
平成２７年度広島県
医薬品等製造販売業（製造業）管理者講習会
（ＧＶＰ）

※講演資料には演者個人の経験に基づく表現も含まれています。

平成２７年１２⽉７日（月）14：00〜14：30
広島県健康福祉局薬務課
製薬振興グループ
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平成２６年１１月２５日施行

薬事法

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律

（略称：医薬品医療機器法又は薬機法）

2
保健衛生の向上

安全

性

有効

性

品質

薬事は究極の医療倫理

ＰＭＤＡ 近藤達也 理事長

１ はじめに ～薬機法について～



１１１１ 医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化

(1) 薬事法の目的に、保健衛生上の危害の発生・拡大防止のため必要な規制を行うことを明示する。

(2) 医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等に係る責務を関係者に課す。

(3) 医薬品等の製造販売業者は、最新の知見に基づき添付文書を作成し、厚生労働大臣に届け出るも

のとする。

２２２２ 医療機器の特性を踏まえた規制の構築医療機器の特性を踏まえた規制の構築医療機器の特性を踏まえた規制の構築医療機器の特性を踏まえた規制の構築

(1) 医療機器の製造販売業・製造業について、医薬品等と章を区分して規定する。

(2) 医療機器の民間の第三者機関による認証制度を、基準を定めて高度管理医療機器にも拡大する。

(3) 診断等に用いる単体プログラムについて、医療機器として製造販売の承認・認証等の対象とする。

(4) 医療機器の製造業について、許可制から登録制に簡素化する。

(5) 医療機器の製造・品質管理方法の基準適合性調査について、合理化を図る。

３３３３ 再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築

(1) 「再生医療等製品」を新たに定義するとともに、その特性を踏まえた安全対策等の規制を設ける。

(2) 均質でない再生医療等製品について、有効性が推定され、安全性が認められれば、特別に早期に、

条件及び期限を付して製造販売承認を与えることを可能とする。

４４４４ その他その他その他その他

薬事法の題名を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改める

ほか、所要の改正を行う。

平成２６年1１月２５日

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 法律の概要法律の概要法律の概要法律の概要

ⅡⅡⅡⅡ 施行期日施行期日施行期日施行期日 3

１ はじめに ～薬機法について～

保健衛生の向上安全性有効性 品質
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保健衛生の向上安全性有効性 品質１ はじめに ～薬機法について～

法第１条（目的）法第１条（目的）法第１条（目的）法第１条（目的）

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等

製品（以下「医薬品等」という。）の品質、有効性及び安全性の確保並び

にこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のため

に必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほ

か、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製

品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生

の向上を図ることを目的とする。

薬機法は保健衛生の向上を図ることを目的
とした法律
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保健衛生の向上安全性有効性 品質１ はじめに ～薬機法について～

法第１２条の２（製造販売業の許可の基準）法第１２条の２（製造販売業の許可の基準）法第１２条の２（製造販売業の許可の基準）法第１２条の２（製造販売業の許可の基準）

次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないこと

ができる。

一一一一 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理の方法が、厚

生労働省令で定める基準に適合しないとき。

二 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理

（品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要

な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置をいう。以下同じ。）

の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。

三三三三 （略）

収集 検討 措置



厚生労働省は，薬事法第７２条の４第１項の規定に基づき行政処分を行い，

平成26年７月31日付けで下記のとおり報道発表を実施した。

・ 副作用を把握していたのに，定めら
れた期限内に報告しなかった。
・ ＭＲが副作⽤情報を安全管理統括部
門に伝えていなかった。
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２ 最近のＧＶＰ違反に関する事例

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000053244.html



厚⽣労働省は，医薬品医療機器法第７５条第１項の規定に基づき⾏政処
分を⾏い，平成27年２⽉27日付けで下記のとおり報道発表を実施した。
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２ 最近のＧＶＰ違反に関する事例

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075273.html

平成27年３⽉５⽇から同年３⽉19日ま
での15日間，医薬品の副作用報告義務違
反としては初めて，第一種医薬品製造販
売業の業務停⽌命令を⾏った。



厚⽣労働省は，医薬品医療機器法第７２条の４第１項の規定に基づき
⾏政処分を⾏い，平成27年11月13日付けで下記のとおり報道発表を実
施した。
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２ 最近のＧＶＰ違反に関する事例

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000102311.html

・ 副作用報告システム障害により，
製造販売承認された医薬品の副作用を
定められた期限内に報告しなかった。
・ 治験薬の副作用を定められた期限
内に報告しなかった。



厚⽣労働省は，医薬品医療機器法第７２条の４第１項の規定に基づき⾏政
処分を⾏い，平成27年９⽉１日付けで下記のとおり報道発表を実施した。
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２ 最近のＧＶＰ違反に関する事例

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000094443.html

・ 報告義務の対象となる副作用を把
握していたにもかかわらず，定められ
た期限内に報告しなかった。
・ 安全管理情報を適切に収集する義
務を安全管理責任者⼜は安全管理実施
責任者が果たしていなかった。



厚⽣労働省健康局健康課は，平成27年11月２日付け事務連絡「一般財団
法⼈化学及⾎清療法研究所の製造するワクチン製剤について」を発出した。
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２ （補足）最近のＧＶＰ以外の違反

・ 「化血研」という。）が製造販売するワクチン製剤については，承認
書と製造実態の齟齬等についての厚生労働省への報告が適切になされていな
いことが判明した。
・ ９月18 日付けで出荷の⾃粛を要請するとともに適切な報告を求めてた。
・ 出荷⾃粛が継続されているワクチン製剤の供給不⾜は⽣じない⾒込み。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji.html?tid=127854

薬事・食品衛生審議会
（血液事業部会運営委
員会）に，化血研第三
者委員会結果報告書が
掲載されています。



厚生労働省医薬⾷品局監視指導・⿇薬対策課は，平成27年９⽉30日付
け薬食監麻発0930第１号「亜酸化窒素製品の無許可販売等に対する指
導取締りの強化について」を発出した。
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２ （補足）最近のＧＶＰ以外の違反

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101866.html

・ 麻酔薬の一酸化二窒素（別名：亜酸化窒素）が乱用されて
いるため，指導取締りを強化した。
・（H27.10.22報道発表資料）今後，危険ドラッグに使われ
る一酸化二窒素を新たに指定薬物として指定する。

許可された製造所で製造さ
れていない「シバガス」等の
亜酸化窒素製品（医薬品）を、
吸入する目的で無許可で販売
することは，医薬品医療機器
法第24条第１項及び第55条
第２項に違反する⾏為です。



―改善命令等―
法第７２条の４第１項
厚生労働大臣は，医薬品等の製造販売業者等に対して，その者にこの法律
⼜はこれに基づく命令の規定に違反する⾏為があった場合において，保健
衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは，
その製造販売業者等に対して改善命令を命ずることができる。

―許可の取消し等―
法第７５条第１項
厚生労働大臣は，医薬品等の製造販売業者等に対して，
・医薬品医療機器法その他薬事に関する法令，法令に基づく処分に違反す
る⾏為があったとき
・これらの者が第五条第三号等規定に該当するに至ったとき

許可取消し，期間を定めて業務停⽌（全部若しくは⼀部）を命ずることができる。

（※ 罰則規定あり）

（※ 罰則規定あり）

２ （補足）根拠法令（要約）



GVP（Good Vigilance Practice）
医薬品，医薬部外品，化粧品，医療機器及び再⽣医療等製品の製造販売後

安全管理の基準に関する省令（平成１６年９⽉２２⽇厚⽣労働省令第１３５号）
製造販売業者は，医療機器等による危害が発⽣するおそれがある場合，

危害が発⽣した場合，製造販売後安全管理を適正に実⾏しなければならない。

安全管理情報の収集・検討
安全確保措置の⽴案・実施
各部門等への情報提供等

・ 安全確保に係る製造販売業者の組織体制
・安全管理業務を⾃主的に適切に遂⾏していくための⼿順書
の作成 等

を適切かつ円滑に遂⾏

３ なぜＧＶＰ，安責が必要か



14

３ なぜＧＶＰ，安責が必要か

� 会場の皆様から御意⾒を

総括

安責品責



15

４ どうすれば機能するのか

とは言っても実際は難しい・・・

� 大前提
・トップを含めて全職員が必要性を認識していること
・必要な人員と組織に権限が付与されていること
・システムが構築されていること

� 収集
・収集先に漏れがないこと
・収集した記録が作成，保存されていること

� 検討
・収集した情報に基づき遅滞なく対策を検討すること
・品質，有効性及び安全性への影響から対策を検討すること
・関係者で対策を検討すること

� 措置
・決定された対策は，遅滞なく全職員で措置すること
・措置結果が作成，保存されていること
・措置結果を定期的に検証すること

収集 検討 措置

ほぼＧＶＰ。ただ，
リスク評価を間違え
ると被害拡大の恐れ
もある
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４ どうすれば機能するのか

昨年度のアンケート結果から，
復習も兼ねて・・・

～リスクマネジメントの視点～

ＧＶＰにも，リスクマネ

ジメントは使えるので

はないか



参考）特定のプロセスに対してFMEAを実施

リスク指数：故障（危害）の発生確率×影響（危害）のひどさ（例）

危害の発生確率危害の発生確率危害の発生確率危害の発生確率 重大な危害重大な危害重大な危害重大な危害 そこそこそこそこそこそこそこそこの危害の危害の危害の危害 無視可能無視可能無視可能無視可能

頻繁におこる １ ２ ３

まあまあおこる ２ ３ ４

起こりそうにない ３ ４ ４

１，２；リスク低減措置が必須 ３；対応案の検討 ４；許容可能な対応

→ 想定されるすべてのリスクについて、リスクアセスメント、コミュニケーション、コ

ントロール、レビューを行う一連のプロセス

４ どうすれば機能するのか

～リスクマネジメントの視点～

・ 収集された安全管理情報について，危害のレベルと発⽣確率で分類
・ リスク低減措置を取るかどうか，客観的に検討
・ ただし、リスクを取らないことが最大のリスクに繋がる恐れもある



例）お好み焼を作る

東京から友人（７歳の子連れ）が広島に遊びに来て，一緒にお好

み焼を作ることになりました。どのようなリスクがあり，どうすれば

リスクを低減できるでしょうか。

リスク要因リスク要因リスク要因リスク要因 リスク評価（例）リスク評価（例）リスク評価（例）リスク評価（例）

（発生頻度（発生頻度（発生頻度（発生頻度××××重大度）重大度）重大度）重大度）

リスクコントローリスクコントローリスクコントローリスクコントロー

ルルルル

低減策による新たな低減策による新たな低減策による新たな低減策による新たな

リスクの有無リスクの有無リスクの有無リスクの有無

例）子どもの火傷 ２（対策要） 注意喚起 特になし

４ どうすれば機能するのか

～リスクマネジメントの練習～

リスクマネジメント；リスクアセスメント，リスクコントロール，リスクコミュニケーション，

リスクレビューから構成される，系統立てたプロセスのこと。

※ 皆様から，思い付く具体例と対策の発表をお願い致します。
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御清聴，ありがとうございました。

何かありましたら，広島県薬務課まで，お気軽に御相談ください。

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ ０８２（５１３）３２２３

メール fuyakumu@pref.hiroshima.lg.jp

コンプライアンス違反で
潰れた会社はあるが，
コンプライアンス遵守で
潰れた会社は無い

～治験 発ケン！広島県～

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/chiken/


