切な資源配分及び従業員への教育訓練の提供

四．マネジメントレビューの実施

五．情報伝達の仕組みの構築/維持 19

研究班案



第四条 上級経営陣の責任

省令案文

（上級経営陣の責任）
第四条

上級経営陣は、医薬品品質システムの確立及び実施並びにその実効性に責任を持ち、次
に掲げる業務を行うこと。

一．品質方針を確立し、医薬品品質システムの要素を文書化すること。

二．製造所ごとに、品質目標を定め、医薬品品質システムに関連する全ての職員及び組織
全体にそれを周知し、実効性を評価すること。

三．品質方針および品質目標を達成するために、必要な資源を配分するとともに、職員に
必要な教育訓練を提供すること。

四．製造所ごとにマネジメントレビューを定期的に実施し、必要に応じて、品質方針と品質目
標を達成するための資源を配分すること。

五．製造所ごとに、製品品質及び医薬品品質システムの問題等に係る情報を、すべての職
員から適時に上げるための情報伝達の仕組みを、構築、維持すること。

20用語は、ICH Q10の用語をできる限りそのまま用いた。

研究班案



ICH Q10（医薬品品質システム）とGMPの関連
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・上申プロセス
（適時情報伝達）

・品質マネジメントレビュー

製造所

上 級 経 営 陣

その他のGMPの品質システム

変更マネジメント
・ 薬制手続き
・ 変更管理

省令に新規追加。

製造管理 品質管理

品質
方針

稼働性能及び
製品品質モニタリング
・ 製品品質の照査

出
荷
判
定
（製
造
所
）

品質目標

継続的
改善

製造業者

資源の配置
及び見直し

品質リスク
マネジメント
の原則



GMP省令改正案の構成
第一章 総則

第一条 趣旨
第二条 定義
第三条 適用の範囲

第二章 医薬品製造業者等の製造所における
製造管理及び品質管理

第一節 通則
第四条 上級経営陣の責任
第五条 品質リスクマネジメント
第六条 製造販売業者との取り決め
第七条 製造部門、品質部門
第八条 製造管理者
第九条 職員
第十条 製品標準書
第十一条 手順書
第十二条 構造設備
第十三条 製造管理
第十四条 品質管理
第十五条 製品品質の照査
第十六条 安定性モニタリング
第十七条 原料等の供給者管理
第十八条 外部委託業者の管理

第十九 条 製造所からの出荷の管理
第二十条 バリデーション
第二十一条 変更の管理
第二十二条 逸脱の管理
第二十三条 品質等に関する情報及び品質不良等
の処理
第二十四条 回収処理
第二十五条 自己点検
第二十六条 教育訓練
第二十七条 文書及び記録の管理

第二節 原薬の製造管理及び品質管理

第三節 無菌医薬品の製造管理及び品質管理

第四節 生物由来医薬品等の製造管理及び品質管理

第五節 雑則

第三章 医薬部外品製造業者等の製造所における製
造管理及び品質管理
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赤字：新設した条文
青字：追記修正した条文

研究班案

注）条の並びは変更しています。



品質リスクマネジメント（第五条）
原料及び資材の参考品保管・製品の保存品保管
（第十四条に追加）

製品品質の照査（第十五条）

安定性モニタリング（第十六条）

原料等の供給者管理（第十七条）

ＧＭＰ施行通知の施行から5年近く経過し、
製薬企業における運用が浸透。

GMP施行通知（2013/8/30）に追加した事項を省令へ

研究班案
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GMP省令改正案の構成
第一章 総則

第一条 趣旨
第二条 定義
第三条 適用の範囲

第二章 医薬品製造業者等の製造所における
製造管理及び品質管理

第一節 通則
第四条 上級経営陣の責任
第五条 品質リスクマネジメント
第六条 製造販売業者との取り決め
第七条 製造部門、品質部門
第八条 製造管理者
第九条 職員
第十条 製品標準書
第十一条 手順書
第十二条 構造設備
第十三条 製造管理
第十四条 品質管理
第十五条 製品品質の照査
第十六条 安定性モニタリング
第十七条 原料等の供給者管理
第十八条 外部委託業者の管理

第十九 条 製造所からの出荷の管理
第二十条 バリデーション
第二十一条 変更の管理
第二十二条 逸脱の管理
第二十三条 品質等に関する情報及び品質不良等
の処理
第二十四条 回収処理
第二十五条 自己点検
第二十六条 教育訓練
第二十七条 文書及び記録の管理

第二節 原薬の製造管理及び品質管理

第三節 無菌医薬品の製造管理及び品質管理

第四節 生物由来医薬品等の製造管理及び品質管理

第五節 雑則

第三章 医薬部外品製造業者等の製造所における製
造管理及び品質管理
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赤字：新設した条文
青字：追記修正した条文

研究班案

注）条の並びは変更しています。



第六条 製造販売業者との取決め

背景

●製造販売承認書と製造所の製造実態の相違に関する一斉点検
厚生労働大臣により承認を得た医薬品の内、約7割において相違。
（2016/6）

●法令上の規定
製造販売承認事項の変更に伴う薬事手続きは、製販業者が主体だが、製
造業者が製造・試験方法の変更を製販へ適切に連絡することが不可欠。

●製造拠点のグローバル化
製販業者→製造業者 （GQP省令）

「製造業者－製販の連携・情報共有」及び「製造販売承認事項の遵守」
における、

製造業者の責任ある関与をGMP省令に明示。
25

研究班案



第六条 製造販売業者との取決め

省令案文

第六条 製造業者等は、製品の製造販売業者と次に掲げる事項を取り決め、

これを第十条に規定する文書又は第十一条に規定する文書に記載しなけれ

ばならない。

一～四 ＜略＞

五．製造・品質関連業務についての変更が当該製品の品質又は製造販売

承認事項に影響を及ぼすと思われる場合の製造販売業者に対しての事

前連絡の方法及び責任者

六．当該製品について得た情報のうち次に掲げるものについての製造販

売業者に対する速やかな連絡の方法及び責任者

イ 当該製品に係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健

衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために講ぜられた措置に関す

る情報

ロ その他当該製品の品質等に関する情報

七．その他必要な事項
26

研究班案



製販への連絡・製販との連携

製造販売業者との取決め
GQP省令第7条（製造業者との取決め）を、GMP省令要求事項としても明記。

取決めに基づいた連絡・連携の実施
●品質に影響するおそれのある事案の発見・情報入手

 安定性モニタリング結果の異常値

 重大な逸脱

 品質・承認書に影響のある変更

 品質情報

27

双方向のアクセス

品質に関わる情報
薬事制度に関わる情報

製造業者／製造所 製造販売業者



GMP省令改正案の構成
第一章 総則

第一条 趣旨
第二条 定義
第三条 適用の範囲

第二章 医薬品製造業者等の製造所における
製造管理及び品質管理

第一節 通則
第四条 上級経営陣の責任
第五条 品質リスクマネジメント
第六条 製造販売業者との取り決め
第七条 製造部門、品質部門
第八条 製造管理者
第九条 職員
第十条 製品標準書
第十一条 手順書
第十二条 構造設備
第十三条 製造管理
第十四条 品質管理
第十五条 製品品質の照査
第十六条 安定性モニタリング
第十七条 原料等の供給者管理
第十八条 外部委託業者の管理

第十九 条 製造所からの出荷の管理
第二十条 バリデーション
第二十一条 変更の管理
第二十二条 逸脱の管理
第二十三条 品質等に関する情報及び品質不良等
の処理
第二十四条 回収処理
第二十五条 自己点検
第二十六条 教育訓練
第二十七条 文書及び記録の管理

第二節 原薬の製造管理及び品質管理

第三節 無菌医薬品の製造管理及び品質管理

第四節 生物由来医薬品等の製造管理及び品質管理

第五節 雑則

第三章 医薬部外品製造業者等の製造所における製
造管理及び品質管理

28

赤字：新設した条文
青字：追記修正した条文

研究班案

注）条の並びは変更しています。



29

第十八条 外部委託業者の管理

背景

一斉点検で見つかった承認書との相違に、
外部試験検査機関における試験方法の変更が多く含まれていた。

製造業者は、外部試験検査機関における変更管理も把
握する必要がある。

その他に、製品品質に影響のある業務を委託する業者
の管理も必要である。

↓

「ICH Q10ガイドライン」に示される、
「外部委託作業(2.7)」を基に条文を新設。

研究班案



省令案文

（外部委託業者の管理） 第十八条

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる
外部委託業者の管理に係る業務を適切に行わせなければならない。

一．外部委託業者の適性や能力を監査などにより確認したうえで、承認す
ること。

二．外部委託業者と、取決めを締結すること。

三．前号の取決めを行った外部委託業者における外部委託作業が、適正
かつ円滑に行われていることを適切に確認すること。必要に応じて改
善の指示をすること。

30

コンセプト

 ICHQ10に示される外部委託作業（2.7）を参考に条文を新設。
原料等の供給者は、原料等の供給者管理（案第17条）で規定。本条項

の対象外と整理。

第十八条 外部委託業者の管理 研究班案



GMP省令改正案の構成
第一章 総則

第一条 趣旨
第二条 定義
第三条 適用の範囲

第二章 医薬品製造業者等の製造所における
製造管理及び品質管理

第一節 通則
第四条 上級経営陣の責任
第五条 品質リスクマネジメント
第六条 製造販売業者との取り決め
第七条 製造部門、品質部門
第八条 製造管理者
第九条 職員
第十条 製品標準書
第十一条 手順書
第十二条 構造設備
第十三条 製造管理
第十四条 品質管理
第十五条 製品品質の照査
第十六条 安定性モニタリング
第十七条 原料等の供給者管理
第十八条 外部委託業者の管理

第十九 条 製造所からの出荷の管理
第二十条 バリデーション
第二十一条 変更の管理
第二十二条 逸脱の管理
第二十三条 品質等に関する情報及び品質不良等
の処理
第二十四条 回収処理
第二十五条 自己点検
第二十六条 教育訓練
第二十七条 文書及び記録の管理

第二節 原薬の製造管理及び品質管理

第三節 無菌医薬品の製造管理及び品質管理

第四節 生物由来医薬品等の製造管理及び品質管理

第五節 雑則

第三章 医薬部外品製造業者等の製造所における製
造管理及び品質管理

31

赤字：新設した条文
青字：追記修正した条文

研究班案

注）条の並びは変更しています。



省令案文
第七条
製造業者等は、製造所ごとに、法第十七条第四項に規定する医薬品製造管理者及び法
第六十八条の十六第一項に規定する生物由来製品(法第二条第十項に規定する生物由
来製品をいう。以下同じ。)の製造を管理する者(医薬品等外国製造業者にあっては、法第
十三条の三第一項の認定を受けた製造所の責任者又は当該医薬品等外国製造業者が
あらかじめ指定した者)(以下「製造管理者」と総称する。)の監督の下に、製造部門及び品
質部門を置かなければならない。

２ 品質部門は、品質保証に係る業務を担う組織及び品質管理に係る業務を担う組織を
含むこと。

３ 品質部門は、製造部門から独立していなければならない。

第七条 製造部門、品質部門
研究班案

コンセプト

従来の品質部門に品質保証に係る業務を担う組織（QA）の設置
を規定。

製造管理者の管理監督の下、品質保証に係わる業務を実際に
遂行する組織。

32



省令案文

第七条 ＜略＞
２ 品質部門は、品質保証に係る業務を担う組織及び品質管理に
係る業務を担う組織を含むこと。

３ 品質部門は、製造部門から独立していなければならない。

第七条 製造部門、品質部門
研究班案

● QA業務の趣旨について施行通知に記載。

施行通知案文

第2項の「品質保証に係る業務を担う組織」とは、製造所における製
造手順等が適切であることを管理するために、製造部門及び品質
管理に係る業務を担う組織が行う業務を保証する組織の設置を求
めているものである。

33



● 製造販売承認事項の遵守
省令案文 第8条 製造管理者

製造販売承認事項と製造所における製造手順等に相違が生じないよう、品質保
証に係る業務を担う組織に管理させること。

● 製造管理
省令案文 第13条 製造管理

製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行わ
れていることを確認し、その結果を品質保証に係る業務を担う組織に対して文書
により報告すること。

● 製品品質の照査
省令案文 第15条 製品品質の照査

製造業者等は、品質保証に係る業務を担う組織に、手順書等に基づき、次に掲げ
る業務を行わせなければならない：製品品質の照査を行うこと 等。

● 原料等の供給者の管理
省令案文 第17条 原料等の供給者管理

製造業者等は、品質保証に係る業務を担う組織に、手順書等に基づき、次に掲げる
業務を行わせなければならない：原料等の供給者を承認すること等

“品質保証に係る業務を担う組織”が管理するとした業務

研究班案

34



（続き）
● 出荷判定

省令案文 第19条 出荷の管理

第製造業者等は、品質保証に係る業務を担う組織に、（中略）製品の製造所からの
出荷の可否を決定する業務を行わせなければならない。

● バリデーション
省令案文 第20条 バリデーション

バリデーションの計画及び結果を品質保証に係る業務を担う組織に対して文書によ
り報告し、承認を受けること。

● 変更の管理
省令案文 第21条 変更の管理
変更による製品品質及び製造販売承認事項への影響評価、変更の承認

● その他、GMP上の重要なシステムを文書にて報告を受け確認する
逸脱管理の結果
回収に係る記録
自己点検結果
品質情報の処理結果

“品質保証に係る業務を担う組織”が管理するとした業務
研究班案
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GMP省令改正案の構成
第一章 総則

第一条 趣旨
第二条 定義
第三条 適用の範囲

第二章 医薬品製造業者等の製造所における
製造管理及び品質管理

第一節 通則
第四条 上級経営陣の責任
第五条 品質リスクマネジメント
第六条 製造販売業者との取り決め
第七条 製造部門、品質部門
第八条 製造管理者
第九条 職員
第十条 製品標準書
第十一条 手順書
第十二条 構造設備
第十三条 製造管理
第十四条 品質管理
第十五条 製品品質の照査
第十六条 安定性モニタリング
第十七条 原料等の供給者管理
第十八条 外部委託業者の管理

第十九 条 製造所からの出荷の管理
第二十条 バリデーション
第二十一条 変更の管理
第二十二条 逸脱の管理
第二十三条 品質等に関する情報及び品質不良等
の処理
第二十四条 回収処理
第二十五条 自己点検
第二十六条 教育訓練
第二十七条 文書及び記録の管理

第二節 原薬の製造管理及び品質管理

第三節 無菌医薬品の製造管理及び品質管理

第四節 生物由来医薬品等の製造管理及び品質管理

第五節 雑則

第三章 医薬部外品製造業者等の製造所における製
造管理及び品質管理
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赤字：新設した条文
青字：追記修正した条文

研究班案

注）条の並びは変更しています。



省令案文

(製造管理者)
第八条 製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一．製造管理、品質管理及び品質保証に係る業務(以下「製造・品質関連業務」

という。)を統括し、その適正かつ円滑な実施が図られ、医薬品品質システム
が適切に運用されるよう管理すること。

二．医薬品品質システムの実施状況を確認し、改善の必要性を上級経営陣に
報告すること。

三．製造販売承認事項と製造所における製造手順等に相違が生じないよう、品
質保証に係る業務を担う組織に管理させること。

コンセプト
 医薬品品質システム（PQS）の導入に伴い、製造管理者の責務を見直した。
 品質部門に｢品質保証に係る業務を担う組織｣を設置し、製造管理者がそ
の組織を管理するイメージ。

（１）PQSの運用を管理。
（２）PQSの改善の必要性を上申。
（３）製造販売承認事項と製造実態に相違が生じないよう管理。

第八条 製造管理者 研究班案
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第八条 製造管理者

省令案文
(製造管理者)
第八条 製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
＜略＞

三 製造販売承認事項と製造所における製造手順等に相違が生じないよう、品質
保証に係る業務を担う組織に管理させること。

38

研究班案

● 製造販承認事項遵守に係る製造管理者の責務を、施行通知で解説。

施行通知案文

第3号は、品質保証に係る業務を担う組織が、製造販売承認事項と製造所における
製造手順等に相違が生じないよう変更管理、逸脱管理、自己点検等の業務を適切
に行っていることを管理することを求めるものであること。



GMP省令改正案の構成
第一章 総則

第一条 趣旨
第二条 定義
第三条 適用の範囲

第二章 医薬品製造業者等の製造所における
製造管理及び品質管理

第一節 通則
第四条 上級経営陣の責任
第五条 品質リスクマネジメント
第六条 製造販売業者との取り決め
第七条 製造部門、品質部門
第八条 製造管理者
第九条 職員
第十条 製品標準書
第十一条 手順書
第十二条 構造設備
第十三条 製造管理
第十四条 品質管理
第十五条 製品品質の照査
第十六条 安定性モニタリング
第十七条 原料等の供給者管理
第十八条 外部委託業者の管理

第十九 条 製造所からの出荷の管理
第二十条 バリデーション
第二十一条 変更の管理
第二十二条 逸脱の管理
第二十三条 品質等に関する情報及び品質不良等
の処理
第二十四条 回収処理
第二十五条 自己点検
第二十六条 教育訓練
第二十七条 文書及び記録の管理

第二節 原薬の製造管理及び品質管理

第三節 無菌医薬品の製造管理及び品質管理

第四節 生物由来医薬品等の製造管理及び品質管理

第五節 雑則

第三章 医薬部外品製造業者等の製造所における製
造管理及び品質管理

39

赤字：新設した条文
青字：追記修正した条文

研究班案

注）条の並びは変更しています。



コンセプト

省令案への追加事項に関する手順を追加。

従来の「基準書」については、「手順書」の一つとした。

 Data Integrityの確保
手順書を作成する際に、「文書及び記録の完全性を確
保」するよう作成することを明記。

第十一条 手順書
研究班案
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省令案文

（手順書）
第十一条 製造業者等は、製造所ごとに、次に掲げる手順に関する文書
(以下「手順書」という。)を作成し、これを保管しなければならない。
一 衛生管理に関する手順
二 製造工程、製造設備及び資材並びに製品等の管理に関する手順
三 試験検査設備及び検体等の管理、その他適切な試験検査の実施に関
する手順

四 製品品質の照査に関する手順
五 安定性モニタリングに関する手順
六 原料等の供給者管理に関する手順
七 外部委託業者の管理に関する手順
八 製造所からの出荷の管理に関する手順
九 ～十七 ＜略＞

２ 製造業者等は、文書及び記録の完全性を確保するよう、第一項の手
順書を作成すること。

第十一条 手順書
研究班案
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Data Integrity

省令案のコンセプト

文書及び記録の完全性（Data Integrity）の確保は、

GMP活動の基本。
※Data Integrityは新しい規制要件ではない。

文書及び記録の完全性確保のための仕組み作り。

⇒Data Integrityのための要素を手順書に落とし込む。

42

研究班案



• Attributable(帰属)

• Legible(判読可能)

• Contemporaneous(同時)

• Original(オリジナル)

• Accurate(正確)

• Complete(完全)

• Consistent(整合)

• Enduring(耐久)

• Available(入手可能)

43特に説明をしておきたいポイントを以降3点示します。

Good Documentation Practices (GDocPs)

ALCOA +

PIC/S DIガイドライン（案）
(DRAFT PIC/S GOOD PRACTICES FOR DATA MANAGEMENT AND   
INTEGRITY IN REGULATED GMP/GDP ENVIRONMENTS) 



Attributable(帰属)

•記録されたタスクの実行者が特定できる。
教育訓練を受け認定された従業員によって行われ
たことの証明になる。

•記録の変更、訂正、削除を行った場合も同様。
適切な人が変更、訂正、削除を行っているか?

44

ALCOA+



Contemporaneous(同時的)

•アクション、事象、決定の証拠はそれらが発
生したその時に記録しなければならない。

•この文書化は、何が行われ、何がどういう理
由で決定されたか、即ち決定の際に何が影
響したかを正確に証明するものとして役立つ。

45

ALCOA+



Complete(完全であること)

•事象を再現できるだけの記録があること。

•詳細さのレベルはデータの重要性による。

•電子的に生成されたデータが完全であるため
には関連するメタデータ*も含まれていなけれ
ばならない。
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＊：データのデータ（作成日時、作成者、データタイトルなど）

ALCOA+



注） 事例は実際の指摘事項文を編集したものです。実際の
指摘に当たっては問題の背景や製品品質への影響を踏まえ
発出をしております。従って、ここに示した記載内容のみに
よって不備と判断されるとは限らない旨ご留意ください。
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Data Integrity要素の手順書への落とし込みが不十分だった事例



×Attributable(帰属)

• 製品試験の記録書には各試験項目について実際に試験を行った

日付と試験者の署名が無かった。

×Contemporaneous(同時的)

• 試薬の調製時に、試験者は手順書を見ながら作業を行っていた

が、記録が必要な事項について、作業の都度記録していなかった。

×Complete(完全であること)

• 試験記録書には「手順書の通りに実施した」の項目にチェックを

付ける様式としており、実際の操作の具体的な記録がなかった。
48

Data Integrity要素の手順書への落とし込みが不十分だった事例



省令案文
（文書及び記録の管理）

第二十七条 製造業者等は、この省令に規定する文書及び記録について、あ
らかじめ指定した者に、手順書に基づき、次に掲げる事項を行わせなければ
ならない。

一 文書を作成し、又は改訂する場合においては、承認、配付、保管等を行う
こと。

二 手順書等を作成し、又は改訂するときは、当該手順書等にその日付を記
載するとともに、それ以前の改訂に係る履歴を保管すること。
三 この省令に規定する文書及び記録を、作成の日(手順書等については使
用しなくなった日)から五年間(ただし、当該記録等に係る製品の有効期間に一

年を加算した期間が五年より長い場合においては、教育訓練に係る記録を除
き、その有効期間に一年を加算した期間)保管すること。

２ 製造業者等は、手順書に基づき、文書及び記録の完全性を
確保すること。

第二十七条 文書及び記録の管理
研究班案

コンセプト

• 第十一条の手順書に基づき、文書及び記録の完全性を確保。
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GMP省令改正案の構成
第一章 総則

第一条 趣旨
第二条 定義
第三条 適用の範囲

第二章 医薬品製造業者等の製造所における
製造管理及び品質管理

第一節 通則
第四条 上級経営陣の責任
第五条 品質リスクマネジメント
第六条 製造販売業者との取り決め
第七条 製造部門、品質部門
第八条 製造管理者
第九条 職員
第十条 製品標準書
第十一条 手順書
第十二条 構造設備
第十三条 製造管理
第十四条 品質管理
第十五条 製品品質の照査
第十六条 安定性モニタリング
第十七条 原料等の供給者管理
第十八条 外部委託業者の管理

第十九 条 製造所からの出荷の管理
第二十条 バリデーション
第二十一条 変更の管理
第二十二条 逸脱の管理
第二十三条 品質等に関する情報及び品質不良等
の処理
第二十四条 回収処理
第二十五条 自己点検
第二十六条 教育訓練
第二十七条 文書及び記録の管理

第二節 原薬の製造管理及び品質管理

第三節 無菌医薬品の製造管理及び品質管理

第四節 生物由来医薬品等の製造管理及び品質管理

第五節 雑則

第三章 医薬部外品製造業者等の製造所における製
造管理及び品質管理
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赤字：新設した条文
青字：追記修正した条文

研究班案

注）条の並びは変更しています。



コンセプト

 現在、GMP設備の、GMP省令が適用されない製品との共用に関
する考え方は、事例集でしか明示されてない。

 国内製造所で、農薬の設備共用による不適合事例あり。グロー
バルでも共用を禁止としている農薬等の強い毒性を有する物質
の共用を禁止を明記。

 GMP省令適用外の物質について条件付きの共用規定を記載。

第十二条 構造設備 研究班案
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省令案文

第十二条

＜略＞

２ 製品の製造所の構造設備を、除草剤、殺虫剤、殺そ剤、農薬等
の強い毒性のある物の製造に使用してはならない。

３ 製品の製造所の構造設備を、この省令が適用されない物質の
製造に使用してはならない。ただし、検証された当該物質の不活化
又は除去する工程もしくは構造設備の清浄化による他の製品への
交叉汚染の防止策を講じる場合においては、この限りではない。

第十二条 構造設備 研究班案
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GMP省令改正案の構成
第一章 総則

第一条 趣旨
第二条 定義
第三条 適用の範囲

第二章 医薬品製造業者等の製造所における
製造管理及び品質管理

第一節 通則
第四条 上級経営陣の責任
第五条 品質リスクマネジメント
第六条 製造販売業者との取り決め
第七条 製造部門、品質部門
第八条 製造管理者
第九条 職員
第十条 製品標準書
第十一条 手順書
第十二条 構造設備
第十三条 製造管理
第十四条 品質管理
第十五条 製品品質の照査
第十六条 安定性モニタリング
第十七条 原料等の供給者管理
第十八条 外部委託業者の管理

第十九 条 製造所からの出荷の管理
第二十条 バリデーション
第二十一条 変更の管理
第二十二条 逸脱の管理
第二十三条 品質等に関する情報及び品質不良等
の処理
第二十四条 回収処理
第二十五条 自己点検
第二十六条 教育訓練
第二十七条 文書及び記録の管理

第二節 原薬の製造管理及び品質管理

第三節 無菌医薬品の製造管理及び品質管理

第四節 生物由来医薬品等の製造管理及び品質管理

第五節 雑則

第三章 医薬部外品製造業者等の製造所における製
造管理及び品質管理
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赤字：新設した条文
青字：追記修正した条文

研究班案

注）条の並びは変更しています。



第二十一条 変更の管理

コンセプト

 製造業者は製販と連携し、製造所の手順等と製造販売承認事項
の間に相違が生じないように管理。

 変更後に行う、製品品質への影響評価及び変更の目的が達成さ
れたことの確認のための評価を追加。（ICHQ10ガイドラインの変
更マネジメントに相当。）

 “品質保証に係る業務を担う組織（QA）”が変更管理業務を管理
するとした。

 変更管理の実施状況を製造管理者に報告することとした。

研究班案
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品質又は製造販売承認事項に影響の恐れが
なし あり

QAは
製品品質への影響を評価

製造販売承認事項に関わるか評価

製造販売業者に
連絡

記録、
変更承認

必要な措置
(文書改訂、教育訓練etc.)

変更の実施 → 変更後の評価

変更提案

(改正省令案：一般的な変更管理フロー例)
赤字：追加事項

変更管理のフローについて 研究班案

Q10の変更マネ
ジメントに相当。
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第二十一条 変更の管理

省令案文

第二十一条 製造業者等は、製造手順等について、製品の品質に影響を
及ぼすおそれのある変更又は製造販売承認事項に影響を及ぼすおそれの
ある変更を行う場合においては、品質保証に係る業務を担う組織に、手
順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。

一．当該変更による製品の品質及び製造販売承認事項への影響を評価す
ること。

二．当該変更により製品の品質に影響を及ぼすおそれのある場合又は製
造販売承認事項に影響を及ぼすおそれのある場合においては、取り
決めに従い、第一号の評価の結果を製造販売業者に連絡し、確認を
受けること。

三．第一号の評価の結果及び第二号の確認の結果をもとに変更を行うこ
とについて承認すること。

四．前第一～三号の実施状況を製造管理者に報告すること。
五． 第二号に係る変更を実施した場合は、製造販売業者に報告すること。
六． 当該変更を実施した後に、製品の品質への影響及び変更の目的が達成

されたことを確認するための評価を行うこと。

研究班案
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GMP省令改正案の構成
第一章 総則

第一条 趣旨
第二条 定義
第三条 適用の範囲

第二章 医薬品製造業者等の製造所における
製造管理及び品質管理

第一節 通則
第四条 上級経営陣の責任
第五条 品質リスクマネジメント
第六条 製造販売業者との取り決め
第七条 製造部門、品質部門
第八条 製造管理者
第九条 職員
第十条 製品標準書
第十一条 手順書
第十二条 構造設備
第十三条 製造管理
第十四条 品質管理
第十五条 製品品質の照査
第十六条 安定性モニタリング
第十七条 原料等の供給者管理
第十八条 外部委託業者の管理

第十九 条 製造所からの出荷の管理
第二十条 バリデーション
第二十一条 変更の管理
第二十二条 逸脱の管理
第二十三条 品質等に関する情報及び品質不良等
の処理
第二十四条 回収処理
第二十五条 自己点検
第二十六条 教育訓練
第二十七条 文書及び記録の管理

第二節 原薬の製造管理及び品質管理

第三節 無菌医薬品の製造管理及び品質管理

第四節 生物由来医薬品等の製造管理及び品質管理

第五節 雑則

第三章 医薬部外品製造業者等の製造所における製
造管理及び品質管理
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赤字：新設した条文
青字：追記修正した条文

研究班案

注）条の並びは変更しています。



第二十二条 逸脱の管理

コンセプト

 重大な逸脱であるかどうかの判断のための、逸脱の影
響調査を明示。

 逸脱の原因究明を明示。

研究班案
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逸脱管理のフローについて 研究班案

重大な逸脱の場合

記録
逸脱による影響調査

原因究明
製販に連絡

CAPA

QAに報告

QAは製造管理者に報告

逸脱の発生

(改正省令案：一般的な逸脱管理フロー例)
赤字：追加/変更した事項
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省令案文
第二十二条 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に
掲げる業務を行わせなければならない。
一 製造手順等からの逸脱(以下単に「逸脱」という。)の内容を記録し、影響調査
して記録を作成し、保管すると ともに、品質保証に係る業務を担う組織に対して
文書により報告し、確認を受けること。
二 重大な逸脱が生じた場合においては、次に掲げる業務を行うこと。
イ 逸脱の原因究明を行うこと。
ロ 製造販売業者に報告すること。
ハ 是正措置及び予防措置を採ること。
ニ イ～ハに係る内容について記録を作成し、保管するとともに、品質保証に
係る業務を担う組織に対して文書により報告すること。
ホ ニの規定により報告された評価の結果及び措置について、品質保証に係
る業務を担う組織の確認を受けること。

２ 製造業者等は、品質保証に係る業務を担う組織に、手順書等に基づき、前項
第一号及び第二号ニにより確認した記録を作成させ、保管させるとともに、前項第
二号の確認結果の記録を製造管理者に対して文書により適切に報告させなけれ
ばならない。

第二十二条 逸脱の管理 研究班案

現行省令に
明示なし。

• 逸脱の影響の範囲・程度を評価。

• その結果に基づき逸脱の重大性
を決定。
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省令案文
第二十二条 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業
務を行わせなければならない。
一 製造手順等からの逸脱(以下単に「逸脱」という。)の内容を記録し、影響調査して記録を
作成し、保管するとともに、品質保証に係る業務を担う組織に対して文書により報告し、確
認を受けること。
二 重大な逸脱が生じた場合においては、次に掲げる業務を行うこと。

＜略＞

第二十二条 逸脱の管理 研究班案

● 「影響調査」を解説。

施行通知案文
• 第1項第1号の「影響調査」とは、発生したすべての逸脱に対して、製造管理及び品質管
理の状況に基づいて、製品品質への影響の他、製造管理及び品質管理の方法にも与え
る影響の範囲や程度について評価を行い、その結果に基づき逸脱の重大性を決定する
こと。
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GMP省令改正案の構成
第一章 総則

第一条 趣旨
第二条 定義
第三条 適用の範囲

第二章 医薬品製造業者等の製造所における
製造管理及び品質管理

第一節 通則
第四条 上級経営陣の責任
第五条 品質リスクマネジメント
第六条 製造販売業者との取り決め
第七条 製造部門、品質部門
第八条 製造管理者
第九条 職員
第十条 製品標準書
第十一条 手順書
第十二条 構造設備
第十三条 製造管理
第十四条 品質管理
第十五条 製品品質の照査
第十六条 安定性モニタリング
第十七条 原料等の供給者管理
第十八条 外部委託業者の管理

第十九 条 製造所からの出荷の管理
第二十条 バリデーション
第二十一条 変更の管理
第二十二条 逸脱の管理
第二十三条 品質等に関する情報及び品質不良等
の処理
第二十四条 回収処理
第二十五条 自己点検
第二十六条 教育訓練
第二十七条 文書及び記録の管理

第二節 原薬の製造管理及び品質管理

第三節 無菌医薬品の製造管理及び品質管理

第四節 生物由来医薬品等の製造管理及び品質管理

第五節 雑則

第三章 医薬部外品製造業者等の製造所における製
造管理及び品質管理
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赤字：新設した条文
青字：追記修正した条文

研究班案

注）条の並びは変更しています。



第二十六条 教育訓練
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省令案文
第二十六条 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に
掲げる業務を行わせなければならない。

一 製造・品質関連業務に従事する職員に対して、必要な教育訓練を計画的に実
施すること。
二 教育訓練の実施状況を製造管理者に対して文書により報告すること。
三 教育訓練の実施の記録を作成し、これを保管すること。

四 定期的に教育訓練の実効性を評価し、必要な改善措置を採るとともに、その
記録を作成し、これを保管すること。

コンセプト
●教育訓練システムが有効に機能していることを確認するため、教育訓練の実効性評
価を追加。

研究班案

施行通知案文
• 第1項第4号の「定期的に教育訓練の実効性を評価」するとは、従業員が担当の業務や
職責を熟知し、遂行する能力があるかの評価並びにその実態等から、現在の教育訓練
システムが有効なものとなっているかを、予め定めた期間で評価することによって、必要
に応じ教育訓練システムを改善することである。



１．PMDAのGMP調査体制

２．国際活動

３．GMP省令改正案のポイント

４．まとめ

本日の内容
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本日のまとめ

GMP省令が14年ぶりに改正

運用に当っては厚労科研で作成したツールを参考に
して頂きたい。

2019年11月富山県でPIC/S総会・セミナー開催
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ご清聴ありがとうございました。

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