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Ⅴ. おわりに 

Ⅰ. はじめに 

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（以下「GMP 省

令」といいます。）の一部を改正する省令が、2021 年 4 月 28 日付で公布され、2021 年

8 月 1 日付で施行されます（以下「本改正」といいます。）。本改正は、GMP の国際標準

となっている医薬品査察協定及び医薬品査察共同スキーム（PIC/S）の GMP ガイドラ

インの改訂等を踏まえ、GMP 省令について一層の国際整合を図る観点等から行われた

ものです。 

医薬品の製造業者は、製造所における製造管理及び品質管理を GMP 省令に従って行

わなければなりませんが（薬機法 18 条 3 項、薬機法施行規則 96 条、GMP 省令 3 条 2

項）、製造販売業者も、製造業者に、製造所における製造管理及び品質管理を GMP 省令

に従って行わせなければなりません（GMP 省令 3 条 1 項）。そのため、本改正への対応

については、製造業者だけでなく、製造販売業者においても、十分に留意する必要があ

ります。 

本ニュースレターでは、昨今、承認書の内容と異なる医薬品の製造が行われる事案が

相次いでいる状況を踏まえ、こうした事態が生じないようにする観点から、特に留意す

べきと考えられる項目を中心として、本改正の内容を解説します。なお、個別に言及の

ない限り、本ニュースレターで記載される条文番号は、本改正後の GMP 省令の条文を

指します。 

Ⅱ. 医薬品品質システム（PQS） 

本改正により、製造業者は、実効性のある医薬品品質システム（以下「PQS」といい

ます。）を構築しなければならないものとされ、PQS の実施に必要な業務の内容が規定

されました（GMP 省令 3 条の 3）。PQS の構築及び運用は、製造業者の代表者を含む薬

事に関する業務に責任を有する役員（薬機法 13 条 3 項 3 号）（以下「責任役員」といい

ます。）の責任において実施しなければならないものであることに注意が必要です。 
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まず、責任役員による全社的なコミットメントとして、製造所において製造する製品

の品質を確保するために、GMP 省令を遵守し、PQS の継続的な改善を推進することを

内容とする品質方針を定めることが求められます（GMP 省令 3 条の 3 第 1 号）。この品

質方針に基づき、製造管理者又は品質部門の品質保証に係る業務を担当する組織（QA）

に、具体的な品質目標を定めさせ（同条 2 号）、PQS に関わる全ての組織及び職員に対

して、品質方針及び品質目標を周知しなければなりません（同条 3 号）。 

その上で、責任役員の主導により、品質方針及び品質目標を達成するために必要な人

材、設備、物品その他の資源を配分することが重要となります（同条 4 号）。特に、昨

今の問題事例では、生産品目数や生産量に見合った製造管理及び品質管理を行うために

必要な人員を、適切に配分できていなかったことが主な原因のひとつとなっているもの

が多く見受けられます。 

さらに、責任役員は、品質目標を達成する上で現場において課題となっている事項に

ついて、適時の報告、マネジメントレビューの実施等を通じて把握し、その結果に基づ

き、課題を解決するために必要な人員の確保や管理体制の整備等の措置を講じなければ

なりません（同条 4 号）。 

このように、PQS とは、製造所における製造管理及び品質管理のモニタリング及び

改善を継続的に行う仕組みであり、その構築及び運用は、責任役員の責任により実施さ

れるものです。 

また、PQS の構築及び運用に際しては、製造所において製造する製品について、品質

に好ましくない影響を及ぼす事象及びその発生確率（品質リスク）を特定し、これを評

価し、適切に管理するという品質リスクマネジメントの考え方を活用すべきことにも留

意が必要です（GMP 省令 2 条 10 項、3 条の 4）。 

 

Ⅲ. 承認書の内容と整合する製造の確保 

 

医薬品は、承認書の内容に従って製造しなければならないことは言うまでもありませ

んが、本改正では、製造業者は、製品を承認事項に従って製造しなければならないとし

（GMP 省令 3 条の 2）、敢えてその点を確認的に規定しています。 

また、製造管理者は、原料、資材及び製品の規格並びに製造手順等が承認事項と相違

することのないよう、QA に管理させなければならないこと（GMP 省令 5 条 1 項 3 号）、

医薬品製品標準書には、承認事項のうち、当該製造所における製造方法、規格及び試験

方法その他の必要な事項を定めなければならないこと（GMP 省令 7 条 1 号）等、同様

の趣旨に基づく明確化が行われています。 

このように、本改正では、承認書の内容と整合する製造をいかに確保するかという観

点からの改正が多く行われていることが注目されます。 

以下では、承認書と製造実態等が齟齬することを防止するための重要な仕組みとして

実施を徹底することが求められる、変更の管理、逸脱の管理及びデータ・インテグリテ

ィに関する改正を取り上げます。 
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1. 変更の管理 

 

本改正では、製造手順等について変更を行う場合の変更管理の内容が、より詳細に

定められました（GMP 省令 14 条）。 

製剤化技術の検討を含む医薬品の開発、技術移転、プロセスバリデーション（PV）

における検討等が十分行われている場合は、通常、承認書や手順書に定める製造方法

によることで、品質規格に適合する製品の製造が可能です。しかしながら、これらの

検討が十分でない場合や、その他の変動要因がある場合等には、承認書や手順書に定

める製造方法では、品質規格に適合しなくなることや、作業性が悪化すること等の製

造上の課題が生じることがあります。 

そうした課題に対応するために、製造手順等の変更を行う場合は、まず、当該変更

による製品品質への影響はもちろん、承認事項への影響を評価する必要があります

（同条 1 項 1 号）。その上で、製品品質や承認事項に影響を及ぼす場合又はそのおそ

れがある場合には、製造販売業者に連絡し、連携して対応を検討することが求められ

ます（同項 2 号）。 

こうした変更管理を適切に実施することは、コストや時間を要するものです。しか

しながら、生産計画を優先するあまり、変更管理の実施を怠ったまま、品質規格に適

合させるためにその場しのぎの製造方法の変更等を行ってしまうことによって、承認

書と製造実態に齟齬が生じていくという事案が少なからず存在することに十分留意

し、適切な変更管理を実施する体制を整備することが重要です。 

 

2. 逸脱の管理 

 

本改正では、製造手順等からの逸脱が生じた場合の逸脱管理の内容についても、詳

細に定められました（GMP 省令 15 条）。 

所定の手順や工程等からの逸脱が生じた場合には、逸脱の内容を記録するとともに、

逸脱による影響を調査し、その結果について QA に対する報告を行って確認を受ける

必要があります（同条 1 項 1 号）。また、製品の品質に影響を及ぼすおそれがある場

合や、承認事項からの逸脱のおそれがある場合等の重大な逸脱の場合には、製造販売

業者に対して速やかに連絡し、逸脱の原因の究明、是正措置及び予防措置を講じるこ

とが求められます（同項 2 号）。 

上記の変更管理についても同様ですが、本改正では、製造業者に対し、製造販売業

者との連携が強く求められています。これは、GQP 省令 7 条に基づく製造販売業者

と製造業者の取決めに対応するものであり（変更管理について同条 5 号、逸脱管理に

ついて同条 6 号）、製造業者による変更管理や逸脱管理の適切な実施については、製

造販売業者としても、製造業者に対する管理の中で確保していくことが重要となりま

す。 
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3. データ・インテグリティ 

 

承認書の内容と製造実態の齟齬が生じている事案では、製造記録の偽装等、虚偽の

記録が行われていることが多くあります。製造実態を正確に反映する製造記録が残っ

ていれば、承認書の内容との齟齬が生じていても、早期に発見され、是正措置が講じ

られるはずだからです。 

本改正では、手順書等や製造記録を含む GMP 上の記録について、欠落がなく、正

確かつ不整合のない内容であるという信頼性（データ・インテグリティ）を確保する

ために、継続的な管理を行うことが求められています（GMP 省令 20 条 2 項）。 

このうち、製造記録の正確性の確保については、作成段階における正確性のチェッ

クや、不正な改変等がされないための措置の他、製造ログが残る製造機器の導入や、

これと連携したシステム上の記録管理等の工夫が考えられます。 

 

Ⅳ. 安定性モニタリング 

 

本改正では、これまで通知に基づく要請により行われてきた安定性モニタリングの実

施が GMP 省令に明確に規定されました（GMP 省令 11 条の 2）。 

安定性モニタリングとは、出荷後、市場に流通している製品が、有効期間中、規格に

適合し続け又は適合し続けることが期待できるかどうかを、継続的に評価し、確認する

ことです（GMP 省令 2 条 11 項）。 

安定性モニタリングでは、最終製品たる医薬品について必要量の検体を採取・保管し、

規格のうち保存により影響を受けやすい項目及び規格に適合しない場合に医薬品の有

効性又は安全性に影響を及ぼすと考えられる項目を試験検査の項目として設定して、適

切な間隔で（例えば、製造から 1 年後、2 年後、3 年後に）試験検査を行うことにより、

経年による品質への影響を評価します（GMP 省令 11 条の 2 第 1 項）。 

その結果、規格に適合しない場合や、そのおそれがある場合には、製造業者は、製造

販売業者に対して、速やかな連絡及び回収の判断に必要な情報の提供等の措置を講じる

必要があります（同条 2 項）。 

医薬品は、製品としての規格に適合していることを確認した上で出荷されますが、そ

の後も、有効期間内は、当該規格に適合し有効性及び安全性が確保されていることを、

製造販売業者及び製造業者として継続的に確認し、懸念がある場合は回収を含めた対応

を行うことが求められるということです。 

 

Ⅴ. おわりに 

 

昨今、製造業者による GMP 違反事例の発生が続いている中で、医薬品に対する信頼

を確保するため、製造所における製造管理及び品質管理を適正に行うことの重要性が再

確認されています。こうした課題に対して製造業者としていかに取り組むべきかを検討
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（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

する上で、本改正は、多くの重要な視点を示すものです。 

また、本ニュースレターでは GMP 省令について解説しましたが、GQP 省令に基づく

製造販売業者による製造業者の管理が、実地での監査を含めて実効的に行われているか

どうかという点も、注目されつつあります。 

医薬品の品質、有効性及び安全性を確保するためには、製造販売業者及び製造業者が

密接に連携することが必要であるという点に立ち返り、本改正への対応を含め、自社及

び委受託先における管理状況について、改めて見直しを行うことが重要です。 
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