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現在のGPSP省令 

申請資料となる調査及び試験として，使用成
績調査と製造販売後臨床試験が規定。 

調査又は試験は，製造販売業者等が自ら実
施することを前提とし，製造販売業者等が医
療機関と契約することとしている。 

 

医療機関以外からデータを収集することを想
定していない。 

22 
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GPSP省令の改正スケジュール 

 

改正省令の交付日 

  平成29年10月26日 
  

 

改正省令の施行日 

  平成30年４月１日 
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立入検査における確認事項について（１） 

本県においても，立入検査時に確認 

（製造販売業者，製造業者（通常調査，適合性調査）） 

 平成28年６月１日付け薬生審査発0601第３号・薬生監麻発0601第２号厚生労働省審査管理課長・監視指導・

麻薬対策課長連名通知  

医薬品の製造販売承認書に則した製造等の徹底について 

各製造販売業者に対して 

〇 承認書と製造実態の定期的な照合 

〇 変更管理の適切な実施体制の確保 

〇 再発防止の徹底 

医薬品に係る立入検査等の徹底について（一部改正） 
（平成29年６月29日付け薬生監麻発0629第15号厚生労働省監視指導・麻薬対策課長通知）  

各都道府県に対して 

〇 製造販売業者のＧＱＰ省令への遵守状況（製造業者の監督，総括製造販売責任者，品質  

 保証責任者の責務の適切な実施）の監視の徹底 

〇 製造業者への計画的な通常調査（リスクの高いものから優先して無通告調査）の実施 

25 



立入検査における確認事項について（２） 

製造販売業者に対して（１）  

〇 製造業者に対する監督が適切に実施されているか。 

 ・ 承認書と製造実態の照合はどのように行われるか。 

   （体制（製造部門以外の者が実施），頻度） 

 ・ 必要な製造方法等の変更に関する情報を製造業者からどのように入手 

  しているか。また，製造業者の当該連絡行為の実行性を適切に確認して  

  いるか。 

 （ＧＱＰ省令第10条第１項抜粋） 
  製造業者における製造管理及び品質管理が，省令及び製造業者との取決めに基
づき適正かつ円滑に実施されていることを定期的に確認し，その結果に関する記録を
作成すること。 
 （ＧＭＰ省令第３条第１項抜粋） 
  製造販売業者は，製造業者に製造所における製品の製造管理及び品質管理を行
わせなければならない。   
 （医薬品医療機器法施行規則第92条抜粋）   
  製造販売業者が遵守すべき事項は，次のとおりとする。 
  一  薬事法令に従い適正に製造販売が行われるよう必要な配慮をすること。 
  二  製造販売しようとする製品の品質管理を適正に行うこと。 26 



立入検査における確認事項について（３） 

製造販売業者に対して（２）  

〇 総括製造販売責任者及び品質保証責任者は，業務を適切に遂行してい 

  るか。 
 
（総括製造販売責任者の業務） 
 （ＧＱＰ省令第３条抜粋） 
  製造販売業者は，次の業務を総括製造販売責任者に行わせなければならない。 
  一 品質保証責任者を監督すること。 
  二 品質保証責任者からの報告等に基づき，所要の措置を決定し，その実施を指 
    示すること。 
 
（品質保証責任者の業務） 
 （ＧＱＰ省令第８条抜粋） 
  製造販売業者は，次の業務を品質保証責任者に行わせなければならない。 
  一 品質管理業務を統括すること。 
  二  品質管理業務が適正かつ円滑に行われていることを確認すること。 
   三  必要があると認めるときは，総括製造販売責任者に文書により報告すること。 

   四  必要に応じ，製造業者等に対し，文書による連絡又は指示を行うこと。  
27 



立入検査における確認事項について（４） 

製造販売業者に対して（３）  

〇 総括製造販売責任者の職位は適切か。 

   ⇒製造販売業者へ意見等を行える適切な職位が必要 

○ 総括製造販売責任者の経営会議への参加状況はどうか。 

○ 三役体制は適切か。 

   ⇒職務上の位置付けを適切に行い，総責を中心とした三役体制が適切 

   に機能 

○ 三役会議を開催し，重要事項について共有を図っているか。 

   ⇒重大な逸脱や重要な副作用報告等 

○ 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しているか。 

   ⇒特定の専門性を持つ職員が同一の作業を長期間担当し，かつ，適切   
   チェックが働かないなど，ブラックボックス化している事例はないか。 
○ 安全管理情報の収集範囲は適切か。 
   ⇒アンケート結果等から得られた安全管理情報についても考慮 
   （三役留意事項通知参照）   28 



立入検査における確認事項について（５） 

製造業者（ＧＭＰ適用医薬品）に対して  

〇 製品標準書やマスターファイルと製造実態に相違はないか。 

 ⇒ 県薬務課が作成する「適合性調査結果報告書」には，「承認申請書等 

  内容との整合性」についても記載することとしている。 
 

〇 変更管理において，製造販売業者と連携を図っているか。 

 ・ 「手順書」及び「取決め」に基づき，必要な製造方法等の変更に関する情 

  報を製造販売業者に連絡しているか。 
 
  （ＧＭＰ省令第３条２項抜粋） 
  製造業者は，本規定に基づき，製品の製造管理及び品質管理を行わなければなら
ない。 
  （ＧＭＰ省令第７条抜粋） 
  製造業者は，製品ごとに，次の事項について記載した製品標準書を製造所ごとに
作成し，保管するとともに，品質部門の承認を受けるものとしなければならない。 
  一  製造販売承認事項 
  二  基準その他薬事法令に基づく品質に関する事項 

  三  製造手順 29 



立入検査の手法の見直しについて 

〇 最近の不正事案では，組織的隠蔽が行われ，過去複数回にわたる立入 

  検査では不正を発見できなかった。 
〇 これを踏まえ，国からＰＭＤＡ，都道府県，関係業界へ通知（H28.1.15）。 
  ・ 血漿分画製剤，ワクチン等の立入検査は，原則，無通告。 
   ・ その他医薬品の立入検査は，過去の経緯・製品リスク等を踏まえ，必要に応じて無通告。 

    ・ 各製薬企業は，無通告での立入検査を受け入れる体制を構築すること。 

経 緯 

● 組織的隠蔽等を防止する観点から，製品リスク，過去の立入検査結果及び指導
結果等の状況を考慮し，必要に応じ，無通告での立入検査等の実施を考慮すること。 

 

● ＧＭＰ調査要領第２．の３．の（２）の特別調査については，特段の理由が無い限り
において，原則として無通告での立入検査等を行うこと。 

 

● 不正行為の防止，発見等の観点から，特に承認書，手順書等の規程及び実際の

作業との整合性について，作業者の観察，聞き取り，一次記録の確認等，作業等に
係る直接の証拠に基づき検査を実施すること。 

改正の要旨 

再発防止の観点から，立入検査等の手法を見直す必要がある。 

30 
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医薬品に係る立入検査等の徹底ついて」の一部改正通知発出。  

（平成２９年６月２９日付け薬生監麻発０６２９第１５号） 

立入検査の手法の見直しについて 

●和歌山県にある山本化学工業（株）で，原薬アセトアミノフェン等の不正製造が発
覚。 
●６月２８日に和歌山県が行政処分を実施。 
・業務停止処分：６月２９日から７月２０日まで（２２日間） 
・業務改善命令 
●アセトアミノフェンの国内シェアが約８割であり，安定供給に懸念が示された。 

経緯 

●通常調査における無通告査察の判断材料として以下が追加。 
 
  「不正が発覚した場合の影響範囲が大きい原薬製造所かどうか等の状況」 
 
●改正前の通知では，通常調査における無通告査察は「必要に応じ・・考慮するこ
と」となっていたが，以下のとおり強化。 
 
                    「リスクの高いものから優先して無通告で行う 

改正の要旨 



立入検査の手法の見直しについて 

〇 本県においても必要に応じて無通告調査を実施する。 

   
①公益通報 
②予め指定した範囲とは別の範囲を急遽調査する 

③査察日のみをお知らせして，調査する  等 

本県の方針 

〇 無通告調査を実施中。 

 ⇒ 普段の様子が確認できる（個人用作業手順メモを現場で見ながら作業）。 

ＰＭＤＡ，都道府県（一部） 

32 



立入検査の手法の見直しについて 

１．製造作業担当者は，実際の作業時に個人用メモを見て作業している。 

⇒ 作業手順書，記録書では，実際の作業ができない，作業を担当するまでのＯＪＴが

不足している。 

２．試験室に正式なＧＭＰ記録とは別の実験ノートがあった。 

⇒ ノートの使用方法や目的が製造所内で標準化されておらず，オリジナルデータの

記録に使われ，適切なレビューを受けないなどの恐れ。 

３．用途不明で出納管理されていないサンプルが，管理されていない冷蔵庫に置か

れている。 

⇒ 再試験に勝手に使用されるリスク。 

４．記録を照査や査察対応のために清書して書き換えてしまう。 

⇒ 生データでない記録となっている。ＧＭＰの記録をする意味の理解不足。 

⇒ 記録用紙の発行管理の徹底不足。 

５．製造室内に製造設備に関する部品が多数置かれていた。また，洗浄済部品の保

管棚はカバー等による保護もされていない状態であった。さらに，タンクの上等保管

棚以外にも部品や工具が置かれていた。 

⇒製品の汚染につながる恐れがあるほか，作業員の動線が確保されず誤操作につ

ながる危険。 

無通告査察で確認された事例 
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GMP省令の改正について（背景） 

・GMP省令改正（平成16年12月） 

・ICHQ9（品質リスクマネジメント）通知（平成18年9月） 

・ICHQ10（医薬品品質システム：PQS）通知（平成22年2月） 

・改訂GMP施行通知（平成25年８月） 

・日本のPIC/S加盟（平成26年7月） 

・化血研問題に関連した一斉点検（平成27～28年） 

・データ完全性ガイドライン（MHRA他，平成27～28年） 

・ PIC/SガイドラインにPQS導入（平成29年１月） 

医薬品GMPをとりまく環境変化 

GMP省令においても最新の国際標準としての水準を有する改正を行う必要がある。

（厚生労働科学研究の研究班が改正案について現在検討中） 
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GMP省令の改正について（背景） 

・品質保証充実の観点 

・グローバルな観点 

・最近の不正製造問題や承認書との整合性確保を意識 

見直しの観点 

◎医薬品品質システム（上位経営陣の責任ある関与等） 

◎GMP施行通知（平成25年8月30日付け）に追加したPIC/SGMPガイドラインの重要

項目の省令への引き上げ 

◎承認書の遵守の徹底 

◎品質保証（QA）部署/担当の設置 

◎製造販売業者への連絡・製造販売業者との連携強化 

◎共用設備に関する規定 

◎Data Integrityに関する規定               

改正時期は未定 

研究班による改正提案事項 
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・○地方からの提案等に対する対応方針（平成27年12月22日閣議決定） 
  
医薬品の承認（14条１項）の事務・権限については，告示を改正し，以下に掲げる一

般用医薬品であって，日本薬局方（41条１項）において品質に係る規格が定められて

いるものは，承認基準を見直しを行った上で，都道府県に移譲。 

・一般用漢方処方製剤（平成29年４月１日施行） 

・生薬単味製剤（浸剤・煎剤用製剤又は茶剤）（平成30年４月１日施行予定） 

概要 

生薬単味製剤の告示（※）への追加については，現在パブコメが終了し，平成29年12

月上旬に告示予定。 

一般用生薬製剤の承認基準について 

※「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性確保等に関する法律施行令第80条第２項第

５号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等」昭和45年厚生省告示第366号 
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コデイン類の安全性について 
コデイン類（コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩） 

当面は，原則12歳未満の小児への使用を行わない旨の注意喚起を行いつつ，製造販

売業者からの12歳未満の小児用量を有する製剤の用量削除又は配合変更のための

製造販売承認の一部変更承認申請等や12 歳未満の小児専用製剤の販売とりやめ等

の対応を進める。（通知） 

○申請までの経過措置期間は平成30年末までとする。（通知） 

○配合変更等に伴う品質等の確認のため，期限内の申請が間に合わない製剤に 

ついては，個別に申請を行う都道府県等に相談することとする。（Ｑ＆Ａ） 

 

コデイン類は肝代謝酵素CYP2D6 により，薬効を示す化合物（活性代謝産物）である

モルヒネ及びジヒドロモルヒネ（以下「モルヒネ等」という。）に代謝され，鎮咳等の薬

効を示すが，遺伝的にCYP2D6の活性が過剰である者（Ultra rapid metabolizer：

UM）では，モルヒネ等の血中濃度が上昇し，呼吸抑制等が発現しやすくなる可能性

がある。 
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コデイン類の安全性について 
コデイン類（コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩） 

経過措置期間（一部変更等承認まで）の注意喚起 
 

○ OTC の添付文書においては，12歳未満の小児用量を有する

製剤では12歳未満の小児には医師の診療を優先するよう記載

する等の注意喚起を行う。なお，OTC については特に，コデイン

類含有製剤の安全性の評価や状況を生活者・販売店等に丁寧

に説明する資材を提供する必要がある。 

○ 一部変更承認等の対応が終了した際，全てのコデイン類含

有製剤について以下の使用上の注意の改訂を実施する。 

① 医療用医薬品は12 歳未満の小児を禁忌にする。 

② OTC は12 歳未満の小児には医師の診療を優先する旨を削

除し，12歳未満の小児に使用しない旨を記載する。 
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関係通知 

 「コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩を含有する医薬品の小児に係る用法・
用量の取扱い等について」一部訂正について（平成29年７月４日付け薬生薬審発0704第３号
・薬生安発0704第６号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長・安全対策課長連
名通知） 

   ⇒用法・用量の変更や成分の切替え時の取扱い等 

 コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩を含有する医薬品の小児に係る用法・
用量の取扱い等に関する質疑応答集(Q＆A)について（平成29年７月４日付け事務連絡） 

   ⇒上記連名通知の取扱いに関するＱ＆Ａ 

 「鎮咳去痰薬の製造販売承認基準について」の一部改正について平成29年７月４日付け薬生
発0704第４号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知） 

   ⇒用法及び用量の項を改正  

 「かぜ薬の製造販売承認基準について」の一部改正について（平成29年７月４日付け薬生発
0704第２号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知） 

   ⇒用法及び用量の項を改正  

 「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正等について（平成29年７月４日付け薬
生薬審発0704第１号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知） 

   ⇒用法及び用量の項を改正  
43 



 医薬品の品質，有効性及び安全性の確保のため， 

製造販売業者及び製造業者に対する調査の品質確保

並びにレベルアップを目指していきたいと考えておりま

す。 

 何卒，ご協力をお願いいたします。 

ご清聴ありがとうございました。 

    広島県健康福祉局薬務課製薬振興グループ 

    ☎ 082-513-3223（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 
    fuyakumu@pref.hiroshima.lg.jp 


