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Area of operation
/items

監査項目 監査時、質問例 PIC・Sの条項Reference

General information
試験室の概要

規制当局の認可書の有無 PIC/S G. 1;

当局の定期的な査察を受けているか？

Activities contracted
out

名称、住所、会社の住所 当局の許認可を受けているか？ PIC/S G. 7.1; 7.15; 7.13

(Contract testing) 試験室の実施内容 依頼主による、評価、委託試験機関監査を
受けているか？

委託試験 契約

QUALITY
ASSURANCE
SYSTEM
品質保証システム

General 品質保証の定義：品質方
針の規定、法定な認証

品質システムが文書化されているか？ PIC/S G. 1.2.; 1.4. PIC/S
G.1; 2.6; 2.7; 6.1 and
Annex 16

全般 組織図：QAの担当者の職
務規定

必要なstaffが決められ、報告line、責任が
文書化されているか？

年次照査がなされているか？

Suppliers quality
ensuring

供給業者管理、評価、品
質契約

供給業者の承認方針が定めてあるか？ PIC/S G. 1.2.; 4.14; 5.25
and Annex 2; It.25;
Annex 8 It.3

供給業者の品質評価 購入管理、供給業者の評
価

定期的な評価、監査がなされているか？

Self inspection 誰が、如何に自己点検を行い、どの様に報
告するか？

PIC/S G. 1.2.; 9.1 9.2.;
9.3.

自己点検 CAPAはclosedしているか？

自己点検の計画があり、添付されている
か？

. Trending トレンド分析がされているか？ PIC/S G. 6.9.
傾向分析 SOPが存在するか？

Change control PIC/S G. 1.3. ; Annex 15.
It.43.

変更管理

Risk management Risk分析には、主要なパラメーターが含ま
れているか？

PIC/S G. Annex 15. It.44

リスク管理 Validationとの連携がされているか？

2.4 OOSと年次評価の傾向分
析

2.1

QC試験室の位置付けと品
質試験の実施概要

1

1.1 Test activities

2.2

2.3 自己点検。内部監査とそ
の実施状況

1.2

2

2.5 変更管理システム、責任
体制、変更後の追跡

変更管理は、適切に行われ、記録が残って
いるか？

2.6 リスク管理手法、リスク
コミュニケーション
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Area of operation
/items

監査項目 監査時、質問例 PIC・Sの条項Reference

General information 文書管理の定義；変更・
改訂；文書の準備、バン
管理、配布と回収

文書管理のSOPは定められているか？ PIC/S G. 4.1.-4.11 Annex
18 It.6.7. - 6.10.

一般情報 管理文書の複写の管理 様式、版・ID番号、配布・回収、見直しの
間隔

文書の原本管理（電子
体、紙体）

文書保管（場所、保護）はどの様に？

SOPの複写の許可権限、複写の区分・識別
は？

Laboratory
documentation

PIC/S G. 1; 4.1.-4.3

試験室文書

QC SOP: サンプリング、試験、機器管理・
取り扱い。その他試験室の操作に関する
SOPの整備、旧版SOP管理はどのようにし
ているか。

PIC/S G .　4.4.4.19.-4.29

アーカイブンの管理はどうしているか？

SOP標準様式はあるか？

機器、分析法が特定されているか？ PIC/S G .　4.15.-4.18.

指示書には操作手順の記載(詳細)が為され
ているか？

試験法等は、許可事項に順当しているか？

試験記録、分析試験の計
画書

試験記録には、規格・指示の順守、記入漏
れ、署名、変更・異常へのコメントが、結
果と記述しているか？

PIC/S G 　 4.1.;-4.8

試験者が記入する様式は試験者の個人の
ノート、Lab Note,　worksheetのどれか？
記載内容は何か？

PIC/S G .4.28.-4.29

機器のlist、校正記録、保守点検、標品、
サンプルの授受の記録が備わっているか？

試験者の特定、試験日等の記述が、標準記
録様式に備わっているか？

ページ番号の付与がされているか？

生dataには、何が該当するか？

生dataの記録への添付はどの様にするか？
直接添付、ルーズリーフを使用、添付無

Data traceability サンプル、標品の受領、
使用の記録と手順

トレサビリティーがどの様に担保されてい
るか？

PIC/S G 　4.8.; 6.17-

データのトレサビリ
ティー

試験サンプルのトラッキ
ング

検証システムは確立されているか？（例え
ば；一次標品から、２次標品の検定手順、
トレサビリティー）

分析生データのトレサビ
リティー

試験サンプルの経過の記録は同様に記録さ
れているか？（サンプルの授受、保管条
件、取り扱い、保安、安全記録等）

Electronic
documentation/
Computerized systems

電子dataの担保：電子記録、紙の記録で
は、保管扱いに差異はないか？

電子記録システム アクセス制限、audit　tail、バックアップ
等のコンピューターシステムの管理の手
段・手順は、PIC/S　Annexに準拠している
か？

3.1

規格書 規格等の文書の最新版管理

3.3

3.4

ログブック

生試験記録（クロマト
チャート、分光記録、結
果、印刷物

3.2

SOP

試験、分析指示書、試験
法
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Area of operation
/items

監査項目 監査時、質問例 PIC・Sの条項Reference

General QC試験室の人員；特定の
職務、試験用の人員

従事する人数は、十分数の資格者を確保し
ているか？

PIC/S G 2.8; 2.9; 6.6.;

一般 QC責任者、補佐 職務文書、責任範囲が明確化され、それに
充足する人材、認定された人材が登用され
ているか？

Training 教育訓練のシステム、プ
ログラム、計画

教育訓練プログラムがあるか、責任者は？ PIC/S.G. 2.6 viii; 2.8;
2.9. 2.10.; 2.20

教育訓練 特別教育 訓練者の資格要件、認定の条件は？

教育訓練記録、文書 資格者のlistを提示できるか？定期的に見
直すか？

教育訓練の評価（評価・
再教育）

現場のstaffへの保守・洗浄の訓練の要件
は？

教育訓練のSOP、記録は提示できるか？

教育訓練のプログラムは充足しているか？

再教育の頻度、間隔は？

Premises QC試験室は、製造現場より隔離されてい
るか？

PIC/S G 3. 26.- 3.29.;
6.5.; 6.6

設備 分析機器は、適切な場所に設置されている
か？

PIC/S G. 3.1.

QC試験室が行う試験の項目は：理化学、
微生物、生理・動物試験？

PIC/S G. 3.3.

試験室の環境の管理検証;換気、温度湿度
管理、環境の管理記録は提示できるか？

PIC/S G. 4.8.; 4.9.; 3.44.

QC試験室の環境構造は、製造部門と別
か？

環境に関する　警報・モニター設備が備
わっているか？

保管文書・鋭敏な分析機器の性能維持のた
めに防御が講じられているか？

サンプル、文書の保管庫の環境は管理され
ているか？

使用不能の機器の管理場所はあるか？

専用試験室、区域、状態の表示がされてい
るか？

専用試験室は、明示しているか？

Equipment 主要分析機器　list、区分、表示は文書化
されているか？

PIC/S G. 3.34 - 3.44
2.6.vii 2.6.vi

機器 Validationの文書の整備

検証された組み立て・備え付けでの配線・
配管のSOP と仕様・外観の文書は整備され
ているか？

最適な設置環境は明確に文書化されている
か？

文書（使用記録）はあるか？　校正の手順
は定められているか？校正の頻度は定めら
れているか？

校正の状態表示はあるか、機器の状態の表
示。主要な機器ごとに表示されているか？

SOPは備わっているか？

使用記録書は備わっているか？

4.1

4.2

5.1

5.2 機器

評価・認定

校正

表示

Logbook

洗浄

QC試験室の配置

設備・施設の設計、部屋
の区画、区分（試験毎、
もしくは清浄度の差異に
よる）

試験室の温度、湿度、排
気、記録のシステム、警
報発信

保管施設（文書、サンプ
ル）

表示
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Area of operation
/items

監査項目 監査時、質問例 PIC・Sの条項Reference

Equipment validation IQ, OQ, PQは使用に先立ち、実施済みか？ PIC/S G. 2.6.vii; and
Annex 15

機器の評価・認証 Qualificationは　誰の承認か、承認文書は
閲覧可能か？

再qualificationの頻度は？

仕様は予め定めてあるか？　検証は？

詳細な仕様・規格、合格基準は文書化され
ているか？

試験者は、教育訓練を受けているか？　そ
の記録は提示可能か？

標準品に関するdata、情報はfileされている
か？

試験結果は、第3者；監督者、reviewerの照
査を経るか？

試験結果は、生dataを纏めた要約が付いて

いるか？生dataを纏めたものが試験報告書
に記述してあるか？試験結果は、規格内で
あるか？

Cleaning sanitation
for apparatus /
equipment’s

洗浄validationは実施済みか？　残留基準は
定めてあるか？

PIC/S G. 3; 3.37

洗浄・汚染除去に処されるガラス器具、容
器は特定されているか？

試験機器の洗浄。殺
菌

洗浄者は特定されているか洗浄の間隔、手
順は決めてあるか？

Maintenance

保守・点検

保守システム

予防的保守点検

文書化

保守・点検プログラム、実施は、どの様に
行い、それは文書化されているか？その中
に、重要試験システム、区域、装置は含ま
れているか？　もしくは委託されている
か？

PIC/S G. 3.2

定期、法的な保守点検　プログラムは存在
するか？

誰が、保守点検、修理後の使用許可を承認
するか？

年間計画はあるか？　保守点検を行うこと
を明記した項目を含む機器listはあるか？
機器を点検から稼働に戻す承認するシステ
ムがあるか（逆の場合も）？

5.3

5.4 洗浄・殺菌システム

認証

設計

備え付け

試験運転

性能確認

5.5
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Area of operation
/items

監査項目 監査時、質問例 PIC・Sの条項Reference

Materials 試験室で使用する試薬、
基準品

承認　済み　試薬・試験物品listは、備

わっているか？供給業者　listも同様にあ
るか？

PIC/S G. 6.19.-6.21.

物品 標品

毒物、危険物、不安定化
学品（吸湿性、引火性）

確認試験の基準は備わっているか？　(試
薬)ラベルはどの様な記述が、されてい

る？前回使用のlotは遡れるか？

原料はどの様に取り扱い、labelを添付し
て、保管するか？

一次標品を使用しているか？　2次標品は
認められるか？標品は、追跡可能な情報を
付記しているか？常時標品を用いている
か、日常標品の検定法が文書化されている
か？　自家標品の使用期限、保管条件は文
書化されているか？

これらに試薬・標品・サンプル・試験物品
を保管する手順が定められているか？交差
汚染を防ぐためのどの手段が講じられてい
るか？

廃棄に関する手順が文書化されているか？

Water and water
systems

水設備、管理基準

サンプリング

Lab 試験用水は、定義されてあるか？試験
水はどの様に調整する？試験水の規格は？
微生物試験用水の規格は？

Annex 1 to PIC/S G.
It.35;44

水、精製水関連 水質試験 試験用水の採取の手順；何時、どこで、誰
が？

異なる分析用に特別な水質検査があるか？

Sampling

サンプリング

サンプリングの基本・基
準

原料のサンプリング室

出発物質、包装資材のサ
ンプリング

サンプリングのシステムを提示；承認、統
計処理；数の定義、場所・器具）、サンプ
ルの採取数と、その数を決めた手法・根
拠、サンプリングの手順が提示できるか？
その手順は、どの様に、誰が、文書化した
か？その手順には；溶器、ラベル、洗浄器
具が含まれるか？

PIC/S G. 1.4; 6.11- 6,14
and Annex 8  It.1.9. PI
012-1; 11.1

工程内試験、中間体のサ
ンプリング

隔離されたサンプリング室が準備されてあ
るか？

Annex 8 to PIC/S G.1.
It.2- 5

空気のサンプリング サンプル時の汚染防止対策は講じられてい
るか？

PIC/S G. 6.7.-6.11

水系のサンプリング 文書化された代表値としてのサンプル量は
いくらか？

サンプリングの手順・記
録

IPCとしての中間体のサンプル採取のシス
テムは文書化されている？

保管サンプル

再サンプリング

空気のサンプル用具は？　その用具はどの
様に決めたか？　サンプル量（liter）、時
間、試験培地、輸送時間は文書化されてい
るか？機器は校正されているか？

除菌手順はどれを採用しているか？
どの様なサンプリング技術を採用している
か？

原材料、製品の保存（retain）サンプルを
提示できるか？

保管の手順は文書化されているか？

6.1

6.2

7.1
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Area of operation
/items

監査項目 監査時、質問例 PIC・Sの条項Reference

サンプル(試料)の取り扱い

保管サンプル

サンプルのトレサビィ
ティ

どの様に、採取したサンプルは一つに纏め
るか？　サンプルはどの様にラベルを付
記、登録、QC　labに試験依頼がなされる
か？文書化されているか？サンプルには適
切な背景、由来等の記録があるか？責任者
が明記されているか？

PIC/S G. It.6.4.; and
Annex 8 It. 6 - 9

サンプル量、時間・試験終了希望、保管条
件が明記されているか（文書化）？

PIC/S G. 64; 6.14.

試験開始までの制限時間は規定されている
か？

Personnel for sampling 試験者の個別の試験に関する教育訓練の実
施の有無は提示可能か？

Annex 8 to PIC/S G. It.2;
PI 007 1, 8.1.-8.9.

サンプリング担当者 試験者の認定、サンプリング者の人員は？

Testing general ＱＣのシステム 試験全般の文書があるか？試験実施の特定
は？

PIC/S G.6.15-6.21

試験一般 試験の流れ 重要工程は特定されているか？ PI 012-1, 11.2.

試験法 試験方は、定められているか？　（局法、
標準試験法）

委託試験 委託試験は特定されているか？

再試験

Testing of raw
materials

システム

方法

原材料の試験手順は文書化されているか？
規格・合格基準は定めてあるか？承認済み
か？

PIC/S G. 4.10; 5.31 and
Annex 8, It.3-4

原料の試験 全ての原料 を試験するのか？　全試験項
目を実施するか、もしくは確認試験を実施
か？

供給者のCoAにより合否判定する原材料は
どれか？

Testing in process,
controls (IPC)

試験方、試験機器 手順は承認、確認、文書化されているか？
誰が実施しているか？

工程試験 試験場所 ﾊﾟﾗﾒ-ﾀｰ、限度は規格を満たしているか？

誰が、試薬・標品を準備、品質を管理して
いるか？

誰が、機器の管理、品質を管理している
か？

その要員は教育訓練されているか？その文
書は備わっているか？

Testing of
intermediates

試験システム

サンプリング

中間体の試験の方針・基準は？摘要、方
法、パラメーター、限度値は規定されてい
るか？

中間体の試験 どの結果が採用されるのか？

中間体のｻﾝﾌﾟﾗ-は誰か？

8.2

8.3

8.4

7.3 担当者

8.1

7.2 Samples
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Area of operation
/items

監査項目 監査時、質問例 PIC・Sの条項Reference

Testing of final
products

試験システム

サンプリング

どの工程より採取したサンプルを製品試験
とするか？最終包装に関しては、どの様に
管理するか？

PIC/S G.1. It.1.4. vi; 1.4
vii; 6.14; 6.17;

製品試験 試料の取り扱い サンプルの計画は提示できるか？

どの様に採取したサンプルがlotを代表する
と証明する？

サンプルの採取残りをどうするか、最終製
品にするのか？(大きなbulk容器の場合)

Stability testing

安定性試験

安定性試験システム

進行中の試験

施設

保存安定性試験の方針が文書化されている
か？全試験日に採集・試験するか？　マト
リックスによるサンプリング方式か、試験
は自家、委託するか？全項目試験、
stability　index項に関して試験、Stability
index、重要パラメーターは設定されてい
るか？

CPMP/ICH 2736/99;

安定性プログラムの条件；間隔、対象lot
数、分析法は、安定性試験ガイドラインに
適合しているか？変更管理では、追加試験
があるか?それはどの項？OOSの際の対
処？安定性試験器；専用？検証・認定済
み？ラベルは添付してあるか？

CPMP/ICH 4104/00;

温室時計は校正済み？温室度は自動記録？
要遮光製品の取り扱い・保存法は？

CPMP/ICH 420/02;

アラームシステムは付随？(温室度)記録は
あるか？

Validation of test
methods

試験バリデーション

分析法バリデーションの
方針

バリデーションの手順

バリデーションのデータ

分析validationはvalidation基本計画“VMP”
に含まれるか？分析validationの全体的な

SOPは保持？？分析validationの報告書は承
認されているか？承認者は誰か？分析
validationの目的は明記されているか？分析

validationの計画書、報告書は　ICH　Q3に
準拠しているか？

PIC/S G. 4.10;

試験方の移管 精度 ICH Guide

特異性

再現性

リニアリティー

検出限度

定量性限界

頑健性（試験液の安定性フィルターの親和
性）

ＳＯＰと試験計画書の文書化がされている
か？

計画書に合格基準が明記されているか？

システム適合性は予め準備されている？

システム適合性に関する合格基準は明記さ
れているか？結果は適合か？

生dataは保管されているか？

試験方の移管SOPは文書化されているか？

8.7

8.5

8.6
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Area of operation
/items

監査項目 監査時、質問例 PIC・Sの条項Reference

Handling of test results

試験結果の取り扱い

生データの連絡

試験室管理システム

試験生結果は、どの様に纏めるか？分析結
果は誰が、review（照査）する？どの様に
照査？

Annex 11 to PIC/S G.

試験結果のまとめ

結果の評価

傾向分析

LIMSは使用している？validationされてい

るか？LIMSの使用の教育訓練は実施済

み？LIMSへのアクセスは認定・管理され
ているか？どの様に管理？安全対策は充
分？QC　labの変更管理はどの様？誰が、
最終案を起草するか？どの様に、何処に資
料は保管するか?

誰が、試験結果にcommentを出すか、QC
Lab管理者か？

Failures – Out of
Specification  (OOS)
test results

ＯＯＳのシステム試験室
エラー
（試験者、機器エラー）

OOSに対応する文書は整備済み？

ＯＯＳの取り扱い 試験法・手法関連エラー

OOSの結果評価

どの様にLab　調査はおこなわれるか？Lab
調査の後の公式な調査はどのように為され
るか？

試験結果の破棄 何を（どのように）報告するか？

是正 品質保証部門は関与するか？

OOSに関する解決の手順は？

OOSの原因調査は？

不適な試験結果はどうするか？

誰が試験結果を不適にするか？

どの様に是正処置を実施するか？

Failures- Retesting and
Re-sampling

製造所の手順 再試験は、どの頻度で行われる？ PI 012-1 It.13

試験結果不備；再試
験・再サンプル

再試験手順 再試験は、何回まで認められる？

再サンプルの基準 再サンプリングの許可のために基準は？

（例えば、サンプリングはlotを代表として
出来ていない）

Release of test results/
analytical reports/
certification

出荷判定

出荷判定のフィードバッ
ク

出荷判定はSOPになっているか？ PIC/S G. 1.2.Vii; 1,4,;
2.6.i; 5.59- 5.60

出荷承認、試験成績
書 出荷成績書の準備

出荷判定は、誰が照査、判定、出荷許可書
の発効の責任者か？

CoAの準備 試験結果の照査・検証にどれ位かかるか？

試験結果を纏める（CoAの作成）のは、誰
か？

CoAを承認するのは誰か？　QAは関与す
るか？

9.4

9.1

9.2

9.3
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Chemical testing 手順は最新版か？検証済みか？ PIC/S G.6.15.-6.21

化学試験 EP. 4.2.1.; 4.2.2.

関連（引用）手順・方法で調整日、factor
がlabelに的確に記述か？

PIC/S G. 3.41. 6.5;
6.19;

定量用ガラス器具（メスフラスコ、ピぺッ
ト）の品質規格は規定されてあるか？

EP.

調整液はどの様にラベルに表示されている
か？（調整日）

EP. 2.2.4.

精度、安定性、保存条件等が文書化されて
いる？

指示薬の取り扱いの管理システムは文書化
されているか？

滴定指示薬の交換頻度は規定されてある
か？

温度計の目盛り、校正の基準は、準拠方法
に決められたパラメーターに適合している
か？

Physical and
physical chemical
testing

滴定は目視確認か機器で終点を確認？　目
視の場合、試験者は訓練を受けて、認定さ
れているか？

EP. 2.2.3.

物理試験、物理化
学試験

試験液の測定条件は規定されてあるか？ EP. 2.2.38.

温度は一定に制御？　もし液温を合わせて
いないなら、温度補正する？

EP. 2.2.6.

温度は一定に制御？ EP. 2.2.7.

温度は一定に制御？ EP. 2.2.8.;2.2.9.

温度は一定に制御？

標準物質を使用するか？　公式標準との根
付け？

何回、測定する？

Qualification for
some laboratory
apparatuses

使用前に、日常校正を行うか？

試験機器の認定 分銅は校正されているか?証書は有効か？

公式の校正頻度は規定されてあるか？

自家校正の手順は文書化されているか？

SOPは備わっているか？　合格基準は？外
部校正との比較は規定されてあるか？

校正頻度は？校正の合格証書は規定されて
あるか？

Reference

1.1

1.2

1.3 化学天秤 PIC/S G. It.3.41

監査時、質問例

手順書の整備

試薬調整

定量分析ガラス器具

定量分析溶液

滴定試薬（指示薬）

水浴

液定

導電率、ｐH測定

屈折率

比重

旋光

粘度

監査項目
Area of operation

/items
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Reference監査時、質問例監査項目
Area of operation

/items
校正は、どの様に、どの頻度で行う？
（日々、使用前？）

校正用のbufferは測定するpHの範囲を網羅
しているか？

滴定（KF） 滴定校正（KF水分計）には、どの標準液
（標準物質）を使用は規定されてあるか？

通常使用の標準温度計は、公式標準温度計
を用いて校正する？

公式標準温度計は、外部校正（公式）行う
か、頻度？

記録はあるか？

融点計 融点計(屈折、旋光度)の校正は手順化され
ているか？

屈折計 どの標準物質、deviceを使用は規定されて
あるか？

旋光計
崩壊性試験機は校正済み？

水浴の温度計は校正済み？

標準溶出試験の物理化学的要求項は規定さ
れてあるか？

シャフトの許容揺れ、水面、回転数、振
動、液温は規定されてあるか？

溶出の標準物質は規定されてあるか？

赤外波長の検証済み？

正確性、解像度、base　lineの直線性は規
定されてあるか？

原子吸光度の実施性能は　モニターしてい
る？

直線性、トレンドは分析している？

どの様に確認するか？

システム適合試験は定義されているか？

合格基準は文書化してあるか？

水質試験

全有機含量

標準温度計

ｐH計 EP. 2.2.3.

電導度計 ECの校正には、どの標準液を使用は規定
されてあるか？

EP.2.2.38.

EP 2.2.14-16; 2.2.6.;
2.2.7.

崩壊性試験機 EP

溶出試験 EP

紫外線分光計 紫外線吸光度の正確性、解像度、逸脱の限
度は規定されてあるか？

EP. 2.2..25.

赤外線分光計 EP. 2.2..24

原子吸光 EP. 2.2.23.

液体クロマト、ガスク
ロ

EP. 2.2.28.

標準物質はなにか？
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Area of operation
/items

監査項目 監査時、質問例 Reference

Premises

設備

どの様に適格性試験を実施？無菌性試験を
実施？　アイソレーター中で実施、無菌性
担保・汚染防止をどの様に実施？無菌area
への入室の適切な指図書があるか？

PI 012-1 It.8.1.; 8.3.

増殖性試験を実施は行うか？　どこで？ PI 012-1 It.11.6

増殖性と陽性試験を実施する区域は（一
般）試験室と区分されているか？

PI 012-1 It.8.1.2.

試験室は適切に設計されているか？

概要図面を提示！排気系は他の区域と独立
しているか？差圧は設けてあるか？

目で確認できるアラームはあるか？

何処で、無菌作業の準備をするか？
何処で培地を準備する？区分する設備・障
壁はあるか？

どの様に、何処で廃棄用に除菌するか？

清浄区域、非清浄区域と洗浄区域の分離は
できているか？

Equipment

機器

IQ, OQ, PQは実施済み？報告書の提示可能
か？リーク試験結果の提示可能か？（ラミ
ナフロー、スモーク試験）

Annex to PIC/S G. It.
7-9;

IQ, OQ, PQ関連報告書の提示可能か？　温
度分布試験を含めて、湿度測定装置は校正
済みか？炭酸ガスの測定法（校正を含む）
は

PI 014-1 Annex 1 to
PIC/S G. It.36;

IQ, OQ, PQ関連報告書の提示可能か？　(温
度異常部分、周期試験、繰り返し)、保守
点検方法？

Annex 1 to PIC/S G.
It.55-68;

使用する蒸気の規格、蒸気の試験法は？ Annex 1 to PIC/S G.
It.29;

どの様な器具を殺菌するか？どの様に殺菌
する？生dataの提示可能か？(温度サイク

ル、温度記録)　逸脱（サイクルの失敗）
の取り扱いは文書化？

PI 012-1 It.8.1.2.

フィルターの完全性試験方は？

頻度は？　交換頻度は？交換後の完全性の
確認法？

コロニーの計測 校正の実施済み？　どの様に？

粒度測定機 IQ, OQ, PQ報告書の提示可能か？

顕微鏡 どの様な仕様？　評価済みか？

試験区域（無菌試験区
域）

確認試験（ポジティ
ブ）、充填試験区域

試験区域（無菌試験区
域）

微生物試験区域の空調・
換気システム

準備区域

洗浄室

無菌試験用アイソレー
ターの使用

培養機

オートクレーブ

オートクレーブでの殺菌

HEPA　システム　(バリ
デーションと保守)

1

1.2

1.3
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Area of operation
/items

監査項目 監査時、質問例 Reference

Testing materials シャーレ― 培地の種類？ MATERIALS

試験部材 培地 性能試験は実施済み？ EP 2.6.

増殖試験 シャーレの開放時間は何分か？　時間の決
定はどの様にしたか？

PI 012-1 It.11.3. 2.2.

標準菌 増殖試験は個々の培地バッチで実施か？

調整済み培地の出荷に関して契約がある
か？

出荷時に検査を実施か？　輸送条件が均一
であることの証明？

確認試験用の標準株の保管法は如何に？

在庫listは提示可能か？受領した標準株の確
認は？有効期限表示は？

Protective garments 準備 衣服の洗浄は？

防護服 使用性能 どの保護具を無菌試験で使用する？

その保護具は保護に適しているか？　保護
具の保管場所は適切の保管、指示がなされ
ているか？　教育訓練は終了しているか

どの標準品を微生物試験の標準として使用
しているか？

Microbiological
testing (product)

培養 培養限度期間は？　時間、温度は？培養期
間中に、どの頻度で観察するか？

微生物試験（製
品）

増殖試験 増殖試験記録は？　どの菌を用いるか？

陽性確認 分別培養は行われる？　どの様に管理？

陰性確認 増殖確認試験はどの頻度で実施？

バイオバーデン その頻度は妥当？

微生物の同定 ネガティブ試験は実施？ 文書化されてい
るか？

IPCとして限度が設定されているか？

最悪状況を文書化しているか？

どの様に確認する？VITEC systemを採用し
ているならば、検証されているか？

2.2

3.1

2.1
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Area of operation
/items

監査項目 監査時、質問例 Reference

Microbiological
testing
Environmental

どの様な試験でシステムをモニターしてい
るか？その頻度は？検証はどの様に？

PIC/S G. 1.3. ; Annex
15. It.43.

環境微生物試験 モニター試験はvalidationを含んでいるか？
認証の手順は文書化されているか？

PI 012-1, It.10.3

サンプルを採取場所は決められているか、
その場所は　ﾜｰｽﾄをどの様に判定？水設備
も含むか？文書化されているか？逸脱の起
きた場合の処方は？　検証されているか？

PI 012-1, It.10.4-10.5.

どの様なスワブ法を採用か？採集方法は？

培地は？　開放時間、方法、回収率はどの
様？

スタンプ試験の回収率は検証されている
か？　どの様に？

供給者は認定されているか？有効期限は特
定されているか？無菌試験（確認）は実施
済み？　培養、頻度は文書化？

微生物は同定される？殺菌用に噴霧後、サ
ンプリングまでの経過時間は？

微生物限度は定めてあるか？製品/原材料、
環境、区域ごとに

限度は検証されているか？どの様？

アラート・アクション　レベルは文書化さ
れているか？これらを超えた場合の手順は
文書化されているか？

凡例
PIC/S G. = PIC/S Guide to GMP; 
It. = item; 
IPCs= in process controls; 
EP= European Pharmacopeia 4thed. 2002;

3.2 構成システム

サンプリング場所

スワッブ法

定置解放法

接触法

微生物限度試験
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