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令和３年１１月１1日

長野県健康福祉部薬事管理課

令和３年度医薬品等生産技術振興研修会

医薬部外品・化粧品製造販売
業・製造業の監視指導について
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本日の内容

（１） 最近発出された通知の中から

（２） 国内回収事例から

（３） 化粧品製造販売届出について

（４） 調査における指摘/口頭指導事例

（製造業者、製造販売業者）

（５） 参考情報・お知らせ（業態数）
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最近発出された通知の中から
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医薬部外品・化粧品関係通知

・都道府県知事の承認に係る医薬部外品の一部を改正する件について
（R3.6.28 薬生発0628第1号）

・生理処理用品製造販売承認基準について
（R3.6.28 薬生発0628第4号）

・染毛剤製造販売承認基準について
（R3.6.28 薬生発0628第7号）

・パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について
（R3.6.28 薬生発0628第10号）

・薬用歯みがき類製造販売承認基準について
（R3.6.28 薬生発0628第13号）
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承認基準について

（１）生理処理用品
材料の種類として、「香料」及び「炭酸カルシウム」の追加

（２）薬用歯みがき類
・定義として「口に含みすすいで、吐き出した後ブラッシングにより歯
を磨くことを目的とするもの」を追加
・効能及び効果のうち「歯石の沈着を防ぐこと」を「歯石の形成及び沈
着を防ぐこと」、「口臭の防止」を「口臭又はその発生の防止」に改め
た
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国内回収事例から

PMDA独立行政法人医薬品医療機器総合機構HPより
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クラスⅠ
その製品の使用等が、重篤な健康被害又は死亡の原因となり
得る状況をいう。

クラスⅡ
その製品の使用等が、一時的な若しくは医学的に治癒可能な
健康被害の原因となる可能性がある状況又はその製品の使用
等による重篤な健康被害のおそれはまず考えられない状況を
いう。

クラスⅢ
その製品の使用等が、健康被害の原因となるとはまず考えら
れない状況をいう。

回収クラス分類
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回収件数

クラス分類 医薬部外品 化粧品

クラスⅠ 0 件 0 件

クラスⅡ 4 件 33 件

クラスⅢ 2 件 17 件

集計期間：令和３年４月～10月
対象：全国
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クラスⅡ 回収事例

○ 表示不良

・直接の容器に表示せず製造販売、別製品表示の張り

付け、特定の成分のみの表示、使用期限の誤表示 等

○ 規格外

・化粧品基準を満たしていない物の混入、試験規格外(含量が

承認基準を下回る） 等

○ 異物

・一般細菌の混入、カビの発生 等
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クラスⅡ 回収事例

○ 製品状態異常

・凝固、分離 、内用液の状態変化 等

○ 容器不良

・容器の破損、容器の一部の侵食 等

○ その他

・化粧品の効能効果を逸脱した記載をした

・化粧品の効能効果について誤解を招く恐れの表現の記載 等
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クラスⅢ 回収事例

○ 法定表示事項の誤表記 等

・製造販売業者、製造番号（製造記号）、製品名等の誤記

、未記載、成分名の誤表示、表記順序の誤り
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化粧品製造販売届書
（医薬品医療機器等法第14条９、施行規則第70条）

改正薬事法の施行に伴う製造販売の承認を要しない医
薬品等の取扱い等について

（H17.3.31薬食審査発0331015）

化粧品製造販売業者は化粧品の製造販売しようとするときは、あらか
じめ、品目ごとに主たる機能を有する事務所の所在地の都道府県知事に
製造販売届を届出なければならない。

名称欄

(a) 製品の販売名（色調又は香調を表す部分を除く販売名が同じであり、色調又は香
調以外の性状が著しく変わらない場合（以下「シリーズ商品」という。）を１製品とし
て届け出る場合は、色番号、色名、香名等の色又は香りの識別に関する部分を除
くものをいう。）を記載すること。

(b) 異なった処方の製品に同一の販売名は使用しないこと（ただし、シリーズ

商品は除く。）。性状が著しく異ならない範囲での配合成分の増減等については、製
造販売上又は使用上の混乱が生じないならば、同一販売名を使用しても差し支えな
いこと。
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改正薬事法の施行に伴う製造販売の承認を要しない
医薬品等の取扱い等について

（H17.3.31薬食審査発0331015）

(c) その他、次の点に留意すること。

(ｱ) 既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称は用いないこと。

(ｲ) 虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称は用いないこと。

(ｳ) 配合されている成分のうち、特定の成分名称を名称に用いないこと。

(ｴ) ローマ字のみの名称は用いないこと。

(ｵ) アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。

(ｶ) 剤型と異なる名称を用いないこと。

(ｷ) 他社が商標権を有することが明白な名称を用いないこと。

(ｸ) 化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないこと。

(ｹ) 医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称を用いないこと（例えば、○

○薬、薬用○○、漢方○○、メディカル○○、○○剤、アトピー○○、ニ

キビ○○、アレルギー○○、パックで「○○ハップ」等）。
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調査における指摘（口頭指導事例）
（製造業者）
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～状態表示～

☆原料保管庫において、受入検査の実施の有無にかかる
ステータス表示がなされていなかった。
⇒原料規格を満たさないものが製造に使用される可能性もあるため、適切に
表示を行うことが望ましい。

⇒原料：受入検査待ち、検査中、検査の合否などの表示をする。

最終製品：試験（前・中・済）、出荷判定（前・合・否）などの表示をする。

倉庫における指導事例①
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～環境管理～

☆原料の秤量エリアに人が入る際にはエアシャワーを経由
するが、原料はそのまま入れる動線となっていた。
⇒原料についても、秤量エリアに入れる際には、エアーで埃を落とす、パレットを

変える等の工程を経由することが望ましい。

☆原料、製品等の梱包が、床に直置きされている。

⇒汚染や異物混入等のリスクを鑑み、適切な対処を行うこと。（ex:倉庫入り口
は、出入りする時以外はシャッターを閉める等、外部と明確に区分すること。
梱包は床に置くのではなく、パレット上や棚に保管する。）

製造エリアにおける指導事例①
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～秤量～

☆ 複数の電子天秤のうち、どの天秤を使用するか指図
がなく作業者が使用する天秤を決めている。
⇒秤量する重さに応じた天秤を使用するよう指図の上、使用した天秤
を記録に残すこと。

☆ 原料を秤量する天秤について、使用前に標準分銅
を用いて校正を行っていたが、標準分銅について検定
を受けていなかった。
⇒標準分銅についても定期的に検定を受けることが望ましい。

製造エリアにおける指導事例②
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製造エリアにおける指導事例③

～その他～

☆充填室の空気清浄機のフィルター交換を行っていな
い。

☆精製水製造装置のフィルターやイオン交換樹脂の定
期交換は行っているが、ロット管理を行っていない
⇒フィルター交換を定期的に行うこと。フィルターやイオン交換樹脂
の不良に起因する製品の品質不良があるかもしれず、その際の対象
ロット範囲を明確にするためにも管理しておくこと。あらゆる製造
設備に適用されたい。
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☆ 試験検査に使用する試薬の有効期限設定をしてい
ない。
⇒試薬の特性を踏まえて、有効期限設定をすること。（メーカー保証期限は
あくまで未開封の状態に対してのもの！）

☆ 試験で用いる電子天秤について、内部分銅による校
正のみで、定期点検を実施していなかった。
⇒定期的に外部機関による校正又は校正を行った分銅による校正を行
うことが望ましい。

☆ 確認試験について、検体や展開溶媒の調製記録が
なく、また、薄層クロマトグラフィー実施後の写真等に
ついても記録されていなかった。
⇒試験の記録については、その工程についても記録しておくことが望
ましい。

試験検査に関する指導事例
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☆ 一部工程の作業記録がされていない。
⇒原料の調整、ろ過、混合、異物確認、計量検査等すべての作業を記録に
残すこと。化粧品製造販売届書に記載されている工程管理項目を実際の製
造記録に反映させること。

☆ 秤量記録が✔のみで、実際の秤取量が不明。原料
秤量における許容可能な誤差範囲について規定され
ていなかった。
⇒実際の秤取量を記録すること。適正な製造のため、許容可能な誤差範
囲は規定しておくことが望ましい。

☆ 作業者の名前が記載されておらず、誰が作業を行っ
たか特定できない。試験記録について、一部鉛筆書き
であった。また、空欄の箇所があった。
⇒社内的には誰が行ったのかは分かっていることかもしれないが、我々（社
外の人間）にも分かるよう記録に残すこと。ダブルチェックを実施した者も記
録に残すこと。
⇒作成者が押印するとともに、記録には書き換え可能な筆記用具を用
いないこと。実施しなかった項目は空欄のままにせず斜線を引く等対
応すること。

製造記録に関する指導事例①
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製造記録に関する指導事例②
☆ 製造業者としての出荷判定が適切に行われていな
かった。
・製造業者としての出荷判定の記録は記録されていなかった。
・製造業者として責任技術者が確認した記録がなかった（別の者
が確認していた）

⇒製造する製品の製造販売業者が自社であっても、他社製造業者に委

託した場合と同様、製造業者として出荷判定を行い、記録すること
が望ましい。

⇒責任技術者が製造、試験の記録を確認し出荷判定を行うことが望ま
しい。

・出荷判定記録において、確認項目に一部工程の記録や確認試
験の結果が記載されていなかった。
⇒出荷判定については、全ての工程について確認し、その記録を行う

ことが望ましい。
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製造記録に関する指導事例③

☆ 製品と中間製品及び原料の紐づけが困難な管理状
況であった。
⇒出荷判定時に製造指図書どおりに製造されているか、また、受入検

査を合格した原料を使用したか確認できるよう、適切は記録方法を
検討することが望ましい。

☆ 原料の受入検査について原料メーカーの試験成績
書で確認し判定をしているが、承認書で規定する規格
を確認できないものや試験成績書がないものがあっ
た。
⇒自社又は原料業者において、承認書の規格と一致しているか確認す
ること。

（例：炭酸水素ナトリウム（食添））
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調査における指摘（口頭指導事例）
（製造販売業者）
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☆ 手順書において、品質保証責任者が市場への出荷の
可否を判定することとなっているが、総括製造販売責任
者が記録を確認し、判定していた。
⇒手順に従い品質保証責任者が記録した上、総括製造販売責任者が確認
することが望ましい。

☆ 手順書において、製造販売業者が製造所を実地によ
り確認した場合、その記録を作成することとなっている
が、実地により確認したことがあるにもかかわらず、その
記録を作成していなかった。
⇒手順書に従い記録を作成すること。

GQPに関する指導事例①
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☆ 市場への出荷判定については外注委託している製
造業者と取り決めをすることで外注先の責任技術者
が出荷承認できることとなっていた。製造業者との取
り決めで出荷承認ができる者の氏名を確認することは
できたが、現在の出荷可否決定記録書の氏名と齟齬
が見られた。
⇒取り決めを最新のものとし、製造業者で今現在誰が出荷承認できる
者か分かるようにすること。

GQPに関する指導事例②
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☆ 安全管理情報の情報源がニュースや研修会のみと
している。 GVP省令第15条で準用する第７条第１項で
規定する情報の一部について、その情報の有無が記
録されていなかった。
⇒医療関係者からの情報等、GVP省令で規定する情報の収集先のすべ
てを記録票に記載し、その情報の有無を記載できるようにすること

（情報がなかった場合でも、その旨記録に残すこと） 。

☆ 総括製造販売責任者等の業務等が記載されていな
かった。安全確保措置の実施において、副作用報告
についての記載がなかった。
⇒副作用について、報告すべき事項及び報告期日について規定してお
くことが望ましい。

GVPに関する指導事例
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☆ 各手順書において、手順書を改訂した場合は承認
者と改訂者を記載することとなっているが、記載され
ていなかった。実際に作成、改訂していた者が、作成
改訂者となっていなかった。
⇒手順書に基づき、承認者、改訂者を記録すること。
⇒作成改訂者の欄には実際に実施した者の氏名を記載すること。

指導事例（GQP GVP共通）
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以上紹介した指導事例は、一般的な事例です。

もし、該当するようなものがありましたら、業務
見直しの参考にしていただけたら幸いです。
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○県内の業態数（製造業）
R3.11.5現在

参考情報・お知らせ

施設数
前年同時期

からの増減

医薬品製造業 30 0

医薬部外品製造業 20 0

化粧品製造業 38 -2

医療機器製造業 124 +3

体外診断用医薬品製造業 1 0

計 213 +1



30

○県内の業態数（製造販売業）
R3.11.5現在

参考情報・お知らせ

施設数
前年同時期

からの増減

医薬品

製造販売業

第一種 3 0

第二種 12 0

医薬部外品製造販売業 16 0

化粧品製造販売業 29 0

医療機器

製造販売業

第一種 12 +1

第二種 27 0

第三種 12 +1

体外診断用医薬品製造販売業 1 0

計 113 +2
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ご清聴ありがとうございました


