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１．ＧＭＰとは

(１)ＧＭＰ=Good Manufacturing Practice

(２)ＧＭＰとは、優良かつ均一な品質の製品を製造
するための活動

終製品の品質検査のみを行う品質管理だけではなく、

原料の受入れから 終製品の出荷に至るまでの全製造工程にわたり、
計画的に組織的な製造管理と品質管理を行うこと。

（３）GMPの原則
１）人為的な誤りを 小限にする
２）汚染及び品質低下を防止する
３）高度な品質を保証するシステムを設計する

(設計どおりの製品を作り続ける)
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ルールの決定

ルールの実⾏チェック

改 善

 ルールを決めて⽂書化する
 ルールどおりに作業し、記録する
 定期的に評価し、ルールを改善する 4



（１）承認要件
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（以下「法」とする）の第23条の２の５第２項
第４号で規定

（２）承認の取り消し事由等
 ＧＭＰ適合性調査を受けなかったとき

（法第23条の２の５第６項若しくは第８項の規定に違反したとき）

 ＧＭＰの改善命令(法第72条第２項の規定）に従わなかったとき

農林水産大臣は、承認の取り消し、又は承認を与えた事項
の一部について変更を命じることができる
（法第74条の２第３項第２号及び第４号）

5

法律上の位置づけ



ＧＭＰ省令の適用の範囲
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 製造販売業者は、
この省令の第⼆章⼜は第四章の規定に基づき、
製品の製造管理及び品質管理を⾏わなければならない。

 製造販売業者⼜は選任外国製造医薬品等製造販売業者は、
この省令の第三章⼜は第五章の規定に基づき、
製造業者等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。

 製造業者等は、
この省令の第三章⼜は第五章の規定に基づき、
製造所における製品の製造管理及び品質管理を⾏わなければならない。

 輸出⽤の製品の製造業者は、
この省令の第三章⼜は第五章の規定に基づき、
輸出⽤の医薬品の製造所における製品の製造管理及び品質管理を⾏わなけれ
ばならない。

製造販売業者 製造業者
製造所

品質部⾨製造部⾨



第二章 医療機器の製造販売業者における
製造管理及び品質管理

第４条 （医療機器等総括製造販売責任者の業務）

第５条 （品質標準書）

第６条 （品質管理業務手順書）

第７条 （製造業者等との取り決め）

第８条 （医療機器品質保証責任者の業務）

第９条 （市場への出荷の管理）

第10条 （適正な製造管理及び品質管理の確保）

第11条 （品質等に関する情報及び品質不良等の処理）

第12条 （回収処理）

第13条 （自己点検）

第14条 （医療機器の貯蔵等の管理）

第15条 （修理に係る通知の処理）

第16条 （販売業者又は貸与業者における品質の確保）

第17条 （中古品の販売又は貸与に係る通知の処理）

第18条 （文書及び記録の管理）

ＧＭＰ省令（動物用医療機器に関する条項）
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第三章 医療機器の製造業者等における
製造管理及び品質管理

第19条 （医療機器の製造業者等の責務）

第20条 （構造設備）

第21条 （製品標準書）

第22条 （製造管理及び品質管理基準書）

第23条 （製造管理）

第24条 （試験検査）

第25条 （出荷の可否の決定）

第26条 （修理）

第27条 （苦情処理等の手順に関する文書）

第28条 （苦情処理）

第29条 （回収処理）

第30条 （自己点検）

：⾼度管理医療機器、管理医療機器（電動式のもの、滅菌されたもの）⇒第１条〜第30条

：管理医療機器（上記以外のもの）⇒第１条〜第20条



第四章 体外診断用医薬品の製造販売業者
における製造管理及び品質管理

第31条（準用）

・第４条（医療機器等総括製造販売責任者の業務）

・第５条（品質標準書）

・第６条（品質管理業務手順書）

第１項（第９号から第11号までを除く）

・第７条（製造業者等との取り決め）

・第８条（医療機器品質保証責任者の業務）

・第９条（市場への出荷の管理）

・第10条（適正な製造管理及び品質管理の確保）

・第11条（品質等に関する情報及び品質不良等の処理）

・第12条（回収処理）

・第13条（自己点検）

・第14条（医療機器の貯蔵等の管理）

・第18条（文書及び記録の管理）（第３号イを除く）

ＧＭＰ省令（体外診断用医薬品に関する条項）
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第五章 体外診断用医薬品の製造業者等に
おける製造管理及び品質管理

第32条 （体外診断用医薬品の製造業者等の責務）

第33条 （生物学的製剤の製造業者等の責務）

第34条 （構造設備）



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

第二十三条の二の五 （医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認）

第六項 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係
る医療機器又は体外診断用医薬品が政令で定めるものであるときは、その物の製造
管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適
合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取
得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面によ
る調査又は実地の調査を受けなければならない。

第七項 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係
る医療機器又は体外診断用医薬品が次の各号のいずれにも該当するときは、前項の
調査を受けることを要しない。

一 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者が既に次条第一項の
基準適合証又は第二十三条の二の二十四第一項の基準適合証の交付を受けている場
合であつて、これらの基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の厚
生労働省令で定める区分に属するものであるとき。

二 前号の基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造所
（当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち滅菌その他の厚生労働省令
で定めるもののみをするものを除く。以下この号において同じ。）と同一の製造所
において製造されるとき。

ＧＭＰ調査の合理化
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ＧＭＰ調査の合理化

平成26年の法改正により、承認を受けようとする（または
更新しようとする）医療機器・体外診断用医薬品について、
すでに同一区分及び同一製造所の『基準適合証』の交付を

受けている場合には、
ＧＭＰ調査を受けることを要しないこととされる。

ＧＭＰ調査が
「品目ごと」から「製品群区分＆製造所ごと」

に合理化
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設計
開発

部品製造
製造

（その他）
主たる組立て

終包装・
表示

保管
（出荷判定）滅菌

 動物用医療機器
① 医療機器プログラムを記録した記録媒体

国内における 終製品の保管
② ①以外の医療機器

・主たる組立その他の主たる製造工程（滅菌及び保管を除く）
・滅菌
・国内における 終製品の保管

 動物用体外診断用医薬品
・反応系に関与する成分の 終製品への充填工程
・国内における 終製品の保管

ＧＭＰ調査の対象となる製造所

〇ＧＭＰ調査の対象となる製造所は、動物用医薬品等取締規則
第91条の９に規定された登録が必要な製造工程にかかる製造所
になります。
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製品群区分

〇 医療機器及び体外診断用医薬品の基準適合性調査は、製品ごとではなく、以下
の製品群区分ごとに実施されます。

〇 製品群区分は、動物用医薬品等取締規則第91条の29に「基準適合証に係る医療
機器及び体外診断用医薬品の区分」として規定されています。

 動物用医療機器

一 医療機器 次に掲げる区分
イ 麻酔器並びに麻酔用呼吸嚢(のう)及びガス吸

収かん
ロ 呼吸補助器のうち、電動式のもの
ハ 内臓機能代用器
ニ 保育器
ホ 医療用エックス線装置及び医療用エックス線

装置用エックス線管
ヘ 放射性物質診療用器具
ト 理学診療用器具のうち、電動式のもの
チ 血液検査用器具のうち、電動式のもの
リ 内臓機能検査用器具のうち、電動式のもの
ヌ 電気手術器
ル 注射針及び穿(せん)刺針のうち、滅菌されたもの
ヲ 注射筒のうち、滅菌されたもの
ワ 採血又は輸血用器具のうち、滅菌されたもの

カ 医薬品注入器のうち、滅菌されたもの又は電動
式のもの

ヨ 家庭用電気治療器
タ 磁気治療器のうち、電動式のもの
レ 医療用物質生成器
ソ 縫合糸のうち、滅菌されたもの
ツ 整形用品のうち、動物の身体内に留置されるもので

あって、かつ、滅菌されたもの
ネ 標識用器具のうち、動物の身体内に留置されるもの

であって、かつ、滅菌されたもの
ナ イからネまでに掲げる物以外の物にあっては、次に

掲げる区分
（１）生物由来製品たる滅菌医療機器

（製造工程において滅菌される医療機器をいう。
以下同じ。）

（２）滅菌医療機器（（１）に掲げるものを除く。）
（３）生物由来製品たる非滅菌医療機器（滅菌医療機器 以

外の医療機器をいう。以下同じ。）
（４）非滅菌医療機器（（３）に掲げるものを除く。）
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＜例＞
ナ イからネまでに掲げる物以外の物にあっては、

次に掲げる区分

（１）生物由来製品たる滅菌医療機器

（２）滅菌医療機器（(１)に掲げるものを除く)

（３）生物由来製品たる非滅菌医療機器

（４）非滅菌医療機器((３)に掲げるものを除く）

製品群区分

 動物用体外診断用医薬品

二 体外診断用医薬品 次に掲げる区分
イ 生物学的製剤（体外診断用医薬品に限る。以下この章において同じ。）
ロ 生物学的製剤以外の製剤

みなし区分

 動物用医療機器（取締規則第91条の29第２項、第３項）

• ナの(1)の区分の基準適合証が交付されている場合
申請者の氏名または名称その他当該基準適合証に記載され
ている項目の内容（製品群区分・有効期間除く）が同一で
あれば、(1)の区分と(2)～(4)の区分は同一の製品群区分
とみなす。

• ナの(2)又は(3)の基準適合証が交付されている場合
前述と同様の条件であれば、(2)又は(3)の区分と(4)の区
分を同一の製品群区分とみなす。）

 動物用体外診断用医薬品（取締規則第91条の29第４）

• イ区分の基準適合証が交付されている場合
前述と同様の条件であれば、イの区分とロの区分は同一の
製品群区分とみなす。

み
な
し
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〇〇動薬第〇〇号

動物用〇〇基準適合証

調査を受けた品目名

その品目が属する区分

製造所 〇〇〇〇
△△△△
□□□□

「基準適合証」と
・同一の製品群区分に該当し、かつ
・同一の製造所※で製造される品目
はＧＭＰ調査を要しない。

※「滅菌のみを行う製造所」
「国内における 終製品の保管のみ行う製造所」
が変わる場合は除く

基準適合証

〇 基準適合性調査を動物医薬品検査所から受けた場合に発行される｢製品群区分」
と「製造所」が記載された適合証明書をいいます。

〇 基準適合証の有効期間は５年間です。

〇 基準適合証の交付については、法第23条の２の６の第１項に、有効期間につい
ては、同条第２項及び施行令第37条の21に規定されています。
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 新規の製造販売承認申請の時

 事項変更承認申請の時

ただし、有効期間の延長など、製造管理又は品質管理に影響を与えない場
合を除く（施行令第37条の25第１項）

 定期ＧＭＰ適合性調査
〇承認後、５年ごとに定期調査を受けなければならない。

〇原則、製造販売業の許可更新時に、まとめて申請する。

〇基準適合証が交付されたものついては、記載された有効期限内に申請。

！標準処理期間は６ヶ月なので余裕を持って申請してください

ＧＭＰ適合性調査対象の医療機器・体外診断用医薬品は、

製造の有無にかかわらず、すべて定期調査が必要。

ＧＭＰ適合性調査申請の時期
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ＧＭＰ適合性調査申請の有無

有効な基準適合証の有無
同一製品群区分
同一製造所（製造工程）

ＧＭＰ調査申請

 法第23条の２の５第７項に該当するか？
・滅菌のみを行う製造所のみの変更
・国内の 終製品の保管場所のみの変更 等

 動物用医療機器の場合、規則第91条の29第２項又
は第３項に該当するか？

⇒スライド15

 動物用体外診断用医薬品の場合、規則第91条の29
第４項に該当するか？
⇒スライド15

16

・承認等申請
・定期調査時

あり

なし

ＧＭＰ調査申請不要

該当

該当しない



ＧＭＰ適合性調査の流れ

書類確認・接受

書面調査

実地調査

疑義照会等

結果通知 改善・報告等
17

・承認等申請
・定期調査時



申請に必要な書類
書類 動物用医療機器/体外診断用医薬品

①適合性調査申請書 動物用医療機器（体外診断用医薬品）適合性調査申請書
（規則様式16（３））

②品目の製造管理及び品質管理
に関する資料

承認申請書の写し

③製造所の製造管理及び品質管
理に関する資料

・申請品目が受けた過去の適合性調査結果通知書（基準適合証）
・登録証の写し

④ＧＭＰ適用報告書 医療機器ＧＭＰ適用報告書（局長別紙６の別紙様式３）
体外診断用医薬品ＧＭＰ適用報告書（局長別紙６の別紙様式４）

⑤適用報告書に添付する資料

18

製造所に関する資料 製造販売業者に関する資料

①製造業者の名称及び住所
  製造所の名称及び住所
  登録番号及び登録年月日

①製造販売業者の名称及び住所
  許可番号及び許可年月日

  製造所のGMP体制に関する資料（GMP組織図) 　製販業者のGMP体制に関する資料（GMP組織図)

　製造工程を記載した資料

②責任技術者の履歴及び所属がわかる資料 ②総括製造販売責任者、品質保証責任者、
　安全管理責任者の履歴及び所属がわかる資料

③ＧＭＰ省令点検表（製造業者） ③GMP省令点検表（製造販売業者）

④（認定・登録外国製造業者の場合）
　　製造所がある国の政府が発行した
　　GMP証明書等



動物用医療機器(体外診断用医薬品)適合性調査申請書
(様式 取締規則第16号(3))
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 申請品目

スペースやハイフンも含め、正確に記入してください。

定期ＧＭＰ適合性調査申請の場合

① 基準適合証ごと〔同一製品群＆同じ製造所（製造工程）の組み
合わせごと〕に申請してください。

② 法第23条の２の５第７項に該当し、
承認申請時等において調査を要しなかったもの
についても、定期調査時のGMP適合性調査申請書
には、すべての品目を記載してください。

③ その場合、調査の対象は、
複数品目のうちの１品目となりますので、
添付資料は調査品目についてのみ
添付してください。

適合性調査申請書の注意事項（記の３）
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＜記載例＞
３ 申請する品⽬及び当該品⽬

が属する製品群区分の名称
品⽬名：〇〇〇〇

△△△△
□□□□

製品群区分：××××
⼀般的名称：●●●●

７ 参考事項
調査対象品⽬：〇〇〇〇

複数品⽬
記載



 申請書の記の４の記載

① 製造販売承認申請の場合

製造販売承認申請年月日と「承認申請中」

② 承認事項変更承認申請の場合

事項変更承認申請年月日と、「事項変更承認申請中」

③ 定期調査の場合

直近の承認番号と承認年月日(品目ごとに記載)

適合性調査申請書の注意事項（記の４）
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申請書の記の５の記載

① 製造業者登録証あるいは外国製造業者認定証（登録証）に記載さ
れている製造所の名称や住所を正確に記入してください。

※特に外国製造業者の場合は注意！！

② 適合性調査の対象は、取締規則91の9に規定された登録が必要な
製造工程に係る製造所となります

⇒スライド13

③ 事項変更承認申請に係るＧＭＰ適合性調査の場合で、一部の製造
所に関する変更事項あっても、すべての製造所について、申請書
及び適用報告書に記載してください。

適合性調査申請書の注意事項（記の５）
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 申請書の記の６の記載

① 製造業もしくは外国製造業の登録が「申請中」の場合は、
申請年月日と「登録申請中」あるいは「外国製造業者登録申請中」
と記載してください。

その場合、登録がなされた後、 終差し替え等により、申請書など
の整備を行ってください。

② 登録年月日は、登録期間の 初の日となります。

適合性調査申請書の注意事項（記の６）
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 申請書の記の７ 参考事項欄

① 定期調査において、複数品目を一括申請する場合
「調査対象品目」を１品目記載してください。

＜記載例＞調査対象品目：〇〇〇〇

② 担当者の氏名、連絡先、メールアドレス等を記載してください。

• 実際にご対応いただける方について、記入してください。

• 担当者の変更、連絡先の変更のみの場合、申請書の差し替え
は必要ありません。

③ その他特記事項がある場合は、こちらに記入してください。

適合性調査申請書の注意事項（記の７）
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 農林水産大臣名は、申請時での大臣の氏名を記載して
ください。

＜記載例＞「農林水産大臣 𠮷川 貴盛 殿」 (平成30年10月現在）

 申請料は12,100円です（輸出用を除く）。

 収入印紙は必ず貼付した状態で提出してください。

※別添された収入印紙を当所職員が貼付することはできません。

 収入印紙の貼付場所は、所定の位置に貼れない場合には、
申請書の空きスペースのどこでもかまいません。
(どうしても貼れない場合には裏面でもOK)

 収入印紙は絶対に消印をしないでください。

 印紙税納付計器による納付印は使えません。

適合性調査申請書の注意事項（その他）
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①製造販売承認申請及び事項変更承認申請に係る適合性調査の場合
同時に申請された製造販売(承認事項変更)承認申請書の写し

②定期適合性調査の場合

適合性調査を実施する品目の直近の製造販売承認申請書または
事項変更承認申請書、もしくは軽微変更により整備された承認申請書

③輸出用医療機器・体外診断用医薬品の適合性調査の場合
輸出届の写し

26

品目の製造管理及び品質管理に関する資料

 製品標準書など、追加資料をいただく場合があります。

 承認申請書本体及び別紙や別紙規格なども添付が必要です。

 参考資料ではなく、正式な添付資料です。必ず添付してください。



①申請品目が受けた過去の適合性調査結果通知書(基準適合証）

～調査実績がない場合には結果通知は必要ありません。

②登録証の写し

27

製造所の製造管理及び品質管理に関する資料

参考資料ではなく、正式な添付資料です。

必ず添付してください。



① 申請品目の製造に関与する製造所でGMPが適用されるすべて
の製造所を記入してください。

② ＧＭＰ適用報告書の製造工程欄については、
取締規則第91条の９に基づいて記載してください。
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＜記載例＞
①医療機器プログラムを記録した記録媒体

国内における 終製品の保管
②①以外の医療機器
・主たる組立その他の主たる製造工程（滅菌及び保管を除く ⇒

・滅菌 ⇒

・国内における 終製品の保管 ⇒

③体外診断用医薬品
・反応系に関与する成分の 終製品への充填工程 ⇒

・国内における 終製品の保管 ⇒

ＧＭＰ適用報告書

主たる組立

滅菌

保管

充填

保管
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事項変更承認申請に伴い適合性調査を申請した場合に限り、
②～④の資料で前回の調査時と変更のないものについては、「〇〇〇については、〇年
〇月〇日提出の資料と変更がないため、資料を添付しない。」という旨を、製造所の資
料欄に記入することで添付を省略することができます。

ＧＭＰ適用報告書に添付する資料

製造所に関する資料 製造販売業者に関する資料

①製造業者の名称及び住所
製造所の名称及び住所
製造所の登録番号・登録年月日

①製造販売業者の名称及び住所
許可番号・許可年月日

ＧＭＰ体制に関する資料（ＧＭＰ組織図） ＧＭＰ体制に関する資料（ＧＭＰ組織図）

製造工程を記載した資料

②責任技術者の履歴及び所属が分かる資料 ②総括製造販売責任者、品質保証責任者、
安全管理責任者の履歴及び所属が分かる
資料

③ＧＭＰ省令点検表（製造業者） ③ＧＭＰ省令点検表（製造販売業者）

④（認定・登録外国製造業者の場合）
製造所がある国が発行したGMP証明書
等



 記載事項の確認のため、製造販売業者の許可証の写しを添付
してください。

 「製造工程を記載した資料」は、ブロックフローチャートで、
どの工程をどの製造所が担当しているかがわかる資料として
ください。

 「GMP組織図」は、各責任者の関係がわかるような図としてく
ださい。

ＧＭＰ適用報告書に添付する資料の注意事項（資料①）
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製造販売業者 製造業者
医療機器等総括製造販売責任者 ＜医療機器の場合＞

責任技術者
医療機器（体外診断⽤医薬品）
品質保証責任者

＜体外診断⽤医薬品の場合＞
体外診断⽤医薬品製造管理者

医療機器（体外診断⽤医薬品）
安全管理責任者

記載すべき各責任者



 履歴には、その役職を遂行するのに足りる要件と考えられる
経歴(職歴及び学歴並びに資格)を記載してください。

ＧＭＰ適用報告書に添付する資料の注意事項（資料②）
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製造販売業の許可申請に必要な医師診断書や卒業証明書は、不要です。



 「自己点検」は、製造所ごとに少なくとも年１回は実施する
こととされています（局長通知第３の６の（２）のエ）

 適合性調査申請の際には、適合性調査申請日から１年以内に
実施された 新の点検表を添付してください。

 チェック欄、備考欄共に空欄としないでください。

 チェック項目に該当しない場合には、備考欄に該当しない旨
を記載してください。

ＧＭＰ適用報告書に添付する資料の注意事項（資料③）
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 外国製造所については、所在国におけるGMP適合性調査結果
通知書に該当する資料の添付が必要です。

 政府による証明書がない場合は、外国製造所の長の方による
GMPを遵守して製造を行っている旨の誓約書を添付してくだ
さい。

 医療機器及び体外診断用医薬品ともに、ISO13485の認証
証明書でも代用可能です。

ＧＭＰ適用報告書に添付する資料の注意事項（資料④）
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 輸出専用の医療機器・体外診断用医薬品について、

相手国がＧＭＰ証明を求めた場合、必要となります。

 国内販売品と全く同一のものを輸出する場合は、
必要ありません。

※国内販売品での適合性調査結果通知書を持って代えることができます。

※ただし、名称等も含めて全く同一のものである必要があります。

 輸出用医療機器・体外診断用医薬品の適合性調査の
調査手数料(収入印紙)は、9,200円です。

輸出用医療機器・体外診断用医薬品の適合性調査

34



35

 平成26年11月25日薬事法（現医薬品、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）の改正に伴い、高度管理医療機器及び管理医療
機器は、全てＧＭＰ基準の適用範囲となりました。

 法改正前に製造販売承認された医療機器において、法改正によりＧＭＰ基
準適用となった医療機器については、法改正後の 初の製造販売業の許可
更新時に合わせて、定期のGMP適合性調査申請をお願いします。

 そのタイミングを逃した社におかれましては、動物医薬品検査所企画連絡
室技術指導課までご連絡ください。

 ＧＭＰに関するご不明な点は、動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課ま
で御照会ください。

さいごに



 申請書、点検表等の様式、製品群区分については、
動物医薬品検査所のウェブサイトに
掲載しております。

ＵＲＬ：http://www.maff.go.jp/nval/sinsei/yousiki/index.html

 ＧＭＰ適合性調査を申請される際は、
当所ＨＰ「適合性調査申請書のチェックシート」
を用いて申請所の内容をご確認ください。

〇医療機器

http://www.maff.go.jp/nval/sinsei/yousiki/checkshe/index_13_1_3_3.html

〇体外診断⽤医薬品
http://www.maff.go.jp/nval/sinsei/yousiki/checkshe/index_13_1_3_4.html
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