
広島県健康福祉局薬務課 

平成29年11月30日（木） 
平成29年度広島県医薬品等製造販売（製造）業管理者等講習会 

最近の医薬品関連業務の動向等について 



本日の内容 

１ 医薬品の製造販売業者における三役の 
  適切な業務実施について（三役留意事項通知） 
 
２ ＧＰＳＰ省令の改正について 
 
３ 立入検査における確認事項について 
 
４ 立入検査の手法の見直しについて 
 
５ ＧＭＰ省令改正の検討について 
 
６ その他 2 



安全管理責任者 
（ＧＶＰ省令第４条第２項） 
（製造販売後安全管理業務について責
任を有する者） 
・安全管理情報の収集 
・安全性確保措置の立案・実施 
・教育訓練，自己点検の実施 
・業務の記録及び保管 

 
 

品質管理，安全管理の責任者 
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医薬品等の品質管理，安全管理を適正に行うために，製造販売業者に責任者として，総括 

製造販売責任者，品質保証責任者及び安全管理責任者の設置を義務付け 

           総括製造販売責任者（薬機法第17条第１項） 

（品質管理及び製造販売後安全管理の総括的な責任を負う者） 
①品質保証責任者，安全管理責任者を監督 
②品質保証責任者，安全管理責任者の報告に基づき措置を決定 
③決定した措置の実施を品質保証責任者等に指示 
④必要があると認める場合，製造販売業者へ意見を述べる 

品質保証責任者 
（ＧＱＰ省令第４条第２項） 
（品質管理業務について一義的に責任
を有する者） 
・市場への出荷管理 
・製造業者等との取り決め 
・適正な製造管理及び品質管理の確保
（製造所監査） 
・品質等に関する情報及び品質不良等
の処理 
 

相互に連携 

医薬品の場合の体制 

措置案の報告 措置案の報告 指示 指示 



三役制度により体制が強化されたにもかかわらず，依然として，法令遵
守に問題のある事例が散見されている。 

各製薬企業に対して，製造販売後安全管理業務に関する社内体制，未報告の副
作用情報の有無について自主点検を依頼 
※平成２７年２月２４日付け安全対策課長通知（｢製造販売後安全管理業務に係る社内体制等に関する
自主点検について（依頼）｣） 

 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
期限内に報告されていなかった。 

（１）副作用報告の報告遅延等 

 承認書上の製造工程と異なる製造方法で製造が行われていた。 

（２）承認書との齟齬 

製薬企業に対して，承認書と製造実態の整合性についての点検を依頼 
※平成２８年１月１９日付け審査管理課長通知（｢医薬品の製造販売承認書と製造実態の整合性に係る
点検の実施について｣） 

企業の自主点検等により行政が指導は行っているが，法令遵守の確保の
ためには，三役制度の運用に関し，問題点の洗い出しや改善方策の検討
が必要。 

三役留意事項通知の背景 

4 



近年の処分事例（製造販売業者関係） 
時期 製造販売業者名 違反概要 処分内容 

平成25年9月 田辺三菱製薬（株） 
承認書との製造実態の相違 
（承認書に記載されていない成分の添加） 

業務停止命令 
（25日間） 

平成26年7月 
ノバルティスファーマ
（株） 

副作用報告の遅延 業務改善命令 

平成27年2月 
ノバルティスファーマ
（株） 

副作用報告の遅延 
業務停止命令 
（15日間） 

平成27年9月 ファイザー（株） 副作用報告の遅延 業務改善命令 

平成27年11月 
ノバルティスファーマ
（株） 

副作用報告の遅延 
（システム障害） 

業務改善命令 

平成28年1月 
（一財）化学及血清療
法研究所 

承認書との製造実態の相違 
業務停止命令 
（110 日間） 

平成28年4月 
日本ビーシージー製
造（株） 

承認書と製造実態，品質検査の相違 業務改善命令 

平成29年3月 セルジーン（株） 副作用報告の遅延 業務改善命令 

平成29年9月 バイエル薬品（株） 副作用報告の遅延 業務改善指導 

5 平成29年９月29日付け薬生安発0929第２号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知 
「製造販売業者における製造販売後安全管理業務に関する法令遵守について」 



近年の処分事例（製造販売業者関係） 
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対象業者：セルジーン株式会社 
 
 

 

 

報告義務の対象となる4573例の副作用を把握していたにも関わらず，法令に対する理解
不足により，定められた期間内に報告しなかったこと。 

違反行為 

①医薬品の安全性及び副作用情報の取扱いに関する社内体制並びに社内制度の運用に
ついて，医薬品医療機器等法及び同法施行規則の規定を遵守したものであるか，また，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 年厚生労働省令第135 号)の規定に基づき副作用報告に関する
業務が適切に実施されているか第三者専門家からの意見も活用し，確認すること。 
② 報告遅延など法令違反が生じた際に速やかに厚生労働省又は独立行政法人医薬品医
療機器総合機構への報告・相談を行う社内体制を確立すること。 
③ 医薬品の安全性及び副作用情報の取扱いに関する業務手順書の運用について必要に
応じて明文化，安全管理統括部門，品質保証部門及びその他の関係部門と共有するとと
もに，副作用報告に関する法令及び社内業務手順とその運用に関する社内教育を定期的
に行い，その際，教育内容の理解度を確認すること。 
④ 上記①から③までを踏まえ，本命令の発出日から１か月以内に，是正措置及び再発防
止策に係る改善計画を策定して，厚生労働省に提出すること。報告義務の対象となる4573
例の副作用を把握していたにも関わらず，法令に対する理解不足により，定められた期間
内に報告しなかったこと。 

行政処分：業務改善命令（平成29年３月14日） 



検討方法 

 日本製薬団体連合会のアンケートの結果※ 
※平成２８年９月８日～同月２３日に，第一種及び第二種製造販売業者の総括製造販売責任者を対象 
に実施 

 企業の取組み事例の収集 

 知見を有する都道府県との意見交換 

 過去の処分事例の原因，改善策の分析 

 

を踏まえ，問題点の洗い出し，改善策の検討を行った。 

６月２６日に三役留意事項通知を発出 

（局長通知） 7 



留意事項通知の位置づけ等 

 三役の業務実施に係る今後のあり方を示す留意事項
（留意事項通知の鑑より） 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 各都道府県には，許可の更新時等に留意事項への対
応状況や検討状況を確認し，指導するよう要請。 

留意事項の内容には，対応に時間を要するもの，事業者によっては対応が
困難なものが含まれている。このため，留意事項に対応できていないことを
以て，「許可が得られない」，「許可が更新できない」ということを意図したも
のではない。 

 
ただし，継続的な検討，将来的な対応を進めていただきたい。 

 
留意事項通知では，社内体制にも言及しているが，各企業の体制は様々
であり，通知の趣旨を踏まえつつ，弾力的な対応があり得る。 
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三役留意事項通知の主な内容１ 
(総括製造販売責任者１) 

１ 総括製造販売責任者に関する事項 
（１）職位等 
  『製造販売業者は，総括製造販売責任者が品質管理及び製造販売後安全管理の責務 
 を果たし，回収や添付文書の改訂等の措置について，必要な場合に速やかに製造販売業 
 者に意見することができるよう，適切に職務上の位置付けを行うこと。』   

 
 
 
 
（２）総括製造販売責任者の経営会議等への参加 
  『製造販売業者は，（略），原則として総括製造販売責任者を経営会議等に直接出席さ 
 せること。ただし，社内の規定上，同会議に総括製造販売責任者を直接出席させることが   
 困難である場合は，あらかじめ指定した者を総括製造販売責任者に代えて出席させること 

 でも差し支えない。』   
 
 
 

（背景・補足） 

品質管理業務，安全確保業務に係る措置の決定，品責，安責の適切なマネージメント，
製造販売業者への意見等を行う上では，総責に職務上の適切な職位が必要。 
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（背景・補足） 
 回収や医療機関等への情報提供等，三役の行う品質管理，安全確保業務には，リソースの確保等，経営陣を含

む社内全体の理解が必要であり，経営会議等の機会を活用すべき。 
 ただし，総責には薬剤師要件があり，また，社内の規定は様々であることから，弾力的な対応とした。 
 総責は，第三者のコンプライアンスの視点を含めて意見等を述べる者であり，営業的観点から独立したものであ

る必要がある。 
 経営会議等への参加以外の対応として，別途意見交換の場を持つという対応もあり得る。 



三役留意事項通知の主な内容２ 
(総括製造販売責任者２) 

（３）総括製造販売責任者の要件 

  

 『製造販売業者は，総括製造販売責任者が以下の要件を満たす者であることを考慮す 

 ること。 

  ア 第一種製造販売業にあっては，医薬品の製造販売業に係る薬事業務，開発業務， 

   品質管理業務又は安全確保業務に３年以上従事した者であること。 

  イ 薬事法規，製品の特性，原材料の調達から製品の市場への出荷に至る業務プロセ 

   ス，製造方法及び製造管理，品質管理業務並びに安全確保業務に関する総合的な理 

   解力及び適正な判断力を有すること。』 
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（背景・補足） 

総責の要件は第１種製造販売業では薬剤師要件以外は法令上は明示されていない

が，その役割を果たす上で一定の経験等が必要。 

アについては，品責，安責経験者が総責に就く場合，薬事部門経験者が総責に就く

場合等，様々な実態があることを踏まえ，従事経験として，品質管理業務，安全確保

業務に加え，「薬事業務」，「開発業務」を加えた（トータルの従事経験として３年以上）。 

 イについては，品質管理，安全確保に関する「知識」を有することは現実的に困難で

あることから，「総合的な理解力」，「適正な判断力」とした（品責，安責の措置案を「理

解」し，「判断」することが重要との観点）。 



三役留意事項通知の主な内容３ 
(総括製造販売責任者３) 

 
（４）三役会議等の開催 

 

  『総括製造販売責任者は，総括製造販売責任者，品質保証責任者，安全管理責任者及 

 びその他関係者で構成される会議（いわゆる「三役会議」）の定期的な開催等を通じて，品 

 質管理業務及び安全確保業務等の監督が円滑に行えるよう努めること。』 
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（背景・補足） 

承認書からの重大な逸脱や重要な副作用報告等の必要な報告が総責に適宜・的確

に報告されることが重要。 

三役会議の目的は，三役の連携や総責の監督を円滑に行うことであり，その開催方

法は，テレビ会議，電話会議その他手法による弾力的な対応は当然あり得る。 



三役留意事項通知の主な内容４ 
(三役体制) 

２ 三役体制に関する事項 

（１）三役の指揮命令 

 『製造販売業者は，総括製造販売責任者が品質保証責任者及び安全管理責任者を適切

に監督できるよう，職務上の位置付けを適切に行い，組織内の三役の指揮命令が機能する

社内体制の整備に努めること。』 

 

 

 

 

（２）三役の役割等の社内理解 

 『製造販売業者は，関連部門が三役の職務及び職責を理解し，三役と円滑に連携できるよ

う，三役の役割や権限を明確化し，社内に周知すること。 

なお，具体的な対応として，例えば，製造販売業者が三役を人事発令し，三役の役割や権

限を社内に公示することなどが考えられる。』 
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（背景・補足） 

総責が品責，安責の直接の上司である必要は必ずしもないが，総責を中心とした三役
体制が適切に機能する必要がある。 

（背景・補足） 
総責の責任や権限が理解されず，他部門に理解が得られにくいという声もある。 

品質管理業務，安全確保業務の責任者である三役がその責務を果たす上で，社内の
他の部門の理解や協力は必要不可欠。その上で，三役の役割や権限が適切に社内に
周知される必要がある。 



三役留意事項通知の主な内容５ 
(品質業務) 

３ 品質業務に関する事項 

（１）製造業者の職員個人の意図的な不正行為を想定した対応  

 

 『製造販売業者は，総括製造販売責任者及び品質保証責任者に，製造業者の職員個人

の意図的な不正行為を防止するための対策を検討させること。 

（略）例えば，定期的な人事異動，内部通報制度の整備，製造区域への入退室管理，定期

的なコンプライアンス（法令遵守）研修及び医薬品品質システムの積極的な活用等。 

製造販売業者と製造業者が同一法人等でない場合は，製造販売業者は，製造業者の選定

にあたり，当該製造業者における職員個人の意図的な不正行為を防止するための取組み

の実施状況を考慮するとともに，当該取組みの推進を働きかけることが望ましい。』 
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（背景・補足） 

過去の違反事例では，職員個人の意図的な不正行為の事例があり，そのような場合も
想定した対策が必要。 



三役留意事項通知の主な内容６ 
(品質業務２) 

３ 品質業務に関する事項 
（２）製造所に対する監査等 
 

『ア 製造販売業者は，ＧＱＰ省令第７条に定める製造業者との取決めに基づき，製造所に

おける逸脱並びに品質に影響を及ぼすと思われる製造方法及び試験検査方法等の変更等

の情報が製造業者から遅滞なく報告されていることを，（略）適切に確認させること。また，製

造業者からそれらの情報が遅滞なく連絡されるよう製造所との連携を強化すること。 

 

イ 製造販売業者は，製造所に対する定期的な確認に際して，当該製造所の逸脱報告数及

び内容，製造方法及び試験検査方法の変更の有無並びにこれまでの実地の調査の有無

やその結果等を踏まえ，必要な場合には，実地の調査を行わせること。 

 なお，製造業者が製造販売業者と同一法人等であって，製造業者の品質部門と製造販売

業者の品質保証部門が同一又はこれに類する状況である場合にあっては，製造販売業者

は，製造業者に対する管理監督機能を実効性のあるものとするため，製造所に対する定期

的な確認は，製造所の製造管理又は品質管理に係る業務を行っていない者に実施させる

こと。』 
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（背景・補足） 

製造所の調査は，（１）書面による調査，（２）実地による調査を組み合わせてどのように
対応するか検討が必要。 



三役留意事項通知の主な内容７ 
(安全確保業務１) 

４ 安全確保業務等に関する事項 
（１）安全管理情報の収集の範囲等（業務手順書関係） 
 

『ア 製造販売業者は，以下の点について，製造販売後安全管理業務手順書に規定するこ

と。 

（ア）医薬情報担当者だけでなく，その他安全管理情報を収集しうる関係者も製造販売後安

全管理に関する業務に従事する者であること，医薬情報担当者等が安全管理情報を入手し

た場合は，当該情報を安全管理統括部門等に報告する必要があること。 

（イ）医薬関係者から通常寄せられる自発的又は積極的な有害事象に係る情報だけなく，臨

床研究及び医薬関係者を対象としたアンケートの結果等により得られた安全管理情報につ

いても，安全管理統括部門等に報告する必要があること。 

（ウ）（ア）及び（イ）について，具体的に報告が必要な範囲及びその報告手順。』 
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（背景・補足） 

過去の処分事例では，通常の医療機関の自発報告以外のアンケート結果等の報告漏

れが散見されている。この点はこれまでも業務手順書への記載や自己点検を依頼して

いるが，今一度確認すること。 

 また，昨今導入が進みつつあるメディカルサイエンスリエゾン（ＭＳＬ）について，安全管

理情報を入手し得ることを念頭に置く必要がある。 



三役留意事項通知の主な内容８ 
(安全確保業務２) 

４ 安全確保業務等に関する事項 

（２）安全管理情報の収集の範囲等（教育訓練関係） 

『イ 製造販売業者は，教育訓練計画に基づき，アの内容を含む医薬情報担当者等への教

育訓練を行わせること。なお，効果的な教育訓練の方法としては，例えば，e-ラーニング，教

育訓練を担当する部門等によるテレビ又は電話会議若しくは集合研修等が考えられる。 

また，製造販売業者は，医薬情報担当者等が教育訓練の内容を理解していることを確認さ

せるとともに，その結果を安全管理責任者に対して報告させ，必要に応じて，安全管理実施

部門等に業務改善を行わせること。』 

 
 
 
   

16 

（背景・補足） 

副作用の報告漏れを防止する上で，営業所等のＭＲへの効果的な教育訓練が重要（こ

れまでに改善命令が課された事例でも，教育訓練は重要なポイントとなっている）。 

ＭＲ等の理解の向上のためには，教育訓練を営業所に全面的に任せ，その結果を安

全管理統括部門等が確認するだけでなく，安全管理統括部門等が主体的に関与し，

（１）注意点を的確に伝える，（２）疑問点等を吸い上げるなど，効果的な教育訓練を目

指すべき。 



三役留意事項通知の主な内容９ 
(安全確保業務３) 

４ 安全確保業務等に関する事項 

（３）営業所等の点検 

『製造販売業者は，総括製造販売責任者及び安全管理責任者に，副作用等の報告漏れを

防止するための営業所等への点検方法を検討させること。 

なお，具体的な対応は，これまでの副作用等の報告状況等，個別の状況を踏まえて検討さ

れるべきものであるが，例えば，優先順位や対象範囲等に留意しつつ，安全管理統括部門

等の職員を営業所等に直接訪問させること，営業所等の責任者や医薬情報担当者等に対

するインタビューを実施させることなどにより，安全確保業務等の実施状況を確認させること

が考えられる。』 

 

 
 
   

17 

（背景・補足） 

教育訓練と同様，点検についても安全管理統括部門等が主体的に行うべき。毎年い

くつかの営業所を対象に，安全管理統括部門等の職員が訪問するなど，直接的な確

認を行うことが効果的と考える。 


