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※�本稿は，2020年１月27日にメルパルク東京ホールで行われた「GMP，QMS及びGCTPのガイドラインの国際整合化に関する研究」分担研
究「医薬品流通にかかるガイドラインの国際整合性に関する研究」（GDP研究班）厚生労働行政推進調査事業成果報告会での発表内容を基
にまとめた。

　厚生労働行政推進調査事業「GMP，QMS及びGCTP

のガイドラインの国際整合化に関する研究」分担研究

「医薬品流通にかかるガイドラインの国際整合性に関す

る研究」の2019年度GDP研究班活動として，2018年12

月に厚労省から発出された「医薬品の適正流通（GDP）

ガイドライン」に対し，本ガイドラインの国内実装推進

を目的に，関連業界を通じて本ガイドラインの解釈や疑

問点，今後必要な取り組みについて把握することとなっ

た。

　調査結果は厚生労働行政推進調査事業「GMP,�QMS�

及びGCTP�のガイドラインの国際整合化に関する研究

（H29-医薬-指定-004）」（研究代表者：櫻井信豪）の分担

研究報告書，投稿や講演により公表されるとともに，厚

生労働省が広く周知し，事業者における自主的な取り組

みを促していく予定である。

はじめに

　アンケート依頼先・調査方法・内容・回答企業等を

図１にまとめた。

１．�アンケート調査内容（依頼先・調
査方法・内容・回答企業等）

アンケート内容（2019年度）
・アンケート調査依頼先：日本製薬団体連合会，日本医薬品
卸業連合会，日本GE医薬品販売協会，日本産業・医療用ガス
協会，日本倉庫協会，医薬品輸送事業者協議会
・調査期間：2019年９月13日（金）～10月６日（日）
・回答数：178社

Q1.（回答者連絡先）
Q2. 所属団体（主要団体を選択：８択）
Q3. 事業構成（事業構成を選択：10択）
Q4. ガイドラインの各項目に対するご意見・疑問点等（GL項
目選択＋50文字自由記載，各社最大５点）：323件

Q5. ガイドラインの各項目に対する実例紹介，説明会での希
望テーマ（GL項目選択＋50文字自由記載，各社最大５点）
：165件

Q6. 成果報告会で企業の実例としてご紹介頂ける，GDP実施
のための工夫や成功例等（発表公募：GL項目選択＋50字
自由記載）：12件

図１　2019年度アンケート調査概要

～医薬品流通にかかるガイドラインの国際整合性に関する研究
厚生労働行政推進調査事業成果報告会より～

GDP対応と適正な医薬品流通に向けて①特集

2019年度日本版GDPガイドラインに関する
アンケート調査結果

Current Situation and Gap analysis of Japanese GDP Guideline in Japanese GDP 
related companies

-Based on the result of questionnaire conducted by Health Labour Sciences 
Research, GDP Research Group in 2019

日本製薬団体連合会 品質委員会

日本通運株式会社 医薬品事業部
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Kinya MatsuMoto
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※�本稿は，2020年１月27日にメルパルク東京ホールで行われた「GMP，QMS及びGCTPのガイドラインの国際整合化に関する研究」�分担研
究「医薬品流通にかかるガイドラインの国際整合性に関する研究」（GDP研究班）厚生労働行政推進調査事業成果報告会での発表内容を基
にまとめた。

　GDPガイドラインの国内実装に向け，厚生労働行政

推進調査事業GDP研究班「GDPガイドラインアンケー

ト調査（2019年９月13日）」では，関連業界を通じて本ガ

イドラインの解釈や疑問点，今後必要な取り組みについ

てアンケート調査した。その結果，適用範囲，GDP責

任者，その他契約受託者等に関する質問や疑問点が多く

みられたことから，これらに関する追加の解説と質疑応

答（Q&A）を作成した。　

　昨年（2019年１月18日）行われたGDP研究班成果報告

会における「医薬品の適正流通（GDP）ガイドライン概

要と解説」では，本ガイドラインの適用範囲は，医薬品

の市場出荷後，薬局，医薬品販売業，医療機関に渡るま

での医薬品の仕入，保管および供給業務に適用すること

を説明している。すなわち，本ガイドラインの適用範囲

は，図１に示した青色の文字および矢印の箇所が適用範

囲となる。なお，本ガイドラインでは，「倉庫」は「施設」

という記載であることから，本報告では「倉庫」はすべ

て「貯蔵施設」とした。また，製造販売業者や卸業者以

はじめに

１．適用範囲

外の倉庫は卸売販売業の貯蔵施設（図１の＊），卸しの倉

庫は卸業者による卸売販売業の営業所にある貯蔵施設と

した。

　昨年のGDP研究班成果報告会における「医薬品の適

正流通（GDP）ガイドラインに対する質疑応答」の中の

適用範囲に関するQ&Aを，図２に示した（訂正箇所は

A0-4に示したようにすべて青字として記載した）。医薬

品を直接販売している企業を含め，医薬品を製造販売す

る製造販売業者は，市場出荷後，薬局，医薬品販売業者

へ納品されるまでが適用範囲となること，また輸入製品

は，海外からの医薬品の輸送は製造行為の一環と見なさ

れることから，GMPで管理されるべき事項であること

を説明している。さらに，対象となる医薬品に関連する

事項として，再生医療等製品は医薬品には含まれないた

め適用外と説明しているが，今回，適用される医薬品に

関する追加のQ&Aを検討した。

　医薬品は，「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（第二条）」に規定されてお

り，再生医療製品の他に，医薬部外品及び化粧品は医薬

品から除くとされている（図３）。

　適用される医薬品に関する新たなQ&Aを図４に示すが，

医療用医薬品（医療用ガス含む），要指導医薬品，一般用

医薬品，体外診断用医薬品が適用となる。一方，医療機

器，医薬部外品，化粧品，再生医療等製品，治験薬，動

～医薬品流通にかかるガイドラインの国際整合性に関する研究
厚生労働行政推進調査事業成果報告会より～

GDP対応と適正な医薬品流通に向けて②特集

医薬品適正流通（GDP）ガイドライン
質疑応答（追加）

Additional Questions and Answers on Japanese GDP Guideline

日本製薬団体連合会 品質委員会

株式会社大塚製薬工場 信頼性保証本部

浅木幸造
Kozo AsAgi

Quality Committee, The Federation of Pharmaceutical Manufacturers’ Association of JAPAN
Quality Assurance Division Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc.
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　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」が発出された。

　本ガイドラインは省令ではなく，卸売販売業者および

製造販売業者をはじめ，医薬品の流通にかかるすべての

関係事業者が業務の参考とするいわゆる自主基準で，卸

売販売業者等の業務を支援するものである。卸売販売業

者等が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，さらに偽造医薬品が正規流通経路へ流入することを

防止することが期待されている。

　GDPの社会実装に向け，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16社（（五

十音順）：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

はじめに
田テバ薬品（株），田辺三菱製薬（株），鳥居薬品（株），日

本新薬（株））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

会を設立した。

　GDP対応は医薬品業界に課せられた大きな課題だが，

GDPガイドライン運用に際し各社個別に取り組んだ場

合にはコスト，運用および品質のレベルに限界があり，

各製薬メーカーが個々に3PL（サードパーティロジスティ

クス）・輸送業界へアプローチした場合，要求レベルも

多様となり，業者のコストおよび労力の負担は計り知れ

ない。また，医薬品業界のGDP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，3PL・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

り，コストの応分負担によるWin-Win体制の構築が可

能となる。

　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

重要なミッションである。

　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

※�本稿は，2020年１月27日にメルパルク東京ホールで行われた「GMP，QMS及びGCTPのガイドラインの国際整合化に関する研究」分担研
究「医薬品流通にかかるガイドラインの国際整合性に関する研究」（GDP研究班）厚生労働行政推進調査事業成果報告会での発表内容を基
にまとめた。

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）
Temperature monitoring and temperature mapping methods for warehouses, 

transportation vehicles and containers（reference information）

医薬品流通課題検討会

アステラス製薬株式会社 品質保証部

大野高史
Takashi OhnO

Pharmaceutical Distribution Issues Study Group
Quality Assurance, Astellas Pharma Inc.
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　筆者らは医薬品工場の防虫管理に関して，2005年４月

から５回にわたり本誌に「昆虫動態バリデーションシリー

ズ」を連載し1），このなかで医薬品工場のクリーンルー

ムでの昆虫類の生息状況の詳細，防除の概念，管理基準

値設定，教育の必要性などを示した。

　2006年には厚生労働省から品質リスクマネジメントに

関するガイドライン（ICH Q9）が通知された2）（以下，

ICH Q9という）。また同年「無菌操作法による無菌医薬

品の製造に関する指針」のなかで「無菌医薬品に係る製

品の作業所の防虫管理」3）が示された。これは医薬品等

の製造環境の昆虫類のマネジメントについて述べた最初

の文書と思われる。現在，医薬品工場はこの指針に沿っ

て防虫管理を行っている施設が多い。

　その後，2015年に改正されたISO9001ではリスクベー

スのアプローチとして「リスク及び機会への取組み」が

新たに規定された。また，2017年に厚生労働省医薬・生

活衛生局監視指導・麻薬対策課から事務連絡「医薬品品

質システムにおける品質リスクマネジメントの活用につ

いて」（平成29年７月７日）4）が発出され，そのなかで１

例として防虫防鼠管理のリスクマネジメントが示された。

　2018年７月に提示されたGMP省令改正案では第五条

に「品質リスクマネジメント」が新設され，医薬品・医

療機器工場においてもGMP・QMS等の国際整合性の動

きのなか，リスクに基づく考え方に重点を置いたQMS

はじめに
に沿った運用の重要性がさらに高まっている。

　このように防虫管理は単なるモニタリングや防除だけ

ではなく，リスクマネジメントに基づくリスクマネジメ

ントプロセスの確立が必要となっている。実際に近年の

査察時には防虫防鼠管理のリスクマネジメントに関する

質疑も行われている。

　本稿では防虫防鼠管理をICH Q9のリスクマネジメン

トプロセスに沿って再構築し，確立する考え方について

述べる。なお各プロセスについては次回以降に詳細を解

説する。

　ICH Q9では『リスク』は「危害の発生の確率とそれ

が発生したときの重大性の組み合わせ（ISO/IEC Guide 

51）」，『危害（原文では「harm」）』は「健康への被害。

製品品質の不良又は安定供給の欠如による被害を含む」

と定義されている。リスクマネジメントで重要なことは，

マネジメントの対象となる「リスク」は何を『危害』と

定義するかによって変わるということである。ICH Q9

では，品質リスクマネジメントは「品質に対するリスク

の評価は，科学的知見に基づき，かつ最終的に患者保護

に帰結されるべきである」との基本原則に基づいている。

そのため管理すべき対象はあくまで患者の「健康への被

害」に関連するリスクであり，一般的にリスクマネジメ

ントの対象として取り扱われることが多い財産や環境な

１ リスクマネジメントに関連する
用語の定義

リスクマネジメントの視点からの防虫管理

Pest management concept from the perspective of ICH Q9 quality risk management
Part 1：Risk Management Process

シーアンドエス株式会社

谷　壽一，木村俊彦，尾池泰英
Toshikazu Tani, Toshihiko kimura, Yasuhide oike

C&S CORPORATION

リスクマネジメントプロセスその１
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　今回（連載第２回）は，日本製薬工業協会（製薬協）／

GMP部会／データインテグリティプロジェクトで作成

した４つの成果物のうち，３つの成果物（データインテ

グリティ･マスタープラン（｢成果物１｣），データインテ

グリティ･コンプライアンス･アセスメントシート（｢成果

物２｣），機器･システムリスト兼リスクアセスメントシー

ト（｢成果物３｣）について具体的に紹介する。

　｢成果物１｣ として，“データインテグリティ･マスター

プラン”のテンプレートを作成した。

　“データインテグリティマスタープランのテンプレート”

は，製造所におけるデータインテグリティ管理体制構築

のためのマスタープランとなっている。マスタープラン

は必ずしも作成する必要はないと考えるが，データイン

テグリティ活動は一般的に製造所全体で取り組むべき課

題であり，かつ長期間にわたるプロジェクトとなること

から，マスタープランの作成は活動全体を総括するとい

う意味で有用と考えられる。この ｢成果物１｣ では記載

すべき項目例を列挙し各項目について解説している。

　図１に“データインテグリティ･マスタープラン”の

はじめに

データインテグリティ･マス
タープラン／成果物１

１．

目次を示した。最初に，目的，背景，適用範囲，方針，

スケジュール，役割と責任などの一般的事項を盛り込み，

その後リスクマネジメント，ガバナンス，コミュニケー

ションプランといった重要項目を盛り込んで，最後に文

書管理，逸脱管理，変更管理などのGMPにかかる諸項

目を記載するようになっている。

　次に，図２～６に記載項目の詳細を示す。

　マスタープランを作成する目的としては，「このマス

タープランは〇〇製薬△工場のデータインテグリティに

関する取り組みを包括的に管理するために作成する」，「こ

のマスタープランには製造所におけるリスクの同定なら

図１　データインテグリティ･マスタープラン（目次）

日本製薬工業協会GMP部会における
データインテグリティに係わる取り組み（その2）

Efforts related to data integrity in the Japan Pharmaceutical Manufacturers 
Association, GMP Expert committee （Part 2）

日本製薬工業協会 品質委員会 GMP部会 データインテグリティプロジェクト

中外製薬株式会社1），武田薬品工業株式会社2）

藤江　宏1），大河内一宏2）

HirosHi Fujie1）, KazuHiro oKocHi2）

Data Integrity Project, GMP Expert committee, Quality & Technology Committee, 
Japan Pharmaceutical Manufacturers Association

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.1）, Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.2）
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　医薬品製造におけるデータインテグリティ指摘がU.S. 

FDA （Food and Drug Administration：アメリカ食品医

薬品局）査察において目立ちはじめてきた。データイン

テグリティ指摘はQCラボに集中していたが，製造にお

けるデータインテグリティ対応も進める必要がある。ラ

ボにおけるデータインテグリティ指摘内容は定型化して

きたが，製造においては機器／装置の多様性のため

FDAの指摘内容はさまざまである。そのなかでも無菌

性保証という観点で患者の安全確保にとって重要なろ過

滅菌工程の完全性試験に関する指摘は重要である。フィ

ルター完全性試験のデータインテグリティ対応を進める

必要がある。ろ過滅菌用フィルターの完全性試験につい

ては図１および連載第２回を参照されたい。

　本連載において，ろ過滅菌用フィルターの完全性試験

に対するFDAのデータインテグリティ指摘を紹介し，

フィルター完全性試験のデータインテグリティ対応を紹

介する。各連載の内容は以下を予定している。

第１回：データインテグリティの基礎とFDA査察指摘

第２回： ろ過滅菌とフィルター完全性試験

第３回： フィルター完全性試験のデータインテグリティ

対応例

はじめに（連載の概要）

　データインテグリティとはデータが完全で一貫性があ

り正確であること，つまりデータが信頼できることであ

１  データインテグリティの基礎

図１　ろ過滅菌用フィルターの完全性試験

注射剤などの無菌医薬品はろ過滅菌によって無菌性を担保す
ることが多い。そうした用途のろ過滅菌用フィルターとその
使用方法に問題があり適切にバクテリア除去が行えない場合，
投与される患者に対する安全確保はもちろんのこと，製造す
る企業に対してもさまざまなリスクを生じさせることになる。
そのため，ろ過滅菌用フィルターの完全性試験はろ過滅菌能
力を予知・検証するために行う極めて重要な試験であり，高
い信頼性を求められることからデータインテグリティの確保
は必須となっている。なお，一般的に完全性試験と言えば非
破壊的な方法を指すが，その完全性試験因子は実際にバクテ
リアを使用して行う破壊試験と相関性を有している必要があ
る（下図参照）。

データインテグリティの基礎とFDA査察指摘
（1） Data Integrity Basics and Observations on FDA Inspections

合同会社エクスプロ・アソシエイツ 代表1），株式会社シーエムプラス 提携コンサルタント2），日本ポール株式会社3）

望月 清1, 2），志村靖二3），谷山浩將3）

Kiyoshi MochizuKi1, 2）, seiji shiMura3）, KosuKe TaniyaMa3）

CEO, Xpro Associates, LLC1）, Associate Consultant, CM Plus Corporation2）, Nihon Pall Ltd.3）

無菌医薬品製造における
フィルター完全性試験のデータインテグリティ対応

Data Integrity Implementation on Filter Integrity Test
for Sterile Product Manufacturing

第１回
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