
仮訳（農林水産省作成） 

GB 17405-1998 

 

 

 

はじめに 
 

 

本標準は編纂にあたり、『中国薬品生産品質管理規範』（1992 年改訂版）のクリーンルームに関する

内容を一部採用した。編纂の形式及び内容については、世界保健機関（WHO）の『医薬品の製造管理及

び品質管理の基準』を参照した。一般建築設計及び衛生要件については、GB 14881-1994『食品企業通用

衛生規範』を参照。 

当該規範は食品製造の範疇に属するため、従業員、建物設備及び文書保存についての要求は医薬品

製造品質管理規範よりも低いが、『食品工場通用衛生規範』よりも高い。 

本標準の制定にあたり、危害要因分析重要管理点（HACCP）の原則を十分考慮し、幾つかの主要な

工程について具体的な要求事項を提出した。 

本標準は中華人民共和国衛生部によって提出されたものである。 

本標準は衛生部食品衛生監督検験所が起草の責任を負い、福建省食品衛生監督検験所、広東省食品

衛生監督検験所、遼寧省食品衛生監督検験所、瀋陽市衛生防疫ステーション、天津市衛生防疫センター、

福建福龍生物制品有限公司が起草に参加した。 

本標準の主な起草者：包大躍、李泰然、林昇清、張永慧、史根生、蕭東生、劉長会、劉洪徳、鄭鵬

然、盛偉。 

本標準の解釈については、衛生部から委託された衛生部食品衛生監督検験所が責任を負う。 
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1 範囲 

本標準は、特定の保健機能を有する食品の製造企業における従業員、設計・設備、原料、製造過程、

最終製品の保管・輸送及び品質・衛生管理についての基本的な技術要件を規定する。 

本標準はすべての保健機能食品製造企業に適用する。 

2 引用標準 

以下の標準に含まれる条文は、本標準において引用されることにより本標準の条文を構成する。本

標準の出版時点において、記載されたバージョンはいずれも有効である。すべての標準は改訂されるこ

とがあるため、本標準を使用する者は下記標準の最新版を使用する可能性を検討しなければならない。 

GB J73-84 クリーンルーム設計規範 

GB 5749-85 生活飲用水衛生標準 

GB 7718-94 食品ラベル通用標準 

GB 14881-94 食品企業通用衛生規範 

3 定義 

本標準は以下の定義を採用する。 

3.1 原料 

保健機能食品の製造過程で使用するすべての投入物であり、加工助剤及び食品添加物を含む。 

3.2 中間製品 

さらに加工する必要がある物質又は混合物である。 

3.3 製品 

定型包装が形成された後の販売を待つ最終製品である。 

3.4 ロット番号 

1 組の数字又はアルファベットに数字を加えたものであり、「ロット」の識別に用いられる。保健機

能食品の該当ロットの製造履歴を追跡・審査するのに使用し得る。 

4 人員 

4.1 保健機能食品の製造企業は、製造する保健機能食品に見合った、医薬学などに関する専門知識を有

する技術者及び製造・組織能力を有する管理者がいなければならない。専任技術者の割合が従業員総数

の 5％を下回ってはならない。 

4.2 企業の技術を担当する責任者は、大卒以上又は相応の学歴を持ち、且つ保健機能食品の製造や品質・

衛生管理の経験がなければならない。 

4.3 保健機能食品の製造・品質管理部門の責任者は専任者でなければならず、従事する専門業務に見合

う大卒以上又は相応の学歴を持ち、本規範の要求事項に従って製造の組織又は品質管理を行うことがで

き、保健機能食品の製造及び品質管理において生じる実際の問題に対する正確な判断・処理を行う能力

がなければならない。 
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4.4 保健機能食品の製造企業は、専任の品質検査員がいなければならない。品質検査員は、中等専門学校以上

の学歴がなければならない。購買担当者は、原料が品質・衛生要件に適合するか否かを識別するための知識と

技能を習得していなければならない。 

4.5 従業員は、配置前に衛生法規教育及び関係する技術訓練を経なければならず、企業は訓練と評価のファイ

ルを作成しなければならない。また、企業の責任者及び製造・品質管理部門の責任者は、省レベル以上の衛生

監督部門において保健機能食品に関する専門的な訓練を受け、合格証書を取得しなければならない。 

4.6 従業員は健康検査を受けなければならず、健康検査証明書を取得した者が就業を許可される。健康検査は

その後、年に 1 回実施しなければならない。 

4.7 従業員は、GB 14881 の要求事項に従って個人衛生を徹底しなければならない。 

5 設計と設備 

5.1 設計 

保健機能食品工場の全体設計、作業室と設備の一般設計、建物と衛生施設は、GB 14881 の要求事項に適合

しなければならない。 

5.2 作業室と作業室の設備 

5.2.1 作業室は、製造工程フロー及び要求される洗浄度クラスに従って合理的にレイアウトしなければならず、

同じ作業室及び隣接する作業室で行う各製造オペレーションが妨げ合ってはならない。 

5.2.2 洗浄度クラスは、製造工程及び衛生・品質要件に従って分けなければならない。原則として、一般製造

エリア、クラス 100000 エリアに分けること。 

洗浄度クラスが 100000 のエリアには、フィルター装置を備えた空気浄化型の空調設備を設置しなければ

ならない。 

作業室の洗浄度クラス及び換気回数は表 1 を参照。 

表 1 

 

洗浄度クラス 

塵埃数／m3 
浮遊微生物数／m3 換気回数／h 

≥0.5µm ≥5µm 

クラス 10000 ≤350000 ≤2000 ≤100 ≥20 回 

クラス 100000 ≤3500000 ≤20000 ≤500 ≥15 回 

5.2.3 クリーンルームの設計及び設置は、GBJ 73 の要求事項に適合しなければならない。 

5.2.4 洗浄度クラスは、製造・加工する保健機能食品の空気浄化に対する要求を満たさなければならない。錠

剤、カプセル、丸薬及び最終容器中で滅菌できない内服液などの製品は、クラス 100000 のクリーンルームを使

用しなければならない。 

5.2.5 作業室、設備のレイアウト及び工程フローの 3 つは、つながりが合理的であり、建物構造に不備がなく、

製造工程及び品質・衛生要件を満たせるものでなければならない。作業室には、設備、材料を置くのに十分な

スペースや場所がなければならない。中間製品、包装される製品の保管用の部屋は、製造要件に見合っていな

ければならない。 

5.2.6 クリーンルームの温度及び相対湿度は、製造工程の要件に見合っていなければならない。 

5.2.7 保健機能食品の製造において、クリーンルーム内に設置する下水道、手洗い及びその他の衛生洗浄設備

が汚染源になってはならない。 

5.2.8 洗浄度クラスの異なる作業室間、作業室と通路の間には、緩衝施設がなければならない。洗浄度クラス

に見合った人員・材料用通路をそれぞれ設置しなければならない。 

5.2.9 原料の前処理（抽出、濃縮など）は、その製造規模及び工程要件に見合った場所で行わなければならず、

必要な換気・防塵・冷却設備が備わっていなければならない。原料の前処理は、最終製品の製造と同じ製造作

業室を使用してはならない。 

5.2.10 保健機能食品の製造には材料準備室を設置しなければならない。材料準備室の洗浄度クラスは、製造

工程要件と一致していなければならない。 

5.2.11 クリーンルームの空気浄化設備、装置は、定期的に点検・修理を行わなければならない。点検・修理

過程中は、保健機能食品の製造において汚染が発生しないように適切な対策を講じなければならない。 

5.2.12 発酵製品の製造については、専用の発酵作業場が備わっていなければならず、発酵・噴霧に対応する

専用設備がなければならない。 

5.2.13 原料、中間製品に直接接触する製造用具、設備にはすべて、製品の品質・衛生要件に適合する材質を

使用しなければならない。 

6 原料 
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6.1 保健機能食品の製造に必要な原料の購入、使用などは、検収、保管、使用、検査などの制度を制定し、
専任者が責任を担うようにしなければならない。 

6.2 原料は食品衛生要件に適合しなければならない。原料の品種、由来、規格、品質は、承認されたレシ
ピ及び製品の社内規格と一致しなければならない。 

6.3 原料の購買は、関連規定に従って有効な検査報告書を請求しなければならない。食品の新資源に属す
る原料については、衛生部の承認証書（写し）を請求すること。 

6.4 菌類による人工的な発酵を経て調製された菌糸体又は菌糸体と発酵生成物の混合物及びプロバイオ
ティクス類の原料については、菌株の同定報告書、安定性報告書及び菌株に薬剤耐性因子が含まれていな
いことを証明する資料を請求しなければならない。 

6.5 藻類、動物及び動物の組織・臓器などを原料とするものについては、品種の同定報告書を請求しなけ
ればならない。動植物中から抽出した単一の作用物質又は生合成・化学合成物質を原料とするものについ
ては、当該物質の理化学的性質及び含量の検出報告書を請求しなければならない。 

6.6 興奮剤又はホルモンが含まれた原料については、その含量の検出報告書を請求しなければならない。
放射線照射を経た原料については、照射線量に関する資料を請求しなければならない。 

6.7 原料の輸送手段などは衛生要件に適合しなければならない。品質・衛生面のニーズを保証するために、
原料の特徴に応じて保温、冷蔵、品質保持、防雨・防塵などの相応しい設備を設置しなければならない。
輸送過程で、有毒・有害物質と同じ車両又は同一容器に混載してはならない。 

6.8 原料の購入後、由来、規格、包装状態について一次検査を行い、検収制度の規定に従って入庫帳、カ
ードに記入し、入庫後は品質検査部門にサンプリング検査を申請しなければならない。 

6.9 各種原料は、検査待ち、合格、不合格にエリア分けして別々に保管し、ラベルを明示しなければなら
ない。予備として合格したものは、さらにロット別に分けて保管しなければならない。風味に影響し合う
原料を同一庫内に保管しないこと。 

6.10 温度・湿度や特殊な要求事項がある原料については、規定された条件に従って保管しなければなら
ない。一般原料の保管場所又は倉庫は、地面が平らで、通風・換気しやすく、防鼠・防虫設備がなければ
ならない。 

6.11 原料の保管期限を定め、先入れ先出しの原則を採用しなければならない。不合格又は期限切れの原
料については、ラベリングしたうえで速やかに処理しなければならない。 

6.12 菌類による人工的な発酵を経て調製された菌糸体又はプロバイオティクス類を原料とするものにつ
いては、菌株の保存条件を厳格に制御しなければならない。菌種は、定期的にスクリーニング・純化する
こと。必要な場合には同定を行って、雑菌による汚染、菌種の退化及び毒素産生への変異を防止すること。 

7 製造過程 

7.1 製造オペレーション規程の制定 

7.1.1 工場は、本規範の要求事項に基づき、自社製品の製造工程の特徴を加味したうえで、製造工程規程及び

持ち場オペレーション規程を制定しなければならない。 

製造工程規程は、保健機能食品の加工工程中に機能性成分の損失・破壊・変質なし、及び有害な中間物の

生成なし、という工程要件に適合しなければならない。その内容には、製品レシピ、各成分の調製、最終製品

の加工工程における主要技術条件及び重要工程の品質・衛生モニタリングポイントを含めなければならない。

例：最終製品の加工工程における温度、圧力、時間、pH 値、中間製品の品質指標等。 

持ち場オペレーション規程は、各主要製造工程について具体的なオペレーション要求を規定して、各作業

場、工程及び個人の業務内容を明確にしなければならない。 

7.1.2 各製造作業場の製造技術・管理者は、製造過程中の各重要工程の制御項目及び検査要件に従って、ロッ

ト毎に製品の原料配合、中間製品の収率、製品品質及び衛生指標などの状況について記録しなければならない。 

7.2 原材料の受け入れと投入 

7.2.1 製造開始前の原料は厳格に検査し、品名、規格、数量を照合しなければならない。変質、虫の発生、異

物混入又はその他の官能特性の異常、品質基準の要件に適合しないものについては、製造に使用してはならな

い。保管期限が規定された原料はすべて、期限が切れたものを使用してはならない。液体の原材料は、ろ過し

て異物を除去しなければならない。固体の原材料において粉砕・ふるい分けを必要とするものについては、規

定の粒度まで粉砕しなければならない。 

7.2.2 作業場は、製造の必要に応じて原材料を受け入れ、レシピに基づき正確に計算・秤量・投入する。原料

調合の計算・秤量・投入はダブルチェックしたうえで検査用に記録しなければならない。 

7.2.3 製造用水の水質は GB 5749 の規定に適合しなければならない。特別に規定されたプロセス用水につい
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ては、工程要件に従ってさらに精製処理を行わなければならない。 

7.3 原料の調合と加工 

7.3.1 製品原料の調合前に、調合タンクやベッセルの配管が清潔に洗浄されているかどうか、工程で要求され

る基準に適合しているかどうかを検査する必要がある。発酵工程を用いた製造に使用する発酵タンク、ベッセ

ル及び配管は、製造に使用する前に徹底的に洗浄し、消毒処理しなければならない。勤務シフト毎に器具の洗

浄・消毒を記録することを徹底しなければならない。 

7.3.2 製造オペレーションは、つながりが合理的であり、移送が迅速且つ便利であり、クロスコンタミネーシ

ョンを防止するものでなければならない。原料の処理、中間製品の加工、包装材料及び容器の洗浄・消毒、最

終製品の包装・検査などの工程は別々に設定しなければならない。異なる製品を同一の作業場で同時に製造し

てはならない。異なる工程用の容器は混用しないよう明確に標記しなければならない。 

7.3.3 製造オペレーターは、一般製造エリアとクリーンエリアの異なる要求事項に厳格に従い、個人衛生を徹

底しなければならない。作業の持ち場交替によって製品が汚染される恐れがある場合には、作業服、靴、帽子

を替えて、もう一度消毒しなければならない。クリーンエリアで使用する作業服、帽子、靴などは、厳格に洗

浄・消毒し、毎日交換しなければならない。また、クリーンエリア内でのみ着用を許可し、エリア外への持ち

出しは禁止しなければならない。 

7.3.4 原材料を製造エリアに入れる場合には、材料用通路を通って入れなければならない。クリーンルーム・

作業場に入れる材料はすべて、外包装を除去しなければならない。外包装がはがせない場合には、きれいに拭

くか又は室内用ペール缶に替えること。 

7.3.5 調合過程では原料・補助材料を均一に混合しなければならない。ホットメルト、熱水抽出、濃縮（蒸発）

が必要な材料については、加熱温度と時間を厳格に制御しなければならない。含量、pH 値などの技術パラメー

タの調整が必要な中間製品については、調整後に含量、pH 値、相対密度、防腐剤などを再度測定してチェック

しなければならない。 

7.3.6 各工程のオペレーションは、工程要件に適合する良好な状態の下で行わなければならない。製造過程に

おいてろ過を必要とする内服液、飲料などの液体製品については、繊維の脱落がなく、衛生要件に適合するろ

材を選択して用いるよう注意すること。アスベストをろ材として使用することは禁止する。乾燥を必要とする

カプセル、錠剤、顆粒製剤などの固体製品については、乾燥室（オーブン）の温度と時間を厳格に制御して、

顆粒の溶融や変質を防止しなければならない。粉砕、打錠、ふるい分け又は整粒設備は、 

衛生要件に適合する材料で製造されていなければならず、鉄さびや金属汚染物による汚染を防ぐために、定期

的に洗浄・メンテナンスしなければならない。 

7.3.7 製品の打錠、カプセルの分注、顆粒製剤・液体製品の充填などはいずれもクリーンルーム内で行わなけ

ればならず、作業室の温度・湿度を制御しなければならない。手動によるカプセルの分注は、相応の洗浄度ク

ラスを有するプレキシガラスフード内で行わなければならず、作業台は 0.7m より低くしてはならない。 

7.3.8 調合済みの材料は清潔な密閉容器内に入れて、速やかに充填、打錠又はカプセル分注などの工程に進ま

なければならない。保管が必要なものは、規定の期限を過ぎてはならない。 

7.4 包装容器の洗浄、滅菌及び清潔保持 

7.4.1 食品容器、包装材料、洗浄剤、消毒剤は、衛生標準に適合し、且つ衛生管理弁法の規定で使用が許可さ

れているものを使用しなければならない。 

7.4.2 使用する空カプセル、糖衣などの原料は、衛生要件に適合しなければならない。非食用色素の使用は禁

止する。 

7.4.3 製品包装用の各種ガラス瓶（管）、プラスチック瓶（管）、キャップ、パッド、栓、PTP 包装材料など、

製品に直接接触する内包装材料はすべて適切な方法で洗浄、乾燥及び滅菌を行わなければならない。滅菌後は

クリーンルーム内で冷却・保管しなければならない。保管時間が規定の期限を超過したものについては、再度

洗浄・滅菌を行わなければならない。 

7.5 製品の殺菌 

7.5.1 各種製品の殺菌には、有効な殺菌又は滅菌設備及び方法を選択して使用しなければならない。滅菌が必

要なもののオートクレーブ滅菌が不可能な製品については、滅菌効果を確保するために、様々な工程や食品衛

生要件に応じて、精密ろ過、マイクロ波、放射線照射などの方法を用いることができる。放射線照射による滅

菌方法を用いる場合には、『放射線照射食品衛生管理弁法』の規定に厳格に従い、放射線照射の吸収線量と時間

を厳格に制御しなければならない。 

7.5.2 殺菌又は滅菌装置内の温度均一性、繰り返し性などに対する信頼性の検証を定期的に行い、温度、圧力

などの検査機器を定期的に校正しなければならない。殺菌又は滅菌操作においては、温度、圧力及び時間など

の指標を正確に記録しなければならない。 

7.6 製品の充填又は装填 
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7.6.1 充填又は装填待ちの製品はロット毎に質量が要件に適合しているかどうかを検査し、収量を計算して、

実際の収量との照合を行わなければならない。著しい差がある場合には、原因を究明しなければならない。合

理的な説明が得られ、潜在的な質量事故がないことを確認した後、品質管理部門による承認を経た場合には、

正常製品として処理することができる。 

7.6.2 液体製品の充填、固体製品の造粒、打錠及び装填は、対応する要求事項に基づき、クリーンルーム内で

行わなければならない。カプセルを除き、製品の充填・装填には自動機械装置を使用しなければならず、手動

操作を使用してはならない。 

7.6.3 充填前に、充填装置、充填針、パイプなどが新鮮な蒸留水できれいに洗い流され、消毒又は滅菌されて

いるかどうかを検査しなければならない。 

7.6.4 オペレーターは、充填及び密封後の半製品の質量を常に検査し、充填（密封）機器を随時調整して、充

填される質量を保証しなければならない。 

7.6.5 滅菌を必要とする製品はすべて、充填から滅菌までの時間を工程規程が要求する時間制限内に制御しな

ければならない。 

7.6.6 アンプル入り経口剤やストレート型ガラス瓶などの瓶詰めの液体製剤は、充填後に検査灯による検査を

行わなければならない。ロットの検査灯による検査が完了するたびに、清掃作業を徹底しなければならない。

弾かれた製品は、品名、規格、ロット番号を明記し、清潔な容器に入れて専任者に渡し、専任者が責任を持っ

て処理しなければならない。 

7.7 包装 

7.7.1 保健機能食品の包装材料とラベルは専任者が保管し、製品ラベルの発行と受け取り・使用はロット毎に

指示しなければならない。廃棄する包装材料は記録しなければならない。 

7.7.2 検査灯による検査を経て検査に合格した半製品の印字又はラベル貼り過程中、印字又はラベル貼りの品

質について随時抜き取り検査を行わなければならない。印字は鮮明であること。ラベル貼りは正確且つしっか

りと貼られていること。 

7.7.3 最終製品の包装内に食品と無関係の物品を入れてはならない。 

7.7.4 製品の外包装に最大耐圧（荷重）を明記しなければならない。 

7.8 ラベル 

7.8.1 製品ラベルは『保健機能食品ラベル規定』及び GB 7718 の要求事項に適合しなければならない。 

7.8.2 保健機能食品の説明書、ラベルの印刷は、衛生部が承認した内容と一致していなければならない。 

8 最終製品の保管と輸送 

8.1 保管と輸送の一般衛生要件は、GB 14881 の要求事項に適合しなければならない。 

8.2 最終製品は、日光を避け、雨濡れを防止した保管方法や環境にしなければならない。温度、湿度は適切な

範囲に制御し、且つ衝撃や振動を防止しなければならない。 

8.3 生物活性物質が含まれる製品は、相応の冷蔵手段を採用して、コールドチェーン方式で保管・輸送しなけ

ればならない。 

8.4 非常温下で保存する保健機能食品（ある種のプロバイオティクス類保健機能食品など）は、製品の異なる

特性に応じ、要求される温度に従って保管・輸送しなければならない。 

8.5 倉庫には入出荷の検査制度がなければならない。最終製品の出荷工場は、「FIFO（ここでは先に生産した

ものから先に販売の意）」の原則を実行しなければならない。 

8.6 最終製品の入庫は、在庫量の記録がなければならない。最終製品の出庫は、出荷記録がなければならない。

問題が発見された場合に速やかに回収するため、内容には少なくともロット番号、出荷時間、地点、対象、数

量などを含めること。 

9 品質管理 

9.1 工場は、製造能力に見合う独立した品質管理機構を設置し、工場長直轄で指導しなければならない。
各作業場に専任の品質管理者を設置し、各班に兼任の品質検査員を設置して、不備がなく効果的な品
質管理システムを構築し、製造の全過程で品質管理に取り組む。 

9.2 品質管理制度の制定と実施 

9.2.1 品質管理機構は、不備のない管理制度を制定しなければならない。品質管理制度には、以下の内容を含

めるものとする。 

a）原材料、中間製品、最終製品及び不合格品の管理制度。 

b）原料の同定と品質検査、中間製品の検査、最終製品の検査技術規程、品質規格・検査項目・検査基準・

抜き取りと検査の方法などの管理制度。 
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c）保存サンプルの観察制度及び試験室の管理制度。 

d）製造工程のオペレーション検証制度。 

e）清掃の管理制度。 

f）各種原記録及びロット生産記録の管理制度。 

g）ファイルの管理制度。 

9.2.2 上記の管理制度は、適切で実行に移し得るものであり、且つオペレーションや検査が容易なものでなけ

ればならない。 

9.3 製造する製品品種に見合った検査室及び実験室を設置しなければならない。また、原料、半製品、最

終製品の検査を行うのに必要な部屋、計器、装置及び機材を備え、且つ定期的に検査して、それらが常に良好

な状態であるようにしなければならない。 

9.4 原料の品質管理 

9.4.1 国家又は関連部門の規定に従って品質検査員を設置し、ロット毎に原料の同定及び品質検査を行わなけ

ればならない。不合格のものは使用してはならない。 

9.4.2 原料の保管場所を検査・管理すること。保管条件が要求事項を満たさない場所は使用してはならない。 

9.5 加工工程の品質管理 

9.5.1 加工工程中の品質・衛生における重要管理点を見定め、少なくとも以下のポイントを監視し、記録する

こと。 

9.5.1.1 投入する材料の名称と重量（又は体積）。 

9.5.1.2 有効成分の抽出工程における温度、圧力、時間、pH などの技術パラメータ。 

9.5.1.3 中間製品の収率と質量規格。 

9.5.1.4 最終製品の収率と質量規格。 

9.5.1.5 食品に直接接触する内包装材料の衛生状態。 

9.5.1.6 最終製品の滅菌方法の技術パラメータ。 

9.5.2 重要な製造設備や計量器具は定期的に点検修理すること。滅菌設備に用いる温度計、圧力計は少なくと

も半年に一度点検修理を行い、点検修理記録をつけること。 

9.5.3 製造環境に対するモニタリング能力を具備し、重要工程における温度、湿度、空気浄化などの環境指標

を定期的にモニタリングしなければならない。 

9.5.4 製造用水に対するモニタリング能力を具備し、定期的にモニタリングしなければならない。 

9.5.5 品質管理の過程中で異常が発見された場合には、迅速に原因究明して記録し、是正しなければならない。 

9.6 最終製品の品質管理 

9.6.1 最終製品はロット毎に官能・衛生・品質指標の検査を行わなければならない。不合格のものは出荷して

はならない。 

9.6.2 製品の主要な機能性因子又は機能性成分の検査能力を具備し、毎回材料を投入する度に製造された製品

の機能性因子又は機能性成分を検査しなければならない。不合格のものは出荷してはならない。 

9.6.3 製品ロット毎に保存サンプルがなければならない。保存サンプルは専用に設置した保存サンプル倉庫

（又はエリア）内に保管し、品種、ロット番号に従い分類して保管して、ラベルを明示しなければならない。 

9.6.4 製品の安定性試験を定期的に実施しなければならない。 

9.6.5 製品の包装材料、ラベル、説明書に対する検査を行わなければならない。不合格のものは使用してはな

らない。 

9.6.6 最終製品の倉庫の保管条件を検査・管理すること。保管条件に適合しない倉庫は使用してはならない。 

9.7 品質管理に関するその他の要求事項 

9.7.1 消費者からの品質に関する意見や使用中に現れた副作用は詳細に記録し、調査・対応業務を遂行すると

ともに、後の調査のために記録しておかなければならない。 

9.7.2 不備のない品質管理ファイルを構築し、ファイルキャビネットとファイル管理者を設置しなければなら

ない。各種記録は分類してファイルし、後の調査のために 2～3 年保管すること。 

9.7.3 製造と品質に対する包括的な検査を定期的に実施し、製造と管理における各種のオペレーション規程、

持ち場責任制に対する検証を行わなければならない。検査又は検証中に見つかった問題に対し調整を行い、衛

生行政部門に製品の製造品質の状況を定期的に報告すること。 

10 衛生管理 

工場は GB 14881 の要求事項に従い、虫の駆除、災害、有毒有害物処理、飼育動物、汚水汚物処理、副産

物処理などの衛生管理業務を遂行しなければならない。 


