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１．目的 

本品質マニュアルは、株式会社ワッゼドが提供する製品およびサービスにかかわる顧客要望を達成するために、

平成 16 年厚生労働省令第 169 号（改正：平成 26 年厚生労働省令第 87 号） 「医療機器及び体外

診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」（以下、「QMS 省令」という）に従って、効

果的な品質マネジメントシステムを確立し、その運用と維持、並びにその有効性の維持または継続的改善によ

り、当社の品質マネジメントシステム活動を的確かつ効果的に推進し、当社の発展と経営の効率化、並びに社

会的貢献を果たすことを目的とする。 

マニュアルは、以下の組織・範囲に適用する。 

 

２．適用範囲 

2.1 .適用 

本品質マニュアルは、以下の組織・範囲に適用する。 

 

【適用組織】 

株式会社ワッゼドにおける医療機器の品質マネジメントシステムに係わるすべてのプロセスに適用する。 

組織図を QMM001-01/00 付属書１．ワッゼド社組織と品質目標に示す。 

【適用範囲】 

当社の製造販売する医療機器の製造販売業務 
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業務プロセスを 4.1 項の「図 4.1 当社のプロセス図」に示す。 

 

2.2 非適用及び適用除外 

当社の非適用と適用除外項目を QMM001-02 付属書２に示す。 

 

2.3 アウトソース 

当社は医療機器等の製造販売業務のみを行っており、製造（一般）・製造（滅菌）を他社にアウトソースし

ている。アウトソースしたプロセスについては、アウトソース先を購買管理によってその適切な実施を確実にするもの

とする。(当社がアウトソースするプロセスの状況については、QMM001-02/00 付属書２．「当社における QMS

要求事項の適用について」に示す。) 

また、管理の実際については、図 4.1 に示す。 
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３．定義 

本品質マニュアルで用いる用語については以下の他、QMS 省令の用語に代えて ISO 9000:2005（JIS Q 

9000:2006）、ISO 13485:2003(JIS Q 13485:2005)の定義による用語を用いる。 

 

品質マニュアル：QMS 省令における品質管理監督システム基準書をいう。 

 

品質マネジメントシステム：QMS 省令における品質管理監督システムをいう。 

 

マネジメントレビュー：QMS 省令における管理監督者照査をいう。 

 

組織：QMS 省令における品質管理監督システムに含まれる製品実現に係る施設（製造所を含む。）をい

う。 

 

プロセス：QMS 省令における工程をいう。 

 

４．品質マネジメントシステム 

4.1  一般 （第 5 条） 

当社は、QMS 省令の要求事項に従って、品質マネジメントシステムを確立し、その基本事項を本品質マニュア

https://wazzedo.hippy.jp/company/
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ル、組織図、及び図 4.1 当社のプロセス図に規定する。当社は品質マネジメントシステムを実施し、その実効

性を維持するために、次の事項を実施する。 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの内容（当該プロセスにより達成される結果を含む）を

明らかにするとともに、当該プロセスのそれぞれについて、各部門の関与の態様を明らかにする。 

b) これらのプロセスの順序及び相互の関係を明確にする。（図 4.1 参照） 

c) これらのプロセスの実施及び管理の実効性の確保に必要な判定基準及び方法を明確にする。 

d) これらのプロセスの実施、監視及び測定に必要な資源及び情報が利用できるようにする。 

e) これらのプロセスを監視し、測定し、及び分析する。 

f) これらのプロセスについて、計画どおりの結果が得られるように、かつ、これらのプロセスの実効性を維持

するために必要な措置をとる。 

 

当社は、これらのプロセスを QMS 省令及び本品質マニュアルに従って運営、管理監督する。 

 

アウトソースしている品質マネジメントシステムの製造（一般）・製造（滅菌）は、以下の通りである。 

1）「製造プロセス」における製造一般を、製品の購入先である「○○○〇株式会社」にアウトソースする。 

2)「製品プロセス」における製造滅菌を「株式会社△△△△」にアウトソースする。 

 

当社のアウトソースしたプロセスを含む業務フロー及び責任関係を図 4.1 に示す。 
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図 4.1 当社のプロセス図 
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＊アウトソース部は黄字で示す。 

 

 

4.2 品質マネジメントシステムの文書化  

4,2.1  一般（第 6 条） 

共通要素管理 

文書・記録 

資源の確保 

教育訓練 

保管・出荷プロセス 

顧客 

https://wazzedo.hippy.jp/company/


 

管理 No.QMM001/01  品質マニュアル                    第１版 

 
株式会社ワッゼド 

 13 
 https://wazzedo.hippy.jp/company/ 

  

品質マネジメントシステムの文書化には、次の事項を含める。 

a) 品質方針及び品質目標 

b) 品質マネジメントシステムの基準（4.2.2 品質マニュアル参照） 

c) 各組織におけるプロセスについて、実効性のある計画的な実施及び管理がなされるようにするために必要

な事項 

d) QMS 省令が規定する手順及び記録 

e) その他薬事に関する法令の規定により文書化することが求められる事項 

 

当社は製品ごとに、その仕様及び品質マネジメントシステムに係る要求事項を規定し、又はこれらの内容を明

確にした「製品標準書」を作成し保管する。 

 

当社は製品標準書において、各組織における当該製品に係る製造プロセスの全てを定め、据付及び附帯サー

ビスの業務を行う場合は、その業務の内容について定める。 

 

参照文書： 品質方針：QMM001-01付属書１．ワッゼド社組織と品質方針・品質目標 

  品質目標：QMM001-01付属書１．ワッゼド社組織と品質方針・品質目標 

  製品標準書（QMD001） 

 

4.2.2  品質マニュアル（第 7条）  

https://wazzedo.hippy.jp/company/
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 当社は、次に掲げる事項を記載した本品質マニュアルを作成し、維持する。 

a) 品質マネジメントシステムの範囲。（適用を除外する事項又は非適用とする事項がある場合は、その詳

細及びそれを正当とする理由を含む。） 

b) 品質マネジメントシステムについての確立された文書化した手順の内容、又は当該手順書の文書番号そ

の他参照情報  

c) 各プロセスの相互の関係 (図 4.1) 

 

 品質マネジメントシステムの文書の体系を下図に示す。 

                                 

 

①      品質マニュアル  

 

 

     ②      規定、手順  

           

 

②      様式、記録 

 

 

（注：品質マネジメントシステムの運用に必要な製品標準書、図面等は、規定・手順書に含む。） 

 

4.2.3  文書管理（第 8条） 

当社は、品質マネジメントシステムを実施する上で必要とする文書を「原本」と運営上コピーした文書を「管理文

書」として管理する。 
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 次に掲げる文書の管理業務に関する手順書を確立し、実施する。 

a) 品質マネジメントシステム文書を発行前に、その文書の妥当性をレビューし、発行を承認する。 

b) 品質マネジメントシステム文書をレビューし、必要に応じて更新し、更新を承認する。 

c) 品質マネジメントシステム文書の変更内容及び最新の改訂版を明確に識別出来るようにする。 

d) 品質マネジメントシステム文書を改訂した場合は、最新の改訂版が必要なときに、必要なところで利用で

きるようにする。 

e) 品質マネジメントシステム文書が読みやすく、容易に内容を把握することができる状態であることを確実にす

る。 

f) 外部で作成された品質マネジメントシステム文書を識別し、その配布を管理する。 

g) 廃止した品質マネジメントシステム文書が意図に反して使用されることを防止する。廃止した文書を保持す

る場合、廃止されたものであることが適切に識別できるようにする。 

 

 当社は、品質マネジメントシステム文書の変更に当たっては、当該変更の決定の根拠となる情報を入手でき

る立場にある、当該文書を最初に承認した部門又はその他のあらかじめ指定した部門がその変更をレビューし、

その部門の承認を得る。 

 廃止した品質マネジメントシステム文書は、その原本又は写しの少なくとも１部を、廃止の日から以下の期

間保管する。ただし、製品の製造又は試験検査に用いた品質管理監督文書については、以下に規定する期

間、当該品質管理監督文書が利用できるように保管する。 

   特定保守管理医療機器に係るもの 15 年間 

https://wazzedo.hippy.jp/company/
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（但し、有効期間が 15年より長いものは、有効期間＋1年） 

   上記以外の医療機器に係るもの  5 年間 

（但し、有効期間が 5 年より長いものは、有効期間＋1 年） 

    

 適用手順書：SOP401 「文書管理規定」 

 

4.2.4  記録の管理（第 9条） 

当社は、QMS 省令への適合及び品質マネジメントシステムの実効性のある実施を実証するため、読みやすく容

易に内容を把握することができ、かつ、検索することができるように品質マネジメントシステムに係る記録（以下

品質記録という）を作成し、保管する。 

当社は、品質記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及び廃棄についての必要な管理を規定するために、

文書化した手順を確立する。 

品質記録は、作成の日から以下の期間保管する。 

   特定保守管理医療機器に係るもの 15 年間 

（但し、有効期間が 15年より長いものは、有効期間＋1年） 

   上記以外の医療機器に係るもの  5 年間 

（但し、有効期間が 5 年より長いものは、有効期間＋1 年） 

    

 適用手順書：SOP402 「品質記録管理規定」 
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５．管理監督者の責任 

5.1  管理監督者の関与（第 10 条） 

管理監督者は、品質マネジメントシステムの確立及び実施並びにその実効性の維持に責任をもって関与してい

ることを次の業務を行うことによって実証する。 

a) 品質方針を定める。 

b) 品質目標が定められているようにする。 

c) マネジメントレビューを実施する。 

d) 資源が利用できる体制を確保する。 

e) 法令の規定等及び製品要求事項のうち製品受領者が要求する事項（以下、製品受領者要求事項）

に適合することの重要性を、全ての組織に周知する。 

 

5.2  製品受領者の重視（第 11 条） 

管理監督者は、製品受領者要求事項が明確にされ、かつ、製品が当該製品受領者要求事項に適合してい

ることを確実にする。 

 

5.3  品質方針（第 12 条） 

管理監督者は、以下の要件に適合する品質方針を定める。 

a) 製品の品質に係る当社の意図に照らし適切なものである。 
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b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持について、管理監督者が責任をもって

関与すること。 

c) 品質目標の策定及びレビューのための枠組みとなる。 

d) 全ての組織に周知され、理解されている。 

e) 妥当性を維持するためにレビューする。 

 

参照文書：品質方針 QMM001-01 付属書１ 

 

5.4  計画 

5.4.1  品質目標（第 13条） 

管理監督者は、組織内の各部門及び各階層に応じた品質目標（製品要求事項への適合のために必要な

目標を含む）が定められているようにする。 

品質目標は、その達成状況を評価しうるものであり、かつ、品質方針と整合性のとれたものとする。 

 

参照文書：品質目標 QMM001-01 付属書１ 

 

5.4.2  品質マネジメントシステムの計画の策定（第 14条） 

管理監督者は、次の事項を確実にする。 

a) 品質マネジメントシステムが4.1の規定及び品質目標に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定さ
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れている。 

品質マネジメントシステムの変更が計画し、実施する場合には、品質マネジメントシステムが不備のないものであ

ることを維持する。 

 

5.5  責任、権限及び情報伝達 

5.5.1  責任及び権限（第 15条） 

管理監督者は、各部門及び当該部門の構成員に係る責任及び権限が定められ、文書化され、組織全体に

周知されていることを確実にする。 

管理監督者は、品質に影響を及ぼす業務を管理監督し、実施し、又は検証する者全てについて、相互の関係

を定め、当該職務を行うために必要な独立性を確保するとともに、必要な責任及び権限が与えられているよう

にする。 

 

参照文書：QMM001-01附属書１ 

 

5.5.2  法的責任者 

(1) 管理監督者 

当社における管理監督者は社長である。 

(2) 総括製造販売責任者（第 71 条） 

管理監督者は、医薬品・医療機器等法に定める総括製造販売責任者を有資格者の中から任命し、次の業
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務を行わせる。 

a) 製品の出荷の決定その他の製造管理及び品質管理に係る業務を統括し、その責任を負う。 

b) 業務を公正かつ適性に行うために必要があると認めるときは、当社、管理監督者その他の当該業務

に関して責任を有する者に対し文書により必要な意見を述べ、その写しを 5 年間保管する。 

c) 国内品質業務運営責任者を監督する。 

d) 管理責任者、国内品質業務運営責任者及び安全管理責任者の意見を尊重する。 

e) 製造管理又は品質管理に関係する部門と安全管理統括部門との密接な連携を図らせる。 

(3) 国内品質業務運営責任者（第 72 条） 

 品質保証部門の責任者は、QMS 省令の定める国内品質業務運営責任者として次の業務を行う。 

a) 国内の品質管理業務を統括する。 

b) 国内の品質管理業務が適切かつ円滑に行われていることを確認する。 

c) 国内に流通させる製品について、市場への出荷の決定をロット毎に行い、その結果及び出荷先等市

場への出荷の記録を作成する。 

なお、この業務は品質保証部門又は登録製造所のあらかじめ指定した出荷判定を行う力量のある

者に行わせ、文書で報告させることができる。この場合、その結果及び出荷先等市場への出荷に関

する記録を作成するとともに、国内品質業務運営責任者に対して文書により報告させ、国内品質

業務運営責任者は適切にその状況を把握する。 

d) 国内に流通する製品について、当該製品の品質に影響を与えるおそれのある製造方法、試験検査

方法等の変更がなされる場合、当該変更に係る情報を国内外から収集し、かつ、把握するとともに、
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当該変更が製品の品質に重大な影響を与えるおそれがある場合には、速やかに管理責任者及び

総括製造販売責任者に対して文書で報告し、必要かつ適切な措置が採られるようにする。 

e) 国内に流通する製品について、当該製品の品質等に関する情報（品質不良又はそのおそれに係る

情報を含む。）を国内外から収集するとともに、当該情報を得たときは、速やかに管理責任者及び

総括製造販売責任者に対して文書で報告し、記録し、必要かつ適切な措置が採られるようにする。 

f) 国内に流通する製品の回収を行う場合、回収した製品を区分し一時保管及びそのあとの適正な処

理、回収の記録作成及び管理責任者並びに総括製造販売責任者へ文書で報告を行う。 

g) 国内の品質管理業務遂行のために必要な場合は、管理責任者及び総括製造販売責任者に文

書により報告する。 

h) 必要に応じ関係する登録製造所、販売業者、薬局開設者、病院及び診療所その他関係者に文

書による連絡又は指示を行う。 

i) 安全確保処置に関する情報を知ったときは、安全管理責任者に遅滞なく文書で提供する。 

 

(4) 安全管理責任者 

 安全管理部門の責任者は、安全管理責任者として、平成 16 年 9 月 22 日厚生労働省令第 135 号「医

薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」（以下、「GVP 省令」

という。）に従って規定した手順書に規定する業務を実施する。 

適用手順書：SOP806「品質情報、不具合等の報告、回収管理規定」 

SOP001、SOP002  「QMS 省令に基づく製造管理及び品質管理のための覚書」 

記録：様式 SOP500-06 「業務改善に関する意見具申書」 
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様式 SOP500-02 「国内品質業務運営責任者報告」 

様式 SOP500-03 「市場への出荷記録」 

様式 SOP500-04 「製造業者等及び販売業、使用者等への指示文書」 

   様式 SOP500-05 「安全管理統括部門への報告」 

   様式 SOP800-02 「回収記録」 

 

5.5.3  管理責任者（第 16条） 

管理監督者は、当社の管理層のなかから、製造販売業者における品質マネジメントシステムの実施及び維持

の責任者として、次の責任及び権限をもつ管理責任者を任命する。 

a) プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにする。 

b) 品質マネジメントシステムの実施状況及びその改善の必要性について管理監督者に報告する。 

c) 組織全体にわたって、法令の規定等及び製品受領者要求事項についての認識が向上するようにす

る。 

 

 

 

 

5.5.4  内部情報伝達（第 17 条） 

管理監督者は、組織内において、適切に情報の伝達が行われる仕組みを確立するとともに、品質マネジメント
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システムの実効性に関わる情報交換が確実に行われるように下記の通り運営する。 

１．定例会議  

２．週３回の朝礼 

  ３．管理監督者（社長）による従業員との年一回の面談 

  ４．年一回のマネジメントレビュー 

 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1  一般（第 18条） 

管理監督者は、品質マネジメントシステムについて、その妥当性及び実効性の維持を確認するためのレビューを

変更の必要性を含め、下記のあらかじめ定めた間隔で行う。 

 

マネジメントレビューには、社長、仕入部門、営業部門、デリバリー部門、品質管理部門の責任者及び安全管

理責任者又は各部門の責任者が指名した者が出席し、管理責任者が会議を進行し、社長が決定する。マネ

ジメントレビューは、少なくとも年１回、または社長が必要と判断した場合に開催する。  

 

マネジメントレビューのインプット及びアウトプットの結果の記録を作成し、保管する。 

 

5.6.2  マネジメントレビューへのインプット（第 19 条） 

マネジメントレビューへのインプットには、次の情報を必ず含むこととし、関連する部門の責任者はその情報を提供
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する。 

a) 内部監査及び製造所の外部監査の結果 

b) 製品受領者からの意見 

c) プロセスの実施状況及び製品要求事項への適合性 

d) 是正処置及び予防処置の状況 

e) 以前のマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ 

f) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更 

g) 改善のための提案 

h) 新しい又は改訂された薬事に関する法令の規定 

 

5.6.3  マネジメントレビューからのアウトプット（第 20条） 

マネジメントレビューの結果には、次の事項に関する決定及び処置を含める。 

a) 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善 

b) 製品受領者要求事項に関連した製品の改善 

c) 資源確保の必要性 

 

 記録：様式 SOP500-01 「マネジメントレビュー議事録」 

 

６．資源の管理監督 

https://wazzedo.hippy.jp/company/


 

管理 No.QMM001/01  品質マニュアル                    第１版 

 
株式会社ワッゼド 

 25 
 https://wazzedo.hippy.jp/company/ 

  

 

6.1  資源の確保 （第 21条） 

当社は、次の業務に必要な資源を明確にし、確保する。 

a) 品質マネジメントシステムを実施するとともに、その実効性を維持する。 

b) 法令の規定等及び製品受領者要求事項に適合する。 

 

6.2  人的資源 

6.2.1  品質業務従事者の能力（第 22条） 

当社は、製品の品質に影響を及ぼす業務に従事する全ての者について、関連する教育訓練、技能及び経験

に基づき、業務に必要な能力を有することを担保する。 

 

6.2.2  能力、認識及び教育訓練（第 23条） 

当社は、次の業務を行う。 

a) 製品の品質に影響を及ぼす業務に従事する者にどのような能力が必要かを明確にする。 

SOP600-01 個人スキルマップ・５カ年教育プログラム に記載の主任内部監査員とは、 

総括製造責任者及び外部教育機関のセミナー受講で終了証を受理したものである。 

内部監査員とは、主任に内部監査員の指導で２年間の内部監査の経験があるものである。 

また、リスクマネジメント実施者は、外部教育機関のセミナーを受講したもの、その受講者 

が開催する社内勉強会を受講し、２年リスクマネジメント実施の経験があるものである。 
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b) 必要な能力を取得させるために教育訓練の実施その他の措置を採る。 

c) 採った措置の実効性を評価するために、講師がここの理解度をチェックする。 

d) 全ての構成員が、自らの業務の意味及び重要性を認識するとともに、品質目標の達成に向けて自らの貢

献の方途を認識しているようにする。 

e) 構成員の教育訓練、技能及び経験について適切な記録を作成し、保管する。 

 

記録： 様式 SOP600-01 個人スキルマップ・５カ年教育プログラム 

 様式 SOP600-02 教育訓練記録（全体） 

 

6.3  業務運営基盤（第 24 条） 

当社は、各組織の建物、作業室及びこれらに附属する水道その他の設備、プロセスに係る設備（ソフトウェア

を含む。）、輸送、情報の伝達等製品の製造を支援するサービスその他の製品要求事項への適合の達成に

必要な業務運営基盤を明確にし、提供し、維持する。 

 

当社は、業務運営基盤の保守業務又はその欠如が製品の品質に影響を及ぼすおそれがある場合、 

製造所において、その保守業務に係る要求事項（保守業務の頻度に係る要求事項を含む。）を明確にし、

その要求事項に係る適切な運用を確立するとともに、文書化ならびに記録・保管させる。 

 

6,4  作業環境（第 25 条） 
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当社においては、「製造プロセス」の製造一般 を 「○○○○株式会社」 に、「製造プロセス」の製造滅菌を

「株式会社△△△△」に委託する。委託先の管理は、購買管理プロセス及び SOP700-03「QMS 省令に基づ

く製造管理及び品質管理のための覚書」により、QMS 省令基づく管理が適切に行われていることを確認する。 

当社は、特殊な作業環境の条件下で一時的に作業することが求められる全ての構成員について、教育訓練を

受けさせ、又は教育訓練を受けた構成員に監督させる。 

 

７．製品実現 

7.1  製品実現計画（第 26 条） 

当社においては、「製造プロセス」の製造一般 を 「○○○○株式会社」 に、「製造プロセス」の製造滅菌を

「株式会社△△△△」に委託する。委託先の管理は、購買管理プロセス及び SOP700-03「QMS 省令に基づ

く製造管理及び品質管理のための覚書」により、QMS 省令基づく管理が適切に行われていることを確認する。 

当社は、製品実現に係る全てのプロセスにおける製品のリスクマネジメントに係る要求事項を明確にし、当該要

求事項にリスクマネジメントに係る要求事項書を作成する。 

当社は、リスクマネジメントに係る記録を作成し、これを保管する。 

 

適用手順書：SOP700「リスクマネジメント運用規定」 

記録：     様式 SOP700-01 リスクマネジメント実施確認票 

 

7.2  製品受領者関連のプロセス 
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7.2.1  製品関連の要求事項の明確化（第 27 条） 

当社は、次に掲げる事項を製品要求事項として明確にする。 

a) 当該製品に係る製品受領者要求事項（製品受領者への製品の送達及び製品受領者が

製品を受領した後の業務に係る要求事項を含む。） 

b) 製品受領者が明示してはいないものの、製品受領者が当該製品についてあらかじめ指定し、

又は意図した用途であって、製造販売業者等にとって既知のものに必要な要求事項 

c) 法令の規定等のうち、当該製品に関するもの 

d) その他製造販売業者等が必要と判断した当該製品に係る要求事項 

  参考文書：製品標準書（QMD-001） 

 

7.2.2  製品要求事項のレビュー（第 28条） 

当社は、製品の供給に関与するに当たって、あらかじめ、製品要求事項のレビューを実施する。 

当社は、前項のレビューを実施するに当たっては、次に掲げる事項を確認する。 

a) 当該製品に係る製品要求事項が定められ、文書化されていること。 

b) 製品受領者との取決め又は製品受領者からの指示における要求事項が、以前に提示され

たものと相違する場合においては、当該相違点について、製品受領者と合意していること。 

c) 各組織が、あらかじめ定められた要求事項に適合する能力を有していること。 

当社は、前項のレビューの結果に係る記録及び当該レビューの結果に基づき採った措置に係る記録を作成

し、これを保管する。 
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当社は、製品受領者が要求事項を書面で示さない場合においては、当該要求事項を受諾するに当たり、

あらかじめ、その製品受領者要求事項の内容を確認する。 

当社は、製品要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改訂されるようにするとともに、関

連する構成員に対し変更後の製品要求事項を確実に周知し、理解させる。 

参照文書：「製品要求事項に係る文書」QMM001-02付属書２  

記録：SOP402-01 品質記録台帳 

 

7.2.3  製品受領者との間の情報等の交換（第 29条） 

当社は、次に掲げる事項に関する製品受領者との間の相互の情報又は意見の交換のための実効性のある方

法を明確にし、これを実施する。 

a)製品情報 

b)問合せ、契約及び注文の取扱い（これらの変更を含む。） 

c)製品受領者からの意見（苦情を含む。） 

d)8.5.1項に規定する通知書 

適用文書：SOP801「製品受領者の意見収集等規定」   

 

7.2.4  中古品の販売業者等からの通知の処理（第 72条の 2） 

 当社が扱う医療機器は、単回使用であり中古品は存在しないため、適用せず。 
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7.3  設計開発 

7.3.1  設計開発の計画（第 30条） 

(1) 設計・開発についての計画及び管理の手順を以下に定め、維持する。 

 

(2) 製品の設計・開発において「設計開発計画書」を作成する。 

「設計開発計画書」には次の事項を明示する。 

①設計・開発の段階 

②設計・開発の各段階に適した照査、検証、妥当性確認及び設計を移管する際の活動 

③設計・開発に関する責任及び権限 

 

(3) 効果的なコミュニケーション及び責任の所在を明確にするために、設計・開発にかかる会議等で情報を

交換し、関連部署との連携を図る。 

 

(4) 計画書は設計・開発の進展に応じて、適宜更新する。 

記録：様式 SOP701-01 「設計開発計画書」 

7.3.2  設計開発へのインプット（第 31 条） 

(1) 製品の要求事項に関する設計・開発の工程入力情報については、以下の項目とし、記録を維持す

る。 

①意図した仕様に応じた、機能、性能及び安全性に関する要求事項 
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②適用される法令・規制の要求事項 

③今までの類似の設計から得られる情報 

④設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

⑤リスクマネジネントから得られた工程出力情報 

記録：様式 SOP701-02「要求仕様書／設計へのインプット情報」 

 

(2) 設計・開発の工程入力情報は管理監督者が照査し承認する。 

要求事項には、漏れがなく、曖昧でなく、かつ相反する事がないことを確認する。 

 

7.3.3  設計開発からのアウトプット（第 32条） 

(1) 設計・開発の工程出力情報は、「製品の設計開発手順書」に基づき、内容をまとめ、管理監督者の

承認を得た後、発行する。尚、設計・開発工程出力情報は、設計・開発工程入力情報と対比して

検証できるような様式にまとめる。 

 

(2) 設計・開発の工程出力情報は次の条件等に適合しなければならない。 

①設計・開発の工程入力情報で与えられた要求事項を満たしている。 

②購買情報、製造情報、サービス情報 

③製品の合否判定基準 

④製品の安全性、保全性、取扱方法、環境への影響 
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(3) 設計・開発の工程出力情報の記録は維持する。 

記録：様式 SOP701-03「工程出力情報記録」 

 

7.3.4  設計開発レビュー（第 33条） 

(1) 設計・開発に係る手順書に従い、設計・開発の照査を実施する。 

   設計・開発の照査は以下の事項を目的とする。 

①設計・開発の結果が要求事項を満たしているか評価する。 

②問題を明確にして必要な処置を提案する。 

 

(2) 照査の参加者は、照査対象の設計・開発段階に関係する部門の代表者及び必要な場合その他の

専門家・関係者とする。 

 

(3) 照査結果及び必要な処置については記録として保管する。 

記録：様式 SOP701-04「設計開発照査議事録」 

 

7.3.5  設計開発の検証（第 34条） 

(1) 設計・開発に係る手順書に従い、設計・開発からの工程出力情報が、設計・開発の工程入力情報の

要求を満たしているかどうか検証する。 

https://wazzedo.hippy.jp/company/


 

管理 No.QMM001/01  品質マニュアル                    第１版 

 
株式会社ワッゼド 

 33 
 https://wazzedo.hippy.jp/company/ 

  

 

(2) 検証結果及び必要な処置については記録として保管する。 

 

記録：様式 SOP701-05「設計開発検証記録」 

 

7.3.6  設計開発バリデーション（第 35条） 

(1) 設計開発計画書に従い、設計・開発の妥当性確認を実施する。 

妥当性確認は次の事項に適合していることを確認する。 

①規定された性能 

②使用目的、効能又は効果 

③意図した使用方法又は操作方法 

 

(2) 妥当性確認は、製品引渡し、又は提供の前に完了していること。 

 

(3) 妥当性確認の結果及び必要な処置については記録をして保管する。 

 

記録：SOP701-06「設計開発バリデーション記録」 

 

(4) 妥当性確認の一部として、規制要求事項に基づき、適切な場合、医療機器の性能評価等を実施す
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る。 

 

7.3.7  設計開発の変更の管理（第 36 条） 

(1) 設計・開発の変更とするものは次の事項とし、記録して維持する。 

①顧客の要望による仕様変更 

②当製造所からの要望による品質向上、性能改善、仕様変更等 

③開発部門での設計ミスによる変更 

＜記録名＞「設計開発変更記録／修正記録」 

 

(2) 設計・開発変更に対して、照査、検証及び妥当性確認を実施する。 

照査には、その変更が製品を構成する要素及び既に引き渡された製品に及ぼす影響の評価を含める。

承認は、管理監督者が変更前に行う。 

 

(3) 変更の照査結果及び必要な処置を記録し、維持する。 

 

記録：様式 SOP701-07「設計開発変更記録／修正記録」 

 

7.4  購買 

7.4.1  購買プロセス（第 37条） 
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（1） 当社は、購買物品が自らの規定する購買物品に係る要求事項（以下「購買物品要求事項」とい

う。）に適合するようにするための手順を確立し、これを文書化する。  

（2） 当社は、購買物品の供給者並びに購買物品に適用される管理の方法及び程度を、当該購買物

品がその後の製品実現に係るプロセス又は最終製品（中間製品以外の製品を言う。）に及ぼす影響に

応じて定める。  

（3） 当社は、購買物品要求事項に従って購買物品を供給する能力を根拠として、購買物品の供給者

を評価し、選定する。  

（4） 当社は、購買物品の供給者の選定、評価及び再評価に係る判定基準を定める。  

（5） 当社は、（3）の評価の結果に係る記録（当該評価の結果に基づき所要の措置を採った場合にお

いてはその記録を含む。）を作成し、これを保管する。  

 

参照文書：SOP702 購買管理規定 

 様式 SOP702-01 仕入先選定票 

 様式 SOP702-02 仕入先年次評価表 

     様式 SOP702-03 認定供給者リスト 

 

7.4.1.1 登録製造業者に対する購買管理 

（1） 当社は、以下の場合、7.4.1 項に加えて本項を実施する。 

a) 製品要求事項への適合性に影響を及ぼすプロセス（QMS省令 第 5条第4項）をアウトソ
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ースする事業所が登録製造所の場合 

b) 購買物品の仕入先の事業所が登録製造所である場合 

 

（2） 当社は、当社若しくは他の登録製造所によりアウトソースを受けた登録製造所又は当社若しくは登

録製造所に対して購買物品の供給を行う登録製造所の製造業者に QMS 省令  第二章から第五章ま

で （7.5.3.1 並びに QMS 省令  第 69 条から第 72条の 2 までを除く。）に従った適切な品質マネジメ

ントシステムに基づき業務を行わせる。（第 65 条、第 66条及び第 83 条） 

（3） 当該製品について当該登録製造所が行うプロセスに照らし、その品質マネジメントシステムに適用す

ることが適当でないと認められる規定にあっては、当該規定をその品質マネジメントシステムに適用しないこ

とができる。この場合において、当該登録製造所に係る製造業者等に対しは、当該製品に係る品質マニ

ュアルにその旨を記載させる。（第 83条） 

（4） 当社は、当該製造業者等が適切な品質マネジメントシステムに基づき製造管理及び品質管理を行

っていることについて、必要な確認を行う。（第 65条、第 84 条） 

（5） 当社は、当該製造業者に対し、 製品に関する不具合報告を要すると思われる情報を知った場合

において、当社に対し報告させるための手順を確立させ、文書化させる。（第 69 条） 

（6） 当社による当該製造業者等の定期的な確認の方法は、下記の方法より行う。 

a) 国内品質業務運営責任者又はあらかじめ指定した（アウトソースを含む）ものが実地にて

確認する。 

b) 製造業者から関連する書類を入手し、当該書類により確認する。 
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c) 第三者機関による ISO13485等の証明書あるいは相手先国の規制当局の査察レポートによ

り確認する。 

参照：様式 SOP001,SOP002「QMS 省令に基づく製造管理及び品質管理のための覚書」 

 

7.4.1.2 登録製造所等との取り決め（第 72条の 2） 

当社は、品質管理及び安全管理に関する情報の収集が妨げられることのないよう、8.2.1 項の規定により

行う業務との関係も踏まえ必要な体制を整備するとともに、登録製造所及び関係する組織との間で必

要かつ十分な事項について取決め、これを文書化する。（第 72 条の 2  第 1項） 

取り決めには、前項の情報の収集に関する事項に加え、アウトソースする QMS 省令の要求事項の範囲

及び当社と登録製造所及び関係する組織との責任の分担などを明確にする。 

 

参照：様式 SOP001,SOP002 「QMS 省令に基づく製造管理及び品質管理のための覚書」 

 

7.4.2  購買情報（第 38条） 

（1） 当社は、他の方法によることが適切であることを文書により示すことができる場合を除き、購買物品に

関する情報（以下「購買情報」という。）を明確にし、かつ、購買情報に次に掲げる購買物品要求事項

を含める。 

a) 購買物品の出荷の可否の決定、購買物品の供給者の事業所における手順、プロセス並びに設備及

び器具に係る要求事項   
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b) 購買物品の供給者の構成員の適格性の確認に係る要求事項  

c) 購買物品の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項 

（2） 当社は、購買物品の供給者に対し購買物品要求事項を提示するに当たり、あらかじめ、当該購買

物品要求事項の妥当性を確認する。 

（3） 当社は、7.5.3.2.1項により求められる追跡可能性を確保した上で、関連する購買情報が記載され

た文書及び記録を作成し、これを保管する。  

 

参照文書： 納入仕様書  

     発注書或は注文請書 

 

7.4.3  購買物品の検証（第 39条） 

（1） 当社は、購買物品が購買物品要求事項に適合しているようにするために必要な試験検査及びその

他の業務を定め、実施する。 

（2） 当社は、自ら又はその製品受領者が購買物品の供給者の組織において購買物品の検証を実施す

ることとしたときは、当該検証の実施要領及び購買物品の供給者からの出荷の可否の決定の方法を前

条の購買情報の中で明確にする。  

（3） 当社は、前項の検証の記録を作成し、これを保管する。  

（4） 購買物品の検証のうち、アウトソースした登録製造所については、7.4.1.1 項により検証を行う。 
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記録： 納品書或いは試験成績書 

 

7.5  製造及びサービス提供の管理 

7.5.1  製造及びサービス提供の管理 

当社においては、「製造プロセス」の製造一般を「○○○○株式会社」、製造滅菌を「株式会社△△△

△」に委託する。（ただし、7.5.1.2.2 項、7.5.1.2.3 項、7.5.1.2.4 項については委託することはできないもの

とする。）委託先の管理は、購買管理プロセスにより、QMS 省令に基づく管理が適切に行われていること

を確認する。 

 

7.5.1.1 製造及びサービス提供の管理 － 一般要求事項（第 40 条） 

自社内にプロセスがないため本項は適用せず、アウトソース先の購買管理による。  

 

7.5.1.2 製造及びサービス提供の管理 － 固有要求事項 

7.5.1.2.1 製品の清浄管理（第 41 条） 

自社内にプロセスがないため本項は適用せず、アウトソース先の購買管理による。 

 

7.5.1.2.2 設置業務（第 42 条） 

当社は、設置管理医療機器に係る製品を取り扱っていないため、非適用。 
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7.5.1.2.3 附帯サービス業務（第 43 条） 

当社は、製品の供給に附帯したサービスに係る業務（以下「附帯サービス業務」という。）の実施があらか

じめ定められた要求事項である場合においては、自ら提供する場合が無いため、非適用。 

 

7.5.1.2.4 医療機器の修理業者からの通知の処理（第 72 条の 2） 

  当社が取り扱う製品は単回使用なため非適用。 

 

7.5.1.3 滅菌製品の製造管理に係る特別要求事項（第 44条） 

「製造プロセス」の滅菌に関わるところは、「株式会社△△△△」にアウトソースするため、非適用。 

下記の様式に規定する。 

参照：様式 SOP002「QMS 省令に基づく製造管理及び品質管理のための覚書」 

 

7.5.2  製造およびサービス提供に関するプロセスの妥当性確認 

当社においては、「製造プロセス」 を 「○○○○株式会社」 に委託する。アウトソース先の管理は、購買

管理プロセスにより、QMS 省令基づく管理が適切に行われていることを確認する。 

7.5.2.1 製造プロセス等のバリデーション（第 45 条） 

自社内にプロセスがないため本項は適用せず、アウトソース先の品質マニュアル及びＳＯＰによる。 

7.5.2.2 滅菌プロセスのバリデーション（第 46 条） 
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自社内にプロセスがないため本項は適用せず、アウトソース先の品質マニュアル及びＳＯＰによる。 

 

7.5.3  識別及び追跡可能性 

7.5.3.1 識別（第 47条） 

（1） 当社は、製品実現に係る全てのプロセスにおいて、適切な手段により製品を識別する。  

（2） 当社は、前項の識別に係る手順書を確立し、これを文書化する。  

（3） 当社は、返却された製品について、適合製品（製品の要求事項に適合する製品をいう。）から明

確に識別されるようにするための手順書を確立し、これを文書化する。 

 

適用手順書：SOP705 製品の識別／トレーサビリティ管理規定 

 

7.5.3.2 追跡可能性の確保 

7.5.3.2.1 一般（第 48条） 

（1） 当社は、製品の追跡可能性の確保に係る手順書を確立し、文書化する。  

（2） 当社は、（1）の手順を記載した手順書において、製品ごとに、追跡可能性の確保の程度及びその

ために必要な記録に係る要件を定めなければならない。 

（3） 当社は、製品の追跡可能性の確保が製品要求事項である場合においては、当該製品について識

別のための固有の表示等により管理するとともに、これを記録する。 
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適用手順書：SOP705 製品の識別／トレーサビリティ管理規定 

 

7.5.3.2.2 特定医療機器に係る製品の追跡可能性の確保（第 49 条） 

非適用。 

 

7.5.3.3 製品の状態の識別（第 50 条） 

当社においては、「製造プロセス」の一般 を 「○○○○株式会社」に、滅菌を「株式会社△△△△」に

アウトソースするため、当該プロセスを実施しない。アウトソース先の管理は、購買管理プロセスにより、QMS

省令基づく管理が適切に行われていることを確認する。 

 

 

7.5.4  製品受領者（顧客）の物品（第 51条） 

当社においては、「製造プロセス」の一般 を 「○○○○株式会社」に、滅菌を「株式会社△△△△」に

アウトソースするため、当該プロセスを実施しない。アウトソース先の管理は、 

 

購買管理プロセスにより、QMS 省令基づく管理が適切に行われていることを確認する。 

当社は、製品受領者（顧客）からの支給品は無い。 

 

7.5.5  製品の保持（第 52条） 
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（1） 当社においては、「製造プロセス」の 一般を 「○○○○株式会社」、滅菌を「株式会社△△

△△」 に委託する。委託先の管理は、購買管理プロセスにより、QMS 省令基づく管理が適

切に行われていることを確認する。 

（2） 当社は、製造から出荷までの間における製品の適合性の保持（識別、取扱い、包装、保管

及び保護を含む。）を手順書又は作業指図書に従い実施する。   また、これら業務を

委託する製造所等においては、手順書又は作業指図書に従って製品の保持を実施させる。 

（3） 当社は、使用の期限が限定された製品又は特別な保管条件を要する製品の管理について、

係る手順書又は作業指図書に従い実施する。また、製造所等においては、手順書又は作業

指図書に従って製品の保持を実施させる。 

（4） 当社は、（2） の特別な保管条件について管理するとともに、これを記録し又は記録させる。 

 

適用手順書：SOP706 製品の保存に関する規定 

記録 ：様式 SOP706-01 製品保管指図書 

 

7.5.5.1 医療機器の販売業者等における品質の確認（第 72 条の 2） 

当社は、出荷から最終の製品受領者に引き渡されるまでの間における製品の適合性の保持のために

品質の確認が必要な場合においては、医療機器の販売業者又は貸与業者における品質の確認に関す

る手順を確立し、これを文書化する。 
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適用手順書：SOP706 製品の保存に関する規定 

 

7.6  設備及び器具の管理（第 53 条） 

当社においては、「製造プロセス」の一般を「○○○○株式会社」、滅菌を「株式会社△△△△」にアウトソ

ースしている。当社には該当する設備及び器具はないためこの条項は適用しない。       アウトソース

先の管理は、購買管理に従って、QMS 省令による管理が適切に行われていることを確認する。 

 

８．測定、分析及び改善 

8.1  一般（第 54条） 

（1）当社は、次の業務に必要な監視、測定、分析及び改善（以下「監視等」という。）に係るプロセスにつ

いて、計画を策定し、実施する。 

a) 製品の適合性を実証する。 

b) 品質マネジメントシステムの適合性を確保し、実効性を維持する。 

(2) 当社は、監視等の計画において、プロセスに適用可能な監視等の方法（統計学的方法を含む。）及び

その方法の適用範囲について規定する。 

 

8.2  監視及び測定 

8.2.1  製品受領者の意見（第 55条） 

（1）当社は、品質マネジメントシステムの実施状況の測定の一環として、当社を含む組織が製品受領者
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要求事項に適合しているかどうかについての情報を監視する。 

（2）当社は、その情報の入手及び活用に係る方法を明確にする。 

（3）当社は、製品の品質に係る問題について、早期に警告を発するため、並びに是正措置及び予防措

置に係るインプットとして活用するため、製品受領者からの意見収集の仕組みに係る手順を確立し、文

書化する。 

（4）当社は、収集された適正な使用のための必要な情報等製品の出荷後において得る知見のレビューを、

意見収集の仕組みの一部とする。 

 

適用手順書：SOP801 「製品受領者の意見収集等規定」 

 

8.2.2  内部監査（第 56 条） 

（1） 当社は、品質マネジメントシステムが次の要件に適合しているかどうかを明確にするために、あらかじめ

定めた間隔で内部監査を実施する。 

a) 製品実現計画、品質マニュアルの規定及びその品質マネジメントシステムに係る要求事項に適合し

ている。 

b) 効果的に実施され、かつ維持されている。 

（2）当社は、内部監査の対象となるプロセス及び領域の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮

して、内部監査実施計画を策定する。 

（3）当社は、内部監査の判定基準、範囲、頻度及び方法を定める。 
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（4）当社は、内部監査を行う構成員（以下「内部監査員」という。）の選定及び内部監査の実施において、

客観性及び公平性を確保する。 

（5）当社は、内部監査員に自らの業務を内部監査させない。 

（6）当社は、内部監査実施計画の策定及び実施並びに内部監査結果の報告及び記録の保管について、

その責任及び要求事項を定めた手順を確立し、文書化する。 

（7）当社は、内部監査された領域に責任を有する責任者に、発見された不適合及びその不適合の原因を

除去するための措置を採らせるとともに、その措置の検証を行わせ、その結果を報告させる。 

 

適用手順書：SOP802 「内部監査規定」 

記録： 様式 SOP802－01  内部監査計画書兼通知書 

様式 SOP802－02  内部監査チェックリスト 

様式 SOP802－03  内部監査報告書/是正措置要求書 

様式 SOP802－04  内部監査是正措置報告書 

 

8.2.3  プロセスの監視及び測定（第 57 条） 

（1）当社は、品質マネジメントシステムに係るそれぞれのプロセスを適切な方法で監視するとともに、測定が可

能な場合にあっては、併せて測定をする。 

（2）当社は、その監視の方法について、プロセスが品質マネジメントシステムの計画に定めた結果を得ることが

できることを実証できるものとする。 
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（3）当社は、品質マネジメントシステムの計画に定めた結果を得ることができない場合においては、製品の適

合性を確保するために、修正及び是正措置を適切に採る。 

 

 

8.2.4  製品の監視及び測定 

8.2.4.1 一般要求事項（第 58条） 

 当社は、製品が製品要求事項に適合していることを検証するために、製品の特性を監視し、かつ、測定す

る。 

当社は、その監視及び測定を、その製品に係る製品実現計画及び製造及びサービスの提供で規定する手

順書に従って、製品実現に係るプロセスの適切な段階において実施する。  

 当社は、製品実現計画に定めた全ての必要事項が支障なく完了するまでは、プロセスの次の段階に進むこ

との許可、出荷の決定及びサービス提供を行わない。 

 

8.2.4.1.1 出荷記録及び出荷権限の指定 

1) 出荷権限の指定（第 72条第 3項及び 4 項） 

当社は、国内品質業務運営責任者があらかじめ指定した者に出荷の可否の判定を行わせ

る。  

2) 出荷記録（第 72 条第 2 項第 3 号） 

当社は、国内に流通させる製品について、市場への出荷の決定をロットごと（ロットを構成しな
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い医療機器等にあっては、製造番号又は製造記号ごと）に行い、その結果及び出荷先等市

場への出荷の記録を作成する。 

この場合、市場への出荷の決定を行った者は、その結果及び出荷先等市場への出荷に関する

記録を作成するとともに、国内品質業務運営責任者に対して文書により報告し、国内品質業

務運営責任者が確認する。 

 

適用手順書： SOP001,002  「QMS 省令に基づく製造管理及び品質管理のための覚書」 

記録：SOP500-03「市場への出荷記録」 

様式１「医療機器の市場への出荷の可否判定記録」 

   様式２「品質保証責任者以外の者が出荷可否を判定した場合の品質保証責任者への報告書」 

   様式３「医療機器の保管出納記録」 

 

8.2.4.2 特定医療機器固有の要求事項（第 59 条） 

   非適用。 

 

8.3  不適合製品の管理（第 60 条） 

（1）当社は、製品要求事項に適合しない製品（以下「不適合製品」という。）について、意図に反した使

用若しくは操作又は出荷を防ぐことを確実にするため、識別し、管理する。 

（2）当社は、不適合製品の処理に係る管理及びそれに関する責任及び権限について手順を確立し、文書
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化する。 

（3）当社は、次の方法のいずれかにより、不適合製品を処理する。 

a) 発見された不適合を除去するための措置を採る。 

b) 特別採用の下で、使用若しくは操作の許可、プロセスの次の段階に進むことの許可又は出荷の決定

を行う。 

c) 本来の意図された使用若しくは操作又は適用ができないようにするための措置を採る。 

（4）当社は、法令の規定等に適合しない場合には、特別採用による不適合製品の処理を行わせない。 

（5）当社は、不適合製品の特別採用を行った場合においては、その特別採用を許可した構成員を特定する

記録を作成し、保管する。 

（6）当社は、不適合の内容の記録及びその不適合に対して採られた措置（特別採用を含む。）の記録を

作成し、保管する。 

（7）当社は、不適合製品に修正を行わせた場合においては、修正後の製品の製品要求事項への適合性を

実証するための再検証を行わせる。 

（8）当社は、製品受領者への製品の送達後又はその製品について使用者若しくは操作がなされた後に不

適合製品を発見した場合においては、その不適合による影響又は起こり得る影響に対して適切な措置を

採る。 

（9）当社は、その製品について、手直し等製造し直すことが必要な場合においては、製造所においてそのプロ

セスに係る手順について、文書化させる。この場合、当社は、その手順を記載した手順書の発行に当たっ

ては、元の手順書と同様の承認手続を行わせる。 
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当社は、認定及び承認に先立ち、手直しが製品に及ぼすすべての悪影響を判定し、文書化させる。 

 

適用手順書：SOP803 「不適合製品処置規定」 

記録：様式 SOP803-01 不適合製品処置票 

 

8.3.1  回収管理（第 72条第 2項 6 号） 

国内品質業務運営責任者は、国内に流通する製品の回収を行う場合に、次の業務を行う。 

a) 回収した医療機器等を区分して一定期間保管した後、適切に処理する。 

b) 回収の内容を記載した記録を作成し、管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者ならびに管

理監督者に対して文書により報告する。 

 

適用手順書：SOP803 「不適合製品処置規定」 

SOP806 「品質情報、不具合等の報告、回収管理規定」 

記録：様式 SOP803-01 不適合製品処置票  

   様式 SOP800-02 回収記録 

 

8.4  データの分析（第 61条） 

（1）当社は、品質マネジメントシステムが適切かつ実効性のあるものであることを実証するために、及びその品

https://wazzedo.hippy.jp/company/


 

管理 No.QMM001/01  品質マニュアル                    第１版 

 
株式会社ワッゼド 

 51 
 https://wazzedo.hippy.jp/company/ 

  

質マネジメントシステムの改善を図る措置が採られた場合にその措置の改善に係る実効性を評価するため

に、適切なデータ（監視及び測定の結果から得られたデータ並びにそれ以外の関連情報源からのデータを

含む。）を明確にし、収集し、分析するための手順を確立し、文書化する。 

（2）当社は、データ分析により、次の事項に係る情報を得なければならない。 

a) 手順書に基づき収集する製品受領者からの意見 

b) 製品要求事項への適合性 

c) プロセス及び製品の特性及び傾向（予防措置を行う端緒となるものを含む。） 

d) 購買物品の供給者等 

（3）当社は、データ分析の結果に係る記録を作成し、保管する。 

 

適用手順書：SOP804 「データ分析規定」 

記録：様式 SOP804-01 データ分析記録書 

 

8.5  改善 

8.5.1  一般（第 62条） 

（1）当社は、その品質方針、品質目標、監査の結果、データの分析、是正措置、予防措置及び管理監督

レビューを通じて、継続的に品質マネジメントシステムの妥当性及び実効性を維持するために変更が必要

な事項を全て明らかにするとともに、その変更を実施する。 

（2）当社は、通知書の発行及び実施に係る手順を確立し、文書化するとともに、その手順を随時実施でき
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るものとする。 

（3）当社は、実施した製品受領者の苦情に係る全ての調査について、その記録を作成し、かつ、保管する。 

（4）当社は、調査の結果、当社を含む品質マネジメントシステムに必要なプロセスに関与する全ての者以外

の者による業務が製品受領者の苦情の一因であることが明らかになった場合においては、関連情報を関

係する者との間で相互に伝達する。 

（5）当社は、ある製品受領者の苦情について、それに基づく是正措置又は予防措置を行わないこととすると

きは、その理由について承認し、記録する。 

（6）当社は、製品に関し、不具合等報告が必要な事項を知った場合において厚生労働大臣に報告するた

めの手順を確立し、文書化する。 

 

8.5.1.1  不具合報告他の管理 

（1）不具合報告（第 69 条） 

当社は、組織及び関連する登録製造所に、その組織及び関連する登録製造所が製品に関して不具合

等報告が必要な事項を知った場合にその事項を当社に通知させるための手順を確立させ、かつ、その手

順を文書化させる。 

（2）製造販売後安全管理基準との関係（第 70 条） 

当社は、製品の製造販売後安全管理に関する業務を行う場合にあっては、この品質マニュアルの規定の

ほか GVP省令に従う手順書の規定に従って行う。 

（3）品質情報の管理（第 72条第 2項第 4号） 
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国内品質業務運営管理者は、国内に流通する製品について、その製品の品質等に関する情報（品質

不良又はそのおそれに係る情報を含む。）を国内外から収集するとともに、その情報を得たときは、速やか

に管理責任者に対して文書により報告し、記録し、及び必要かつ適切な措置が採られるようにする。 

（4）安全確保措置の発生（第 72 条第 2 項第 9 号） 

国内品質業務運営責任者は、安全確保措置に関する情報を知ったときは、安全管理統括部門に遅滞

なく文書で提供する。 

 

適用手順書：SOP805 「通知書の発行及び実施規定」 

SOP806 「品質情報、不具合等の報告、回収管理規定」 

SOP808    「登録製造所等から製造販売業者への通知実施規定」 

記録：様式 SOP800-01  苦情記録書 

   様式 SOP500-02 国内品質業務運営責任者報告 

   様式 SOP500-03 安全管理統括部門への報告 

参照：様式 SOP001,002  「QMS 省令製造に基づく管理及び品質管理のための覚書」 

 

8.5.2  是正措置（第 63条） 

（1）当社は、発見された不適合による影響に応じて、その不適合の再発を防ぐために適切な是正措置を採

る。 

（2）当社は、次の事項に関して必要な要求事項を定めた是正措置に係る手順を確立し、文書化する。 
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a) 不適合（製品受領者の苦情を含む。）のレビュー 

b) 不適合の原因の特定 

c) 不適合が再発しないことを確保するための措置の必要性の評価 

d) 所要の是正措置（文書の更新を含む。）の決定及び実施 

e) 是正措置に関し調査を行った場合においては、その結果及び当該結果に基づき採った是正措置の結果の

記録 

f) 採った是正措置及び実効性についてのレビュー 

 

適用手順書：SOP807 「是正及び予防措置規定」 

記録：様式 SOP807-01 是正及び予防措置記録書 

 

8.5.3  予防措置（第 64条） 

（1）当社は、起こり得る問題の影響に照らし、その問題の発生を防止するために適切な予防措置を明確にし、

採る。 

（2）当社は、次の事項に関して必要な要求事項を定めた予防措置に係る手順を確立し、文書化する。 

a) 起こり得る不適合及びその原因の特定 

b) 予防措置の必要性の評価 

c) 所要の予防措置の決定及び実施 

d) 予防措置に関し調査を行った場合においては、その結果及びその結果に基づき採った予防措置の結果の
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記録 

e) 採った予防措置及び実効性についてのレビュー 

 

適用手順書：SOP807 「是正及び予防措置規定」 

記録：様式 SOP807-01 是正及び予防措置記録 
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