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12　第二部　医薬品の適正流通（GDP）ガイドライン解説（逐条解説）

第 1 章　品質マネジメント 	1）

1 .1	原則
卸売販売業者等は，その業務に関連する責任，プロセス及びリスクマネジメントの原則
を定めた品質システムを維持すること。
卸売販売業者等は，全ての流通業務の手順を明確に定義し，系統的にレビューすること。
流通過程における全ての重大な段階及び重要な変更を正当化し，必要に応じてバリデート
すること。
卸売販売業者等の経営陣 2）には，品質システムに対する責任があり，リーダーシップと

積極的な参画が求められること。また，職員はそれぞれの役割を果たすこと。

［解説］
1）	 品質マネジメント
品質マネジメントを実践するには，2010 年 2 月 19 日付け薬食監麻発 0219 第 1 号「医薬品
品質システムに関するガイドラインについて（ICH Q10 医薬品品質システム）」を理解する必
要がある。詳細は下記リンクからガイドラインを参照されたい。
（http://www.pmda.go.jp/files/000156141 .pdf）

［GDP Q&A］
1）	 品質マネジメント

Q1-1（品質マネジメント）
本ガイドラインを充足できなければ，卸売販売の許可取得および更新はできないのか。

A1-1

本ガイドラインは厚生労働行政推進調査事業GDP研究班の成果として，医薬品の適正流通に
ついて，卸売販売業者等の自主的な取り組みを促すために示されたもので，GQP省令や GMP
省令等のような法的拘束力のあるものではない。
本ガイドラインへの取り組みは，業許可取得や更新の要件ではない。

2）	経営陣

Q1-2（品質マネジメント）
「経営陣」の定義について教えていただきたい。

A1-2

本ガイドラインでいう経営陣は，ICH Q10（医薬品品質システム）の上級経営陣および経営陣
を想定している。ICH Q10 で上級経営陣は「企業又は製造サイトに対して，その企業又は製造
サイトの資源を動員する責任と権限を持ち，最高レベルで指揮し，及び管理する人（々）。」と定
義されている。
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第 1章　品質マネジメント　 13

上級経営陣の責務としては，
・品質方針の確立，
・品質目標が規定され，および伝達されることを確実にすること，
・医薬品品質システムの継続する適切性および実効性を確実にするためマネジメントレビュー
を通じ，医薬品品質システムの統括管理に対して責任を有する等が規定されている。
本ガイドラインにおいては，上級経営陣は品質システムの実効性を定期的にレビューし，経営

資源を適切に配分することが求められている。

Q1–3（責任役員の責務）
「経営陣」のうち，薬事に関する業務に責任を有する役員（以下「責任役員」という。）
の責務について教えていただきたい。

A1-3

医薬品医療機器等法の許可を受けて医薬品の販売を行う薬局開設者および販売業者（店舗販売
業者，配置販売業者及び卸売販売業者をいう。）（以下，「薬局開設者等」という。）は，国民の生
命・健康にかかわる医薬品の販売を行う事業者であり，薬局開設者等に薬事に関する法令の違反
があった場合には，品質，有効性または安全性に問題のある医薬品の流通や，医薬品の不適正な
使用等により，保健衛生上の危害が発生または拡大するおそれがある。薬局開設者等は，このよ
うな生命関連製品を取り扱う事業者として，高い倫理観をもち，薬事に関する法令を遵守して業
務を行う責務がある。
また，薬局開設者等において法令遵守体制を構築し，薬事に関する法令を遵守するために主体

的に行動し，薬局開設者等による法令違反に責任を負う者として，薬局開設者等の役員のうち，
薬事に関する業務に責任を有する役員を責任役員として医薬品医療機器等法上に位置づけ，その
責任を明確化した。
薬局開設者等は，薬事に関する法令の規定を遵守して医薬品の販売に関する業務を行わなけれ

ばならない。薬局開設者等が薬局等における法令遵守を確保するためには，責任役員および従業
者により法令を遵守して適正に業務が行われるための仕組み（法令遵守体制）を構築し運用する
必要がある。責任役員は，薬局開設者等の法令遵守について責任を負う立場にあり，法令遵守体
制の構築および運用は，責任役員の責務である。
責任役員の責務と法令遵守体制の構築については，「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令

遵守に関するガイドライン」について（令和 3 年 6 月 25 日付薬生発 0625 第 13 号）。また，本
ガイドラインに記載される内容の考え方については「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵
守に関するガイドラインに関する質疑応答集（Q&A）」について（令和 3 年 6 月25日付事務連絡）』
を参照。

GDP2_本文.indb   13GDP2_本文.indb   13 2022/12/01   14:372022/12/01   14:37



第 7章　外部委託業務　 53

第 7 章　外部委託業務 �1）

7 .1	原則
本ガイドラインの対象となる業務のうち外部委託する全ての業務は，製品の完全性に疑
いを発生させない様，委託業務の内容について，正確に定義，合意，管理すること。契約
委託者と契約受託者の間で，各当事者の義務を明確に定めた書面による契約を締結する必
要がある。

［解説］
1）	 外部委託業務
外部委託業務とは，基本的に同一法人以外の会社に対して委託を行い，実施する業務をいう。
同一系列グループ別法人への委託はこれに該当する。
本ガイドラインでは，外部委託するすべての業務は，製品の完全性に疑いを発生させないよ
う，委託業務の内容について，正確に定義，合意，管理すること，契約委託者と契約受託者の
間で，各当事者の義務を明確に定めた書面による契約を締結する必要があると記載されている。
また，契約受託者は業務を第三者へ再委託する場合，本ガイドラインに基づく業務および契約
委託者から委託された業務について責任を持つこと，契約受託者における注意事項が記載され
ている。そこで，国内で想定される典型的な本ガイドライン業務委託のスキームを図 2 -4 〜
2 -6 に示した。
まず，原契約者である製造販売業者が保管・輸送を同一企業の卸売販売業者へ一括委託する
場合があるが，この場合には契約受託者であるX物流は契約委託者（製造販売業者）との間

図2-4　委受託関係とGDP活動（保管・輸送を同一企業へ委託）

B物流センター

C物流センター

D物流センター

取決め（保管・輸送）
監査（1～3年ごと）
教育訓練

各種手順書
自己点検
教育訓練 監査（1～3年ごと）

教育訓練

品質保証部門

輸送部門

X物流

A製薬

＜卸売販売業者＞

＜製造販売業者＞
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54　第二部　医薬品の適正流通（GDP）ガイドライン解説（逐条解説）

で保管と輸送を含む取決めを締結し，契約委託者は監査等で確認することになるが，第三者へ
の再委託は発生しない（図 2 -4）。一方，図 2 -5 に示したように契約受託者である卸売販売
業者が輸送のみを子会社であるY運輸へ委託し，さらにY運輸は業務を別会社のE運輸，さ
らにF・G運輸へ再委託する場合が考えられる。この場合，契約受託者は保管と輸送に関する
取決めを契約委託者と締結することから，子会社であるY運輸は第三者には該当しないが，Y
運輸が別会社へ輸送を委託する場合には第三者への再委託となり，Y運輸はE運輸と業務再
委託に関する取決を締結する必要がある。また，E運輸がF・G運輸に業務を委託する場合には，

図2-5　委受託関係とGDP活動（保管・輸送を一括委託）

B物流センター

C物流センター

D物流センター

取決め（保管・輸送）
監査（1～3年ごと）
教育訓練

各種手順書
自己点検
教育訓練 監査

（1～3年ごと）
教育訓練

各種手順書
自己点検

各種手順書
自己点検

取決め（輸送）
監査（1～3年ごと）
教育訓練

取決め（輸送）
監査（1～3年ごと）
教育訓練

7.3.3 第三者へ
の業務再委託

7.3.3 第三者へ
の業務再委託

7.3.3 第三者へ
の業務再委託

取決め（輸送）
監査（1～3年ごと）
教育訓練

品質保証部門

X物流

A製薬
Y運輸
：子会社

取決め（輸送）
監査（1～3年ごと）
教育訓練

各種手順書
自己点検
教育訓練

F運輸
（中継・着地）

G運輸
（中継・着地）

E運輸（幹線）

＜卸売販売業者＞

＜製造販売業者＞

Y運輸は輸送を
別会社に委託

図2-6　委受託関係とGDP活動（保管・輸送を別々に委託）

B物流センター

C物流センター

D物流センター

取決め（保管）
監査（1～3年ごと）
教育訓練

各種手順書
自己点検
教育訓練

取決め（輸送）
監査
（1～3年ごと）
教育訓練

取決め（輸送）
監査（1～3年ごと）
教育訓練

各種手順書
自己点検

各種手順書
自己点検

各種手順書
自己点検

各種手順書
自己点検

7.3.3 第三者へ
の業務再委託

7.3.3 第三者へ
の業務再委託

取決め（輸送）
監査（1～3年ごと）
教育訓練

取決め（輸送）
監査（1～3年ごと）
教育訓練

品質保証部門

X物流

A製薬
各種手順書
自己点検
教育訓練 F運輸

（中継・着地）

G運輸
（中継・着地）E運輸（幹線）Y運輸

＜卸売販売業者＞

＜製造販売業者＞

7.3.3 第三者へ
の業務再委託
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PIC/S	GDPガイドライン翻訳（案）と医薬品の適正流通（GDP）	
ガイドライン対比表

※双方の差異について下線で区別している。
PICS医薬品の適正流通基準（GDP）ガイドライン

（2014年6月）翻訳
第1回医療用医薬品の偽造品流通防止のための 
施策のあり方に関する検討会・参考資料1

医薬品の適正流通基準（GDP）ガイドライン
事務連絡（2018年12月28日）
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6.5　医薬品の回収
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6.3　返却された医薬品
6.4偽造医薬品（Falsified medicinal products）
6.5　医薬品の回収
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7.2　契約委託者
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9.2　輸送
9.3　輸送の容器，包装及びラベル表示
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用語集

緒言 緒言
このガイドはヒト用医薬品のGDPに関するEUガイ
ドライン（2013/C 343/01）に基づいている。
 EUガイドラインはPIC/S目的のGDPのエキスパー
トサークルで採用されている。しかしながらEU特
有の参照事項はこのガイドからは除いている。
このガイドはPIC/Sにガイダンス文書として採用さ
れた。
法的拘束力のある基準とするかどうかについては各
PIC/S加盟当局が決定する。
医薬品の卸売販売は，流通経路全般において重要
な業務である。

今日の医薬品の流通経路はますます複雑になり，多
くの人々が関与するようになってきた。
本ガイドラインは，卸売販売業者の業務を支援し，
偽造医薬品（falsified medicines）が正規流通経路へ
流入するのを防止するための適切な手段を定めるも
のである。
本ガイドラインを遵守することにより流通経路の管
理が保証され，その結果，医薬品の完全性が保持さ
れる。

市場出荷後の医薬品の薬局，医薬品販売業者や医
療機関などに対する卸売販売は，医薬品の仕入，保
管及び供給等の流通経路全般を担う重要な業務であ
る。
今日の医薬品の流通経路はますます複雑になり，多
くの人々が関与するようになってきた。
医薬品の適正流通基準（GDP）ガイドライン（以下：
本ガイドライン）は，卸売販売業者及び製造販売業
者（以下：卸売販売業者等）の業務を支援し，
本ガイドラインを遵守することにより，流通経路の
管理が保証され，その結果，医薬品の完全性が保持
されるための手法を定めるものである。
さらに，偽造医薬品が正規流通経路へ流入するのを
防止するための適切な手法を定めるものである。

医薬品の卸売販売は，公衆への医薬品供給を除き，
医薬品の調達，保管，輸送，輸出入のすべての業
務をいうものである。
このような業務は製造業者やその倉庫業者，輸入業
者や他の卸売販売業者または薬剤師及び公衆への医
薬品の提供を承認されるか資格を持つ人によって実
施される。
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倉庫および車両・コンテナの温度モニタリングと温度マッピング手法（参考情報）

1 .	 はじめに
2018 年 12 月 28 日付で厚生労働省医薬・生活衛生局総務課，厚生労働省医薬・生活衛生局監
視指導・麻薬対策課から事務連絡「医薬品の適正流通（GDP）ガイドラインについて」（以下，
GDPガイドライン）が発出され，GDP対応は医薬品業界に課せられた大きな課題となった。
GDPの実装に際し，医薬品製造販売業者が個別に取り組みを進めると 3 PL（サードパーティロ
ジスティクス）・輸送業者への要求事項・レベルも多様となり，保管・輸送業者にとっては一律
に運用管理できない複雑なものとなり，コストおよび労力の負担が著しく増大することが容易に
推察された。医薬品製造販売業者にとっても保管・輸送業者との運用は多様なものとならないよ
う，一般化した運用を目指し，可能な限りコストを抑制したGDPの実装を実現することが求め
られたことから，日本製薬団体連合会傘下の日本製薬工業協会会員企業，および関連製薬企業の
調達部門，サプライチェーン部門および品質保証部門等が自主的に集まり，医薬品流通課題検討
会＊ 1）を設立し，GDP実装の課題解決に取り組んだ次第である。

※ 1）  医薬品流通課題検討会：本参考情報作成時（2020 年 1 月）の参加企業 16 社。
   ＜旭化成ファーマ（株），アステラス製薬（株），エーザイ（株），小野薬品工業（株），協和キリ

ン（株），グラクソ・スミスクライン（株），塩野義製薬（株），シオノギファーマ（株），第一三
共（株），第一三共プロファーマ（株），大日本住友製薬（株），武田テバファーマ（株），武田テ
バ薬品（株），田辺三菱製薬（株），鳥居薬品（株），日本新薬（株）（五十音順）＞

医薬品流通課題検討会では，医薬品業界のGDPに対する取り組みを信頼性の高いものとする
ためには，メーカーのみならず，3 PL・輸送業界も協力体制（課題の共有，共同化）を図るこ
とで，特定のメーカーや物流業者に偏らないフラットな取り組みとなると考え，コストの応分負
担によるWin-Win 体制の構築を目指し，医薬品流通は競争ではなく協力体制（課題の共有，共
同化）を構築することにより，患者さんへの安全・安心・安定的な供給を達成することは，医薬
品業界全体の最も重要なミッションとした。
以上の考え方を基本として，医薬品流通課題検討会では速やかに解決しなければならない課題
をリスクベースで抽出し，業務効率化を図るため，業務・手順の標準化を常に考慮に入れながら，
具体的な手法を文献や各社の実例をもとに順次作成し，各社へ共有している。
今般，GDPに対する取り組みで最も共有・共同化が早期に必要と思われる「倉庫の温度モニ
タリングと温度マッピング」および「車両およびコンテナの温度モニタリングおよびマッピング
の 手 法 」 に つ い て，WHO Technical Report Series，No.992，Annex5，Supplement  8 の
「Temperature mapping of  storage areas Technical  supplement  to WHO Technical Report 
Series，No. 961，2011」（以下，WHO Technical Report）や USP<1079> 等の文献を参考に具
体的な手法を討議し，作成した。なお，WHO Technical Report については，GDP研究班で翻
訳し公表されているので，必要に応じて参照されたい。
また，本手法を厚生労働行政推進調査事業GDP研究班に紹介し，内容をGDP研究班でも確
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認いただき，今後のGDP社会実装に向けた参考情報として，厚生労働行政推進調査事業成果報
告会（2020 年 1 月 27 日）で「倉庫及び車両・コンテナの温度マッピングと温度モニタリング手
法（参考情報）」と題して公開した。
本手法はあくまで参考情報であり，本件採用・不採用または当該基準以上の対応も各メーカー

の判断で行われるものであるが，卸売販売業者等のGDPに対する取り組みの参考になれば幸甚
である。なお，本文書に記載された機器や手法は今後の方向性を示したものであり，現状を否定
するものではない。

2．	倉庫の温度管理
2 .1  倉庫の温度モニタリング手法
①  目　的
GDPガイドライン 3.1 に「特に，施設は清潔で乾燥し，許容可能な温度範囲に維持すること」
および，3.3 .1 に「医薬品を保管する環境を管理するための適切な手順を定め，必要な機器を
設置すること。考慮すべき因子として，施設の温度，照明，湿度および清潔さを含む」と規定
されている。本項では物流センターでの医薬品保管区域における温度モニタリングの手法につ
いて解説することを目的とする。

②  モニタリングの実施範囲および項目
医薬品の保管場所すべてを対象として，環境を管理するため，保管温度をモニタリングする
とともに医薬品の貯法に準じた温度にコントロールする必要がある。
通例，医薬品の貯法には温度のみが規定され，湿度変化が医薬品の品質に影響を与える場合
は防湿包装することにより，湿度コントロールなし（なりゆき湿度）の保管で問題はない。

③  温度モニタリングポイントおよび機器
夏季および冬季に外気温が大きく変動した場合にも，医薬品の保管場所はその影響を受けず

➢モニタリングポイントおよび機器

外気温が大きく変動した場合にも，医薬品の保管場所はその影響を受けず温度コントロールができて
いなければならない。そのため温度モニタリングの実施ポイントは，ワーストケースを想定した温度
マッピングの結果に従って下記の場所に設置する

・ホットポイント：マッピング時の測定温度の算術平均＊が最も高い場所
・コールドポイント：マッピング時の測定温度の算術平均＊が最も低い場所
（ワイドポイント（温度マッピング時の測定温度の高低差が最も大きい場所）でモニタリングを実施する場合もある）
＊WHO Technical Report Series, No.992, Annex5, Supplement 8

 ✓ 設置するモニタリング機器は少なくとも年1回校正を行うこと
 ✓ 機器の故障等に備えバックアップの機器を設置することを推奨
 ✓  モニタリング機器の設置場所は，定期的な温度マッピングの実施の都度，その結果に従って新たな
ホット・コールドポイントに変更する

図 4-23　倉庫の温度モニタリング（モニタリングポイントおよび機器）

GDP2_本文.indb   333GDP2_本文.indb   333 2022/12/01   14:382022/12/01   14:38



教育訓練手順書　 413

 

 

 

 

 

 

 

教教育育訓訓練練手手順順書書  
文文書書№№：：○○○○○○  

 

 
 

○○○○会社 

○○部 
 

 

 作成年月日：       年  月  日 

 作成者：山田 太郎 

 （署名）山田 太郎 

 

 承認年月日：    年    月    日 

 承認者：佐藤 次郎 

 （署名）佐藤 次郎  

 

 施行年月日：    年    月    日 

 

 
  

GDP2_本文.indb   413GDP2_本文.indb   413 2022/12/01   14:382022/12/01   14:38



416　第五部　GDP関連モデル文書

教育訓練手順書 
文書№ 施行年月日 版 頁 

    

 

 

 

目 次 

 

1. 目的 

2. 適用範囲 

3. 役割と責任 

4. 要件 
 

様式-1. 教育訓練実施計画書 

様式-2. 教育訓練実施記録 

様式-3. 教育訓練個人記録 

様式-4. 教育訓練実施報告書 

 

 

  

GDP2_本文.indb   416GDP2_本文.indb   416 2022/12/01   14:382022/12/01   14:38



教育訓練手順書　 417

教育訓練手順書 
文書№ 施行年月日 版 頁 

    

 

 

11..  目目的的  

本手順書は，「医薬品の適正流通（GDP）ガイドライン」及び関連法規等により要求される

GDP業務の遂行に当たり，医薬品の受領，供給に関する教育訓練を適切に管理するために必要

な手順を定めることを目的とする。 

 

22..  適適用用範範囲囲  

○○○○会社が有する医薬品製造販売業許可又は医薬品卸売販売業許可の下，保管・出荷す

る製品を他の卸売販売業者に納品するまでのGDP業務に関わる全ての教育訓練に適用する。 

 

33..  役役割割とと責責任任  

・センター長は，以下に示す教育訓練の業務を行う者（以下，「教育訓練責任者」という）を

あらかじめ選任する。教育訓練の責任者は，代行者を任命してもよい。 

・教育対象者への教育訓練が計画的或いは必要に応じて随時実施されていること，及びその記

録が作成されていることを確認する責任を有する。 

・教育訓練責任者は，以下のGDP教育の実務を行うものとする。 

 

◆GDP実施部門の従業員への教育 

各人に応じて必要な教育が計画的及び必要に応じて随時実施されるよう管理し，その記録を

作成する。ここでの「必要に応じて随時実施」とは，変更管理に伴う変更や品質管理業務手順

及びマニュアルの変更等，速やかに周知が必要とされる場合に実施される教育訓練をいう。 

具体的には，教育訓練に関する以下の業務を遂行する責任を有する。 

・実施及び進捗の管理 

・記録の運用管理 

・教育に必要な支援 

・欠席若しくは十分に理解できなかった者等へのフォローアップ教育の管理 

 

 

44..  要要件件  

4.1 教育の種類と区分 

◆GDP実施部門の従業員への教育 

（1）導入教育 

新入社員，或いは他部門からの異動者を対象とし，業務を遂行する上で最低限必要な知識を

習得するための教育である。 

必要に応じて，監督指導の下，OJTにて習得することも含める。 

なお，必要な教育が終了し，記録がされるまで，監督指導がある場合を除き業務に従事して

はならない。 
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