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第 1 章 

厚生労働省の

組織 
 

 

厚生労働省は、中央省庁の再編成により2001

年1月6日に旧厚生省と旧労働省が統合し、設置

された行政機関である。従来の旧厚生省は行政

機関として1938年に設置され、社会福祉、社会

保障及び公衆衛生の向上及び増進を図ることを

任務としており、厚生労働省においてもその任

務はそのまま引き継がれた。 

厚生労働省の行政組織は本省と外局から構成

されている。本省には内部部局、審議会等、施

設等機関及び地方支分部局が設置されており、

内部部局には大臣官房と11の局並びに人材開発

統括官及び政策統括官が、審議会等には社会保

障審議会、薬事・食品衛生審議会等が、施設等

機関には国立医薬品食品衛生研究所、国立感染

症研究所等が、地方支分部局には地方厚生局及

び都道府県労働局が置かれている。外局には中

央労働委員会が設置されている（図1 厚生労働

省の組織）。 

日本における薬務行政は厚生労働省の管轄で

ある（動物用医薬品については農林水産省が管

轄している）。「治験、承認審査、市販後の安

全対策」（許認可と取り締まり）機能は医薬・

生活衛生局が、「研究開発振興及び生産・流通

対策並びに薬価関係」（企業の方向付け）機能

は医政局がもつ。1997年7月1日には、承認審査

の充実のために、国立医薬品食品衛生研究所内

に医薬品医療機器審査センター（以下、審査セ

ンターと略す）を設置し医薬品等の審査業務を

専門的に行う体制とした。その際、審査と並行

して申請データの信頼性確認のため、医薬品副

作用被害救済・研究振興調査機構（以下、医薬

品機構と略す）にて申請資料の適合性調査を行

うこととした。医薬品機構においては、その他

に治験段階における治験計画に関する相談業務

も開始した。 

その後、2004年4月1日に上記の審査センタ

ー、医薬品機構及び医療機器センターの一部

（医療機器の審査業務）が統合され、新たに独

立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）

（以下、PMDAと略す）が設立され、医薬品及

び医療機器の治験段階での相談並びに承認審査

及び申請データの信頼性調査を一貫した体制で

行うこととなった。 

新体制下、厚生労働省 医薬・生活衛生局と

PMDAが連携し、治験から承認審査、市販後に

至る一貫した審査、安全対策等が多面的に行わ

れている（図2 医薬・生活衛生局、PMDAの組

織）。 

 

 

1．医薬・生活衛生局 

医薬・生活衛生局（生活衛生・食品安全部門

を除く）は、本省にある局の一つであり、医薬

品・医薬部外品・化粧品・医療機器及び再生医

療製品の有効性・安全性の確保対策や医療施設

における安全対策のほか、血液事業、麻薬･覚せ

い剤対策等、国民の生命・健康に直結する諸問

題を担っている。局長、大臣官房審議官（医薬

担当）及び5つの課で構成されており（図2 医

薬・生活衛生局、PMDAの組織）、各々の課は

次に掲げる事務をつかさどる。 

 

1.1 総務課  

① 医薬・生活衛生局の所掌事務に関する総合

調整に関すること。 

② 薬剤師に関すること。 
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③ PMDAの行う業務に関すること（医薬品審

査管理課、医療機器審査管理課、医薬安全

対策課及び監視指導・麻薬対策課の所掌に

属するものを除く）。 

④ 医薬・生活衛生局の所掌事務で他の所掌に

属しないものに関すること。 

 

・医薬品副作用被害対策室 

① PMDAの行う医薬品副作用被害救済制度及

び生物由来製品感染等被害救済制度の業務

に関すること。 

② 医薬品等による健康被害の対策に関するこ

と。 

 

・国際薬事規制室 

医薬・生活衛生局の所掌に属する国際関係事

務に関する総合調整に関すること。 

 

1.2 医薬品審査管理課  

① 医薬品等の生産に関する技術上の指導及び

監督に関すること。 

② 医薬品等の製造業の許可及び製造販売の承

認に関すること。 

③ 医薬品の再審査及び再評価に関すること。 

④ 日本薬局方に関すること。 

⑤ 医薬品等の基準に関すること。 

⑥ 希少疾病用医薬品の指定に関すること。 

⑦ PMDAの行う業務に関すること（製造販売

の承認に関すること等に限る）。 

 

1.3 医療機器審査管理課 

① 医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療

等製品の生産に関する技術上の指導及び監

督に関すること。 

② 再生医療等製品の製造業の許可並びに医療

機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録

並びに医療機器、体外診断用医薬品及び再

生医療等製品の製造販売の承認に関するこ

と。 

③ 再生医療等製品の再審査及び再評価に関す

ること。 

④ 医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績

に関する評価に関すること。 

⑤ 医療機器の販売業、貸与業及び修理業並び

に再生医療等製品の販売業に関すること

（医政局の所掌に属するものを除く。）。 

⑥ 医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療

等製品の基準に関すること。 

⑦ 希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医

療等製品の指定に関すること。 

⑧ PMDAの行う業務に関すること（医療機

器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品

に関することに限る。 

⑨ 医療機器その他衛生用品及び再生医療等製

品に関する産業標準の整備及び普及その他

の産業標準化に関すること。 

 

・化学物質安全対策室 

① 毒物及び劇物の取締りに関すること（監視

指導・麻薬対策課の所掌に属するものを除

く）。 

② 人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息

等に支障を及ぼすおそれのある化学物質に

対して環境衛生上の観点からする評価及び

製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に

関すること。 

③ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関す

ること。 

④ ダイオキシン類の耐容一日摂取量に関する

こと。 

 

1.4 医薬安全対策課 

① 医薬品、医療機器等の安全性の確保に関す

る企画及び立案に関すること。 
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② 医薬品、医療機器等の製造販売業の許可に

関すること。 

③ 医薬品、医療機器等の安全性の調査に関す

ること（医薬品審査管理課、医療機器審査

管理課の所掌に属するものを除く）。 

④ 生物由来製品及び特定医療機器の記録の作

成及び保存の事務に係る指導及び助言に関

すること。 

⑤ PMDAの行う業務に関すること（医薬品、

医療機器等の安全性の向上に関すること等

に限り、医薬品審査管理課、医療機器審査

管理課の所掌に属するものを除く）。 

 

1.5 監視指導・麻薬対策課  

① 不良な医薬品、医療機器等又は不正な表示

のされた医薬品、医療機器等の取締りに関

すること。 

② 医薬品、医療機器等の広告に関する指導監

督を行うこと。 

③ 医薬品、医療機器等の検査及び検定に関す

ること。 

④ 薬事監視員等に関すること。 

⑤ 麻薬、覚醒剤等に関する取締りに関するこ

と。 

⑥ 麻薬取締官及び麻薬取締員の職務に関する

こと。 

⑦ 麻薬、覚醒剤等に係る国際協力に関するこ

と。 

⑧ PMDAの行う業務に関すること（PMDAに

よる立入検査等の実施に関すること等に限

る）。 

 

1.6 血液対策課  

① 採血業の監督に関すること。 

② 献血の推進に関すること。 

③ 血液製剤の適正な使用の確保に関するこ

と。 

④ 血液製剤の安定的な供給の確保に関するこ

と。 

⑤ 生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善

及び調整に関すること（健康局の所掌に属

するものを除く。）。 

 

 

2．医政局  

近年の高齢化、疾病構造の変化、医療の質を

求める国民の声の高まり等に応え、21世紀にお

ける良質で効率的な医療供給体制の実現に向け

た政策の企画立案を行っている。 

医薬品に係る部門としては、経済課と研究開

発振興課があり、それぞれ次の事務をつかさど

る。 

 

2.1 経済課  

① 医薬品等の生産、流通及び消費の増進、改

善及び調整に関すること（医薬・生活衛生

局及び研究開発振興課の所掌に属するもの

を除く）。 

② 医薬品等の製造業等の発達、改善及び調整

に関すること（研究開発振興課の所掌に属

するものを除く）。 

③ 医薬品等の輸出入に関すること。 

④ 病院等における業務委託に関すること。 

⑤ 病院等の経営管理の改善に関する事業（国

及び地方公共団体以外の者が行うものに限

る）の指導に関すること。 

⑥ 衛生検査所に関すること。 

また、医療関連サービス室が置かれてお

り、次の事務をつかさどっている。 

 

・医療機器政策室 

① 医療機器その他衛生用品の生産、流通及び

消費の増進、改善及び調整に関すること

（医薬・生活衛生局及び研究開発振興課の

所掌に属するものを除く。）。 
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② 医療機器その他衛生用品の製造業、製造販

売業、販売業、賃貸業及び修理業の発達、

改善及び調整に関すること（研究開発振興

課の所掌に属するものを除く。）。 

③ 医療機器その他衛生用品の輸出入に関する

こと。 

④ 医療機器（医療用品、歯科材料及び衛生用

品を除く。）の配置及び使用に関すること

（指導課の所掌に属するものを除く。）。 

 

2.2 研究開発振興課  

① 医薬品等の研究及び開発に関すること（医

薬・生活衛生局の所掌に属するものを除

く）。 

② 薬用植物の栽培及び生産に関すること。 

③ 医薬品等の製造業等（研究及び開発に係る

部分に限る）の発達、改善及び調整に関す

ること。 

④ 医療機器（医療用品、歯科材料及び衛生用

品を除く）の配置及び使用に関すること

（医政局指導課の所掌に属するものを除

く）。 

⑤ 保健医療に関する情報の処理に係る体制の

整備に関すること。 

⑥ 医療技術の評価に関すること（他局の所掌

に属するものを除く）。 

 

・治験推進室 

薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第

二条第十六項に規定する治験の推進に関するこ

と。（医薬・生活衛生局の所掌に属するものを

除く。） 

 

 

3．国立医薬品食品衛生研究所  

1997年7月に旧国立衛生試験所が改称され、国

立医薬品食品衛生研究所となった。従来から行

っていた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機

器、食品、毒物及び劇物等の試験及び検査等の

業務に加え、当研究所内に審査センターが新設

され、当センターで医薬品、医薬部外品、化粧

品及び医療機器の製造及び輸入の承認並びに医

薬品及び医療機器の再審査及び再評価に必要な

審査を行うこととなった。その後、当センター

は2004年4月設立のPMDAに統合された。 

 

 

4．独立行政法人医薬品医療機器総

合機構 

本組織は、2001年12月に閣議決定された特殊

法人等整理合理化計画を受け、2002年12月に成

立した独立行政法人医薬品医療機器総合機構法

（以下、機構法と略す）により、国立医薬品食

品衛生研究所内に設置されていた審査センター

と、医薬品機構及び医療機器センターの一部が

統合された組織であり、2004年4月に設立され

た。本組織の設立により、治験前段階から承

認、市販後に至るまで一貫した指導・審査体制

が構築されることとなった。 

業務としては、健康被害救済、審査、安全対

策の三つを柱としている。 

PMDA組織は、図2のとおり、28部4室並びに

関西支部及び北陸支部で構成され、以下に記載

する業務をつかさどる。 

現在、PMDAでは第4期中期計画（2019年度～

2023年度）に基づき、例えば、新医薬品審査関

係では、「世界最速レベルの審査期間を堅持す

るとともに、業務の質の向上を図ること。」、

「先駆け審査指定制度、条件付き早期承認制度

の適切な運用及びレギュラトリーサイエンス戦

略相談等の充実を図ること。」及び「国内外の

ガイドラインに対応した適切な審査・相談を実

施すること。」等の目標を設定し業務を実施し

ている。 

 

1. 健康被害救済業務 
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・ 医薬品の副作用や生物由来製品を介した感

染等による疾病や障害等の健康被害を受け

た方に対する医療費、障害年金、遺族年金

等の給付 

・ スモン患者への健康管理手当等の給付、

HIV感染者、発症者への受託給付 

・ 保健福祉事業として医薬品による被害実態

調査や副作用被害の治療等に関する研究の

実施 

・ 「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝

固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者

を救済するための給付金の支給に関する特

別措置法」に基づく給付金の支給 

2. 審査関連業務  

・ 医薬品医療機器法に基づく医薬品や医療機

器等の承認審査 

・ 治験等に関する指導及び助言  

・ 承認申請や再審査・再評価の確認申請の添

付資料についてのGCP、GLP等の基準への

適合性の調査 

・ GMP、QMS等に基づく製造設備、工程、

品質管理の調査 

・ 医薬品医療機器法に基づく再審査・再評価

の確認 

3. 安全対策業務 

・ 医薬品や医療機器等の品質、有効性及び安

全性に関する情報の収集・解析及び情報提

供 

・ 消費者等からの医薬品及び医療機器につい

ての相談 

・ 医薬品や医療機器等の安全性向上のための

製造業者等への指導及び助言 

なお、審査関連・安全対策部門等の業務内容

については以下のとおり。 

 

4.1 審査業務部  

審査等業務に関する事務の調整、専門協議の

委員の委嘱、手数料の改定に関する業務等並び

に各種の製造販売承認申請書、届出書等の受付

及び管理に関する業務を行う。 

 

4.2 審査マネジメント部  

審査等業務に係る企画及び立案、治験計画書

や治験中副作用報告等の管理業務、新医薬品の

治験相談等の受付業務を行う。また、大学・研

究機関、ベンチャー企業を主な対象とした、医

薬品・医療機器等のレギュラトリーサイエンス

戦略相談を行う。なお、 日本薬局方の原案作成

に係る業務、その他の医薬品の基準に係る業務

並びにマスターファイルに係る業務及び一般的

名称（JAN）に係る業務も行う。 

 

4.3 新薬審査第一部  

新医薬品のうち、消化器官用薬、外皮用薬、

ホルモン剤、代謝性疾患用薬（糖尿病、骨粗鬆

症、痛風、先天性代謝異常等）の治験届及び副

作用の確認並びに承認、再審査及び再評価に必

要な審査を行う。 

 

4.4 新薬審査第二部  

新医薬品のうち、循環器官用剤、抗パーキン

ソン病薬、アルツハイマー病薬、泌尿生殖器

官・肛門用薬、医療用配合剤、放射性医薬品、

造影剤等の治験届及び副作用の確認並びに承

認、再審査及び再評価に必要な審査を行う。 

 

4.5 新薬審査第三部  

新医薬品のうち、中枢神経系用薬、末梢神経

系用薬、麻酔用薬、感覚器官用薬（炎症性疾患

に係るものを除く）、麻薬等の治験届及び副作

用の確認並びに承認、再審査及び再評価に必要

な審査を行う。 

 

4.6 新薬審査第四部  

新医薬品のうち、抗菌剤、抗ウイルス剤（エ

イズ医薬品分野を除く）、呼吸器官用薬、アレ

ルギー用薬、感覚器官用薬（炎症性疾患）、HIV
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感染症治療薬の治験届及び副作用の確認並びに

承認、再審査及び再評価に必要な審査を行う。 

 

4.7 新薬審査第五部  

新医薬品のうち、抗悪性腫瘍薬の治験届及び

副作用の確認並びに承認、再審査及び再評価に

必要な審査を行う。 

 

4.8 再生医療製品等審査部 

再生医療等製品（細胞組織加工製品及び遺伝

子治療用製品）の治験届及び不具合の確認並び

に承認、再審査及び再評価に必要な審査、カル

タヘナ法に基づく承認又は確認の事前審査、バ

イオ医薬品の品質に関する審査、並びにバイオ

シミラーの治験届及び副作用の確認並びに承認

に必要な審査を行う。 

 

4.9 ワクチン等審査部 

グロブリン、血液凝固因子製剤、感染症予防

ワクチン、抗毒素等の治験届及び副作用の確認

並びに承認、再審査及び再評価に必要な審査を

行う。 

 

4.10 一般薬等審査部 

要指導・一般用医薬品、医薬部外品、化粧品

の承認に必要な審査並びに輸出証明確認調査及

び品質再評価確認等を行う。 

 

4.11 ジェネリック医薬品等審査部 

ジェネリック医薬品等（医療用医薬品のう

ち、再審査期間中の新医薬品及び体外診断用医

薬品を除く医薬品）の承認に必要な審査並びに

輸出証明確認調査（体外診断用医薬品を除く）

及び品質再評価確認等を行う。 

 

4.12 信頼性保証部 

医薬品又は再生医療等製品の承認申請又は再

審査・再評価申請された品目について、承認申

請書に添付された資料（承認申請資料）の根拠

となる試験が、GLP、GCP、GPSP及び試験計

画書などに基づいて、倫理的、科学的に適切に

実施されているかどうか、また、「申請資料の

信頼性の基準」（以下「信頼性基準」とい

う。）に従って、試験結果に基づいて適切かつ

正確に作成されているかどうかを実地及び書面

による調査を行う。また、GLP試験実施施設の

適合認定を行う。 

 

4.13 医療機器審査第一部 

医療機器のうち、ロボット・ＩＣＴ・その他領 

域、眼科・耳鼻科領域及び心肺循環器領域の

承認に必要な審査等を行う。 

 

4.14 医療機器審査第二部 

医療機器のうち、精神・神経・呼吸器・脳・

血管領域、消化器・生殖器領域、歯科口腔領域

及び整形・形成領域の承認に必要な審査等を行

う。 

 

4.15 医療機器調査・基準部 

医療機器に係る承認申請、再審査、再評価及

び使用成績評価に係る資料の根拠となる資料

GLP、GCP及びGPSP並びに「申請資料の信頼

性の基準」への適合性に関する調査業務を行

う。また、医療機器の認証・承認基準等の調査

業務、ISO/IEC規格等の国際標準獲得支援業務、

医療機器原材料に関する原薬等登録原簿（マス

ターファイル）の管理業務、及び登録認証機関

の登録に必要な基準への適合性に関する調査等

業務を行う。 

 

4.16 体外診断薬審査室 

体外診断用医薬品の承認に必要な審査等を行

う。 

 

4.17 医療機器品質管理・安全対策部 

QMS等の適合性の調査、医療機器等の製造所

等に対する立入検査等及びQMSの簡易相談に関

する業務等を行う。また、医療機器及び体外診

断用医薬品に関する安全対策業務等を行う。 
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4.18 医薬品品質管理部 

GMP及びGCTP等の適合性調査に関する業務

等を行う。 

 

4.19 安全性情報・企画管理部 

安全対策等拠出金に関する業務、副作用報告

の受付、整理及び当該整理の結果の公表に関す

る業務並びに医薬品・医療機器等の品質、有効

性及び安全性の向上に係る情報提供に関する業

務等を行う。 

 

4.20 医薬品安全対策第一部 

新薬審査第一部、新薬審査第二部及び新薬審

査第三部の所管する分野の医薬品（後発医薬品

及びOTCを含む）並びに医薬部外品、化粧品に

関する安全対策業務を行う。 

 

4.21 医薬品安全対策第二部 

新薬審査第四部、新薬審査第五部及びワクチ

ン等審査部の所管する分野の医薬品（後発医薬

品及びOTCを含む）並びに再生医療等製品に関

する安全対策業務を行う。 

 

4.22 国際部  

国際業務に係る企画及び立案並びにこれらに

伴う調査及び調整、国際会議・国際機関並びに

外国の行政機関及び団体に係る事務の調整、海

外情報の収集及び分析・海外に対する広報に関

する業務を行う。 

 

4.23 国際協力室 

アジア医薬品・医療機器トレーニングセンタ

ーが行う業務の企画及び立案並びにこれらに伴

う調査及び調整に関する業務等を行う。 

 

4.24 次世代評価手法推進部 

申請に係る各種データの利用に関する情報の

収集、企画、立案、申請に係る各種データの利

用による医薬品・医療機器等の品質、有効性及

び安全性に関する情報の調査及び分析等に関す

る業務を行う。また、申請に係る各種データの

閲覧及び解析に係る教育・研修の立案等を行

う。 

 

4.25 医療情報活用部 

薬剤疫学の手法その他の科学的な手法を用い

た医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全

性に関する情報の調査及び分析に関する業務及

びMID－NET®の運営、管理等に関する業務等を

行う。 

 

4.26 関西支部 

関西地区におけるレギュラトリーサイエンス

戦略相談及びGMP・QMS調査等を行う。 

 

4.27 北陸支部 

富山県を拠点とする医薬品の製造所におい

て、アジア医薬品・医療機器トレーニングセン

ターが行うGMP調査に関する研修等を行う。 

 

 

5．国立研究開発法人 医薬基盤・健

康・栄養研究所 

基盤的研究、生物資源研究及び研究開発振興

の業務を一体化することにより、相まって医薬

品等の研究開発に大いに資することができるも

のとの考えから、2004年の第159回通常国会に

おいて独立行政法人医薬基盤研究所法が成立

し、同年公布された同法に基づき、2005年4月に

設立された。 

従来PMDAで行われていた研究振興業務及び

希少疾病用医薬品等開発振興業務については当

研究所にその業務が移管された。 
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6．国立研究開発法人 日本医療研究

開発機構（Japan Agency for 

Medical Research and 

Development：AMED） 

医療分野の研究開発における基礎から実用化

までの一貫した研究開発の推進・成果の円滑な

実用化及び医療分野の研究開発のための環境の

整備を総合的かつ効果的に行うため、2015年4月

1日に設立された。 

大学や研究機関などが行う研究を支援し、研

究開発やそのための環境の整備に取り組む。 

 

 

7．薬事・食品衛生審議会  

厚生労働大臣の諮問に応えて、法令に定めら

れた事項を調査・審議する薬事・食品衛生審議

会が設置されている（図3 薬事・食品衛生審議

会（薬事分科会）の組織）。本審議会は、中央

薬事審議会と食品衛生調査会が中央省庁再編に

より統合したものである。同審議会のもとに

は、薬事分科会と食品衛生分科会の2つがあり、

食品衛生分科会が食品衛生法に関することを所

掌し、薬事法その他の法律を薬事分科会が所掌

する。 

委員は医学、薬学等を専門分野１）とする学

識経験者から構成されている。 

各部会の開催頻度は各々異なるが、例えば、

新医薬品等を審議する医薬品第一部会２）及び

医薬品第二部会２）はそれぞれ年8回程度、要指

導・一般用医薬品部会３）は必要に応じて適宜

開催４）される。新医薬品等はその後、年4回開

催される薬事分科会５）で審議（報告）され、

承認６）される。 

注1）看護学、生活科学、応用生物化学、数理

統計学、法学及び経済学 

注2）医薬品第二部会では抗菌剤、化学療法

剤、抗悪性腫瘍剤、血液製剤及び生物学

的製剤について審議され、それ以外の薬

効群については、医薬品第一部会で審議

される。 

注3）要指導・一般用医薬品部会では、要指

導・一般用医薬品として申請された既承

認の要指導・一般用医薬品と有効成分、

分量、用法、効能、効果等が明らかに異

なるものが審議される。 

注4）原則として、医薬品第一・第二部会は

1、2、4、5、7、8、10、11月に開催 

注5）原則として、薬事分科会は3、6、9、12

月に開催 

注6）最近の承認品目は付録及び医薬品情報提

供ホームページを参照 

（http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-

reviews/review-information/p-

drugs/0010.html） 

 

 

8．国立感染症研究所  

1997年4月に、国立予防衛生研究所が改称され

国立感染症研究所となった。研究所で行われて

いる業務は、感染症に関わる基礎・応用研究、

感染症のレファレンス業務とサーベイランス業

務、感染症情報の収集・解析・提供、生物学的

製剤、抗生物質等の品質管理に関する研究、国

家検定・検査、国際協力関係業務等である。 

 

・感染症情報センター 

1997年4月に設置され、感染症等に関する調査

研究、情報収集・提供の拠点となっている。 

 

・エイズ研究センター 

1988年4月に設置され、HIVの基礎開発及び予

防・治療に関する研究等を行っている。 

 

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/p-drugs/0010.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/p-drugs/0010.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/p-drugs/0010.html
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厚生労働省 

   

     
   

         

本省         

   大臣官房       
   
          

   
医政局  審議会等  施設等機関  地方支分部局 

   

          

   
健康局  • 薬事・食品衛生

審議会 

• 社会保障審議会 

• 中央社会保険医

療協議会 

 等 

 • 国立医薬品食

品衛生研究所 

• 国立感染症研

究所 

• 国立社会保

障・人口問題

研究所 

 等 

 
• 地方厚生局 

 等    

        

   医薬・生活衛

生局 
 

   

      

        

   
労働基準局 

     

        

          

   
職業安定局 

      

         

          

   
雇用環境・均等局 

     

        

 
 

   
 
 
 

 
 

    

   子ども家庭局      
        

         

   
社会・援護局 

     

        

                 

   老健局 
     

        

         

   保険局       
   
          

   年金局       
   

     

図 1  厚生労働省の組織 

   人材開発統括官  
    

     

   政策統括官  
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医薬・生活衛生局 

（食品安全部を除く） 
 

独立行政法人  

医薬品医療機器総合機構（PMDA） 

        
  総務課     監査室  
    
        
  医薬品審査管理課     健康被害救済部 

総務部 

財務管理部 

経営企画部 

 

 
 

       
  医療機器審査管理課      
   
       
  医薬安全対策課      
  
        
  監視指導・麻薬対策課     審査業務部 

審査マネジメント部 

新薬審査第一部 

新薬審査第二部 

新薬審査第三部 

新薬審査第四部 

新薬審査第五部 

再生医療製品等審査部 

ワクチン等審査部 

一般薬等審査部 

ジェネリック医薬品等審査部 

信頼性保証部 

医療機器審査第一部 

医療機器審査第二部 

医療機器調査・基準部 

体外診断薬審査室 

 
   
        
  血液対策課      
    
       
        
   
        
        
  
  

 

 

 

  

 

  
  

  

 

   
 

       
  

       

       
  

       

        

 

    
医療機器品質管理・安全対策部 

医薬品品質管理部 

安全性情報・企画管理部 

医薬品安全対策第一部 

医薬品安全対策第二部 

国際部 

国際協力室 

研究支援・推進部 

次世代評価手法推進部 

医療情報活用部 

情報化統括推進室 

関西支部 

北陸支部 

 
   

 

 

        

 

図 2  医薬・生活衛生局、PMDAの組織 
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日本薬局方部会    

    

副作用・感染等被害判定第一部会   ・HPVワクチン副反応被害判定調査会 
  

    

副作用・感染等被害判定第二部会   ・生物由来製品感染等被害判定調査会 
  

    

医薬品第一部会    

    

医薬品第二部会    

    

血液事業部会 

  ・安全技術調査会 

・適正使用調査会 

・献血推進調査会   

    

医療機器・体外診断薬部会    

    

医薬品再評価部会    

    

再生医療等製品・生物由来技術部会   ・動物用組換えDNA技術応用医薬品調査会 
  

    

要指導・一般用医薬品部会    

    

化粧品・医薬部外品部会    

    

医薬品等安全対策部会   ・安全対策調査会 
  

    

医療機器・再生医療等製品安全対策部会   ・安全対策調査会 
  

    

指定薬物部会    

    

毒物劇物部会 
  ・取扱技術基準等調査会 

・毒物劇物調査会   

    

化学物質安全対策部会 

  ・化学物質調査会 

・PRTR対象物質調査会 

・家庭用品安全対策調査会 
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動物用医薬品等部会 

  ・動物用生物学的製剤調査会 

・動物用抗菌性物質製剤調査会 

・動物用一般用医薬品調査会 

・動物用医薬品再評価調査会 

・動物用医薬品残留問題調査会 

・水産用医薬品調査会 

  

  

  

  

  

 

図 3  薬事・食品衛生審議会（薬事分科会）の組織 
（17 部会 19 調査会） 
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第 2 章 

薬事関係法規

と規制 
 

 

1．薬事関係法規 

日本の薬務行政は 1) 医薬品医療機器法、2) 

機構法、3) 安全な血液製剤の安定供給の確保等

に関する法律、4) 毒物及び劇物取締法、5) 麻薬

及び向精神薬取締法、6) 大麻取締法、7) あへん

法、8) 覚せい剤取締法等の関係法規に基づいて

運営されている。 

これらの法律の施行及び運営に当たっての細

則は、「医薬品医療機器法施行令」、「医薬品

医療機器法施行規則」等の政・省令や告示、並

びに所轄の局長又は課長が発する「行政通知」

に示される。 

 

 

2．医薬品医療機器法 

医薬品医療機器法は医薬品、医薬部外品、化

粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有

効性及び安全性の確保並びにこれらの使用によ

る保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のた

めに必要な規制を行うとともに、医療上特に必

要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製

品の研究開発の促進に必要な措置を講ずること

により、保健衛生の向上を図ることを目的とし

ている。 

日本の薬事に関する近代的な法制の起源は、

1889年に公布された「薬品営業並びに薬品取扱

規則」に遡るが、「薬事法」としては1943年に

初めて制定公布され、その後1948年と1960年

（法第145号）に全面改正された。1979年には

新医薬品の再審査終了医薬品の再評価、治験計

画の届出、治験依頼の遵守基準等、1983年には

外国製造業者の直接製造承認申請、製造（輸

入）承認の承継等、1993年には希少疾病医薬品

等の研究開発の促進及びそれらについての優先

審査に係る改正が行われている。 

2002年には、バイオ・ゲノムの世紀に対応し

た安全確保対策の充実、市販後安全対策の充実

と、承認・許可制度の見直し（企業の安全対策

責任の明確化と国際整合性を踏まえた製造承認

制度の見直し）、医療機器に係る安全対策の抜

本的な見直しが求められ、改正薬事法が公布さ

れた（2002年7月31日付法第96号）。生物由来

製品の安全確保対策の強化に関しては2003年7月

30日に施行され、製造販売承認制度、製造販売

業と製造業の規制及び医療機器に関する規制等

は2005年4月1日に施行された。 

その後、2006年6月には一般用医薬品の販売制

度見直し、違法ドラッグ取締強化等を目的とし

た「薬事法の一部を改正する法律」（2006年6月

14日付法第69号）が公布され、2009年6月1日か

ら施行された。この改正薬事法では、一般用医

薬品をリスクの程度に応じて分類（第一類：特

にリスクが高いもの、第二類：リスクが比較的

高いもの、第三類：リスクが比較的低いもの）

し、分類ごとに情報提供と相談体制が整備され

た。 

2013年には、安全対策強化、並びに医療機器

及び再生医療等製品の特性を踏まえた規制構築

を目的とした「薬事法の一部を改正する法律」

（2013年11月27日付法第84号）が公布され、

2014年11月25日から施行された。また、一般用

医薬品のネット販売ルールの明確化、指定薬物

の規制強化を目的とした「薬事法及び薬剤師法

の一部を改正する法律」（2013年12月13日付法

第103号）も同年公布され、2014年6月12日に施

行された（指定薬物の規制強化については、

2014年4月1日に施行）。 
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2014年11月25日施行の薬事法改正によって、

医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する

規制が各々章分けされ、構成の全面的な見直し

が図られるとともに、「薬事法」の名称が「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（医薬品医療機器法）」に

改称された。 

改正後の医薬品医療機器法は次の17章91条で

構成されている。 

第一章： 総則（第1条-第2条） 

第二章： 地方薬事審議会（第3条）   

第三章： 薬局（第4条-第11条） 

第四章： 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製

造販売業及び製造業（第12条-第23条） 

第五章：医療機器及び体外診断用医薬品の製

造販売業及び製造業等 

第1節：医療機器及び体外診断用医薬品の製

造販売業及び製造業（第23条の2-第23

条の2の22） 

第2節：登録認証機関（第23条の2の23-第23

条の19） 

第六章：再生医療等製品の製造販売業及び製

造業（第23条の20-第23条の42） 

第七章： 医薬品、医療機器及び再生医療等製

品の販売業等 

第1節：医薬品の販売業（第24条-第38条） 

第2節：医療機器の販売業、貸与業及び修理

業（第39条-第40条の4） 

第3節：再生医療等製品の販売業（第40の5-

第40条の7） 

第八章： 医薬品等の基準及び検定（第41条-

第43条） 

第九章： 医薬品等の取扱い 

第1節：毒薬及び劇薬の取扱い（第44条-第

48条） 

第2節：医薬品の取扱い（第49条-第58条） 

第3節：医薬部外品の取扱い（第59条・第60

条） 

第4節：化粧品の取扱い（第61条・第62条） 

第5節：医療機器の取扱い（第63条-第65

条） 

第6節：再生医療等製品の取扱い（第65条の

2-第65条の6） 

第十章： 医薬品等の広告（第66条-第68条） 

第十一章：医薬品等の安全対策：（第68条の

2-第68条の15） 

第十二章：生物由来製品の特例（第68条の16-

第68条の25） 

第十三章： 監督（第69条-第76条の3） 

第十四章： 指定薬物の取扱い（第76条の4-第

77条） 

第十五章： 希少疾病用医薬品、希少疾病用医

療機器及び希少疾病用再生医療等製品の指

定等（第77条の2-第77条の7） 

第十六章：雑則（第78条-第83条の5） 

第十七章：罰則（第83条の6-第91条） 

 

 

3．規制の概要 

医薬品、医療機器等の開発、製造、輸入、販

売及びその適正使用に当たっては、医薬品医療

機器法や政・省令等により種々の規制を受けて

いるが、以下医薬品を中心に規制の主なものに

ついてその概要を述べる。 

 

3.1 医薬品とは（医薬品の定義） 

医薬品医療機器法による規制対象となる医薬

品とは、法第2条第1項に次のように規定されて

いる。 

「医薬品」とは次に掲げるものをいう。 

① 日本薬局方に収められている物  

② 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に

使用されることが目的とされている物であ

って、機械器具（歯科材料、医療用品、衛

生用品並びにプログラムを含む）でないも
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の（医薬部外品及び再生医療等製品を除

く） 

③ 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を

及ぼすことが目的とされている物であっ

て、機械器具でないもの（医薬部外品、化

粧品及び再生医療等製品を除く） 

 

3.2 医薬品の分類 

医薬品は、医薬品医療機器法等の行政上の取

扱いにより、次のように分類することができ

る。 

1) 使用・供給形態による分類 

① 薬局医薬品（法第4条） 

要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬

品。この中には、医療用医薬品（医師若し

くは歯科医師によって使用され、又はこれ

らの者の処方箋によって使用されることを

目的として供給される医薬品）が含まれ

る。 

② 要指導医薬品（法第4条） 

その効能効果において人体に対する作用が

著しくないものであって、薬剤師等からの

情報に基づく需要者の選択により使用され

るものであり、かつ、その適正な使用のた

めに薬剤師による対面販売が義務付けられ

たもの。劇薬及びスイッチ直後品目が該当

する。2014年6月12日施行の薬事法改正に

より新設された（2013年12月13日付法第

103号）。 

③ 一般用医薬品（法第4条） 

その効能及び効果において人体に対する作

用が著しくないものであって、薬剤師等か

らの情報に基づく需要者の選択により使用

されるもの。薬局医薬品及び要指導医薬品

以外の医薬品である。そのリスクの程度に

応じて第一類医薬品（特にリスクが高

い）、第二類医薬品（リスクが比較的高

い）及び第三類医薬品（リスクが比較的低

い）に分類される。また、2014年6月12日

施行の薬事法改正により、一般用医薬品

は、適切なルールの下、全てネット販売が

可能となった。 

2) 安全性面等からの取扱規制による分類 

医薬品の中には毒性の強いもの、副作用の

激しいもの、習慣性や依存性を生じやすいも

の等があり、医薬品医療機器法や覚せい剤取

締法等の関連する法律等で次のとおり分類さ

れ、規制されている（表1 主要規制医薬品分

類表）。 

① 毒薬（法第44条） 

② 劇薬（法第44条） 

③ 処方箋医薬品（法第49条） 

④ 習慣性医薬品（法第50条） 

⑤ 特定疾病用の医薬品（法第67条） 

⑥ 麻薬（麻薬及び向精神薬取締法） 

⑦ 向精神薬（麻薬及び向精神薬取締法） 

⑧ あへん（あへん法） 

⑨ 大麻（大麻取締法） 

⑩ 覚せい剤（覚せい剤取締法）   

3) 生物由来製品及び特定生物由来製品 

2002年7月31日付医薬発第0731011号によ

り、バイオ、ゲノム等の様々な科学技術に対

応した安全確保対策の充実の観点から生物由

来製品の規制上の定義と感染リスクに応じた

分類が以下のように通知された。  

① 生物由来製品 

人その他の生物（植物を除く）に由来する

ものを原料又は材料として製造される医薬

品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のう

ち、保健衛生上特別の注意を要するもの。  

② 特定生物由来製品 

生物由来製品のうち、販売し、賃貸し、又

は授与した後において当該製品による保健衛

生上の危害の発生又は拡大を防止するための

措置を講ずることが必要なもの。  

2003年厚生労働省告示209号により厚生労

働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物
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由来製品が具体的に示され、2003年7月30日

から施行された（2003年5月20日付医薬発第

0520001号）。 

生物由来製品及び特定生物由来製品の医薬

品医療機器法での規定に伴い、2003年5月15

日付医薬発第0515017号、2003年5月20日付医

薬発第0520004号等では、「生物由来製品製

造管理者及び生物由来製品輸入販売管理

者」、「直接の容器又は直接の被包への表示

事項」、「添付文書への記載事項（2003年5月

15日付医薬発第0515005号）」、「感染症定

期報告制度（2003年5月15日付医薬発第

0515008号）」、「記録及び保存」、「記録

及び保存の事務委託」、「情報提供」及び

「製造管理及び品質管理」等が通知された。  

4) 再生医療等製品  

医薬品医療機器法にて、「医薬品」や「医

療機器」とは別に新たに定義された。具体的

には、人の細胞に培養等の加工を施したもの

であって、①身体の構造・機能の再建・修

復・形成や、②疾病の治療・予防を目的とし

て使用するもの、又は遺伝子治療を目的とし

て、人の細胞に導入して使用するものであ

る。 

ヒトの自己由来の細胞・組織加工医薬品等

の品質及び安全性の確保のための基本的な技

術要件については、2008年2月8日に「ヒト

（自己）由来細胞や組織を加工した医薬品又

は医療機器の品質及び安全性の確保につい

て」（薬食発第0208003号）が発出され、同

年3月27日には「ヒト（自己）由来細胞・組織

加工医薬品等の製造管理・品質管理の考え方

について」（薬食監麻発第0327027号）が通

知された。ヒトの同種由来の細胞・組織加工

医薬品等の品質及び安全性の確保のための基

本的な技術要件についても、2008年9月12日

に「ヒト（同種）由来細胞や組織を加工した

医薬品又は医療機器の品質及び安全性の確保

について」（薬食発第0912006号）が発出さ

れている。加えて、ヒト（自己）体性幹細

胞、ヒト（同種）体性幹細胞、ヒト（自己）

iPS（様）細胞、ヒト（同種）iPS（様）細

胞、ヒトES細胞の品質及び安全性の確保のた

めの基本的な技術要件についても、2012年9月

7日にそれぞれ発出された（薬食発0907-(2)～

(6)）。 

遺伝子治療用製品等については、2019年7月

9日に「遺伝子治療用製品等の品質及び安全性

の確保について」（薬生機審発0709-(2)）が発

出されている。 

 

 

3.3 製造販売業の許可 

医薬品、医療機器及び再生医療等製品等の製

造販売を業として行うには、都道府県知事から

それらの種類に応じた製造販売業の許可の取得

が必要である。 

製造販売業の許可には次の9種類がある。 

① 第1種医薬品製造販売業許可：処方箋医薬

品の製造販売（法第12条） 

② 第2種医薬品製造販売業許可：処方箋医薬

品以外の医薬品の製造販売（法第12条） 

③ 医薬部外品製造販売業許可：医薬部外品の

製造販売（法第12条） 

④ 化粧品製造販売業許可：化粧品の製造販売

（法第12条） 

⑤ 第1種医療機器製造販売業許可：高度管理

医療機器の製造販売（法第23条の2） 

⑥ 第2種医療機器製造販売業許可：管理医療

機器の製造販売（法第23条の2） 

⑦ 第3種医療機器製造販売業許可：一般医療

機器の製造販売（法第23条の2） 

⑧ 体外診断用医薬品製造販売業許可：体外診

断用医薬品の製造販売（法第23条の2） 

⑨ 再生医療等製品製造販売業許可：再生医療

等製品の製造販売（法第23条の20） 

医薬品の製造販売業は、薬剤師である医薬品

等総括製造販売責任者を設置し、品質管理の基
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準（GQP基準）及び製造販売後安全管理の基準

（GVP基準）を遵守することが許可要件であ

る。 

なお、医療機器の製造販売業は、医療機器等

総括製造販売責任者を設置し、製造管理又は品

質管理の体制（QMS体制）の基準及び製造販売

後安全管理の基準（GVP基準）を遵守すること

が、再生医療等製品の製造販売業は、総括製造

販売責任者を設置し、品質管理の基準（GQP基

準）及び製造販売後安全管理の基準（GVP基

準）を遵守することが許可要件である。 

製造販売業許可の有効期間は5年間である。 

医薬品等総括製造販売責任者、GQP担当であ

る品質保証部門の責任者である品質保証責任

者、及びGVP担当である安全管理統括部門の責

任者である安全管理責任者の3者は「製造販売三

役」と呼ばれ、製造販売体制の中心を担う立場

である。製造販売業者に対しては、三役の適切

な業務実施が求められており、医薬品等総括製

造販売責任者の職位・要件、三役の指揮命令・

役割や権限の明確化と社内周知・業務遂行に必

要な人的資源の確保、並びに品質管理業務及び

安全確保業務等に関する事項が留意事項として

通知された（2017年6月26日付薬生発0626-

(3)）。 

 

3.4 製造業の許可及び外国製造業者の認定 

(1) 製造業の許可 

医薬品、医薬部外品、又は化粧品を業として

製造するためには、製造所ごとに厚生労働省令

で定める区分に応じた構造設備の基準である薬

局等構造設備規則に適合することが求められ、

区分ごとに製造業の許可を取得しなければなら

ない。医薬品の製造業の許可の区分は、次の5種

類である。 

① 生物学的製剤等区分 

② 放射性医薬品区分 

③ 無菌医薬品区分 

④ 一般区分 

⑤ 包装・表示・保管区分 

製造業許可の有効期間は5年間である。 

再生医療等製品を業として製造する場合も同

様に、製造所ごとに薬局等構造設備規則に適合

し、再生医療等製品の製造業の許可を取得しな

ければならない。 

なお、2014年11月の改正法施行により、医療

機器及び体外診断用医薬品の製造業について

は、許可制から登録制に移行され、製造所ごと

に製造業の登録を受ける必要がある。 

 

(2) 外国製造業者の認定 

外国において日本に輸出される医薬品、医薬

部外品、又は化粧品を製造しようとする者（外

国製造業者）は、厚生労働大臣の認定を受けな

ければならない。認定の基準及びその区分は、

国内製造業者に対する製造業許可の基準と同様

である。再生医療等製品を外国において製造す

る場合も同様に、再生医療等製品の外国製造業

者認定を受けなければならない。 

外国製造業者認定の有効期間は5年間である。

認定更新申請は、有効期間が終了する5ヵ月前ま

でに提出する必要がある（2016年3月29日付審

査管理課事務連絡）。PMDAのHPに「認定・登

録外国製造業者リスト」があり、有効期間が終

了する日の5ヵ月前を過ぎても更新の申請書が提

出されていない外国製造業者は黄色で色づけさ

れている。 

https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-

reviews/foreign-mfr/0003.html 

 

なお、2014年11月の改正法施行により、医療

機器及び体外診断用医薬品の外国の製造業につ

いても、認定制から登録制に移行され、製造所

ごとに製造業の登録を受ける必要がある。 

 

外国製造業者認定の手続きについては、「外

国製造業者認定に関する質疑応答集（Q&A）に

ついて」（2006年2月14日付審査管理課事務連

https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/foreign-mfr/0003.html
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/foreign-mfr/0003.html
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絡）等に以下のように記載されている。また、

PMDAのHPを参照されたい。 

日本語HP： 

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-

reviews/foreign-mfr/0010.html 

英語HP： 

http://www.pmda.go.jp/english/review-

services/reviews/foreign-mfr/0001.html 

1) 外国製造業者認定の申請者とその代行者 

・ 申請者が法人である場合はその代表者（代

表権のある役員）が申請を行う。 

・ 申請の代行を行う製造販売業者等の代行者

は、外国製造業者の法人格、名称、所在

地、代表者を確認のうえ申請する。申請書

の備考欄に代行者の名称、連絡先を記載す

る。更に、代行者として関係製造販売業者

（当該外国認定申請者の製造する医薬品等

の製造販売業者）が申請する場合は「関係

製造販売業者による代行」と明記する。な

お、代行する場合は原則として関係製造販

売業者が代行することとされているが、そ

の他代行可能な場合について通知が発出さ

れている（2010年10月8日付薬食審査発

1008-(1)）。 

2) 外国製造業者認定申請の時期 

 製造販売承認申請時までに申請する。認定

を取得していない場合は製造販売承認申請

書に「申請中」の旨を記載する。（認定を

取得しなければ製造販売承認は取得できな

い。） 

3) 外国製造業者認定に必要な製造所の構造設

備の概要と添付資料 

・ 製造所の構造設備の概要は国内の製造業許

可に対応したものであり、構造設備の概要

一覧表も必要である。 

・ 添付資料の言語については、特別な事情に

より邦文で記載することができない場合に

は外国語を用いることが認められている

が、その場合は邦文訳の添付が必要であ

り、英語以外の場合は翻訳を行った者の証

明を付記する。 

・ 法人の場合は業務を行う役員について、心

身障害又は、麻薬、大麻、あへん若しくは

覚醒剤の中毒者に該当しないことを疎明す

る書類を提出する（施行規則第35条2

項）。 

4) 外国製造業者認定の実地調査 

 同時期にGMP適合性調査が行われる場合

は、原則、GMP適合性調査時に認定要件で

ある構造設備についての確認が実施され

る。 

 

3.5 製造販売承認 

医薬品の製造販売を行うには、医薬品の品

質、有効性及び安全性に関する所要の審査を行

ったうえで、事前に厚生労働大臣（承認基準が

制定されている一般用医薬品等については都道

府県知事）から品目毎に製造販売承認を受けな

ければならない。 

2005年4月施行の改正薬事法では承認許可制度

が見直され、製造（輸入）承認は製造販売承認

へ移行した。品目（追加）許可は廃止され、品

目ごとのGMP基準への適合が製造販売承認要件

になった。 

製造販売承認は、製造販売業者に対して、製

造販売しようとする品目が医薬品として適切か

否かの審査が行われ、その品目を製造する製造

所においてGMP基準への適合が確認された上で

与えられる。 

承認書に規定される承認事項は次のとおりで

ある。販売名以外の承認事項を変更する場合

は、一変承認申請あるいは軽微変更届の提出を

行わなければならない。 

販売名 

成分及び分量又は本質 

製造方法 

用法及び用量 

効能又は効果 

貯蔵方法及び有効期間 

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/foreign-mfr/0010.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/foreign-mfr/0010.html
http://www.pmda.go.jp/english/review-services/reviews/foreign-mfr/0001.html
http://www.pmda.go.jp/english/review-services/reviews/foreign-mfr/0001.html
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規格及び試験方法 

製造販売する品目の製造所 

原薬の製造所 

 

3.6 GMP 

製造業許可又は外国製造業者認定を有する製

造所において、製造品目に必要な構造設備及び

製造品目ごとの製造管理及び品質管理の基準で

あるGMP基準に適合することが、当該製造品目

の製造販売承認要件である（第3章を参照）。 

治験薬に関しては、早期探索的段階を含め、

治験の特性を考慮し、治験の各段階に応じた治

験薬の品質保証が可能となるよう2008年7月9日

に治験薬GMPが改定された（薬食発第0709002

号）。その後治験薬GMPに関するQ&A集も出さ

れている（2009年7月2日付監視指導・麻薬対策

課 事務連絡）。 

また、GMP調査の国際整合性の一層の確保等

の観点から、厚生労働省、PMDA及び都道府県

から医薬品査察協定及び医薬品査察協同スキー

ム（以下「PIC/S」という）への加盟申請が

2012年3月に提出され、2014年7月1日から加盟

した。2013年8月にはPIC/Sの基準を満たすよう

にGMP施行通知が改正されている。（2013年8

月30日付薬食監麻発0830-(1)）。 

 

3.7 原薬等登録原簿（マスターファイル：MF） 

2005年4月施行の改正薬事法により、従前必要

であった原薬の承認は不要となり、製剤の製造

販売承認書に、原薬の品質・製造方法等に関す

る情報も記載することとなった。MF制度は、原

薬等の製造業者の知的財産を製造販売業者等か

ら保護するとともに、審査事務の効率化を図る

制度である。原薬製造業者等（MF登録者）が、

製品中で使用される原薬等の品質・製造方法等

に係るデータを審査当局にMFとして登録するこ

とにより、MF登録者以外の申請者が承認審査に

おいてそのデータを引用することができる

（2014年11月17日付薬食審査発1117-(3)・薬食

機参発1117-(1)）。なお、MF登録は任意であ

る。 

MF登録をすることができる対象は、原薬及び

中間体、添加物等であるが、再生医療等製品原

材料（細胞、培地、培地添加物、細胞加工用資

材等）も登録対象である。 

海外の原薬等製造業者がMF登録申請する場

合、国内において当該登録者の事務を行う原薬

等国内管理人（MF国内管理人）を選任する必要

がある。MF登録者と製造販売業者あるいは国内

当局とのコンタクトは、MF国内管理人を通じて

行われる。 

MFの登録内容を変更する場合は、MF変更登

録申請又はMF軽微変更届の提出を行う。 

MF変更登録申請を行う時には、合わせて製造

販売承認取得者がその変更内容により一部変更

承認申請又は軽微変更届の提出を行う必要があ

るが、MF軽微変更届の提出を行う時は、承認書

の変更手続は不要である。いずれの場合も、MF

登録者は、MF国内管理人を通じて製造販売業者

に対して事前に通知し、情報伝達を行う必要が

ある。 

MF登録情報は、PMDAのHPにて公示されている

（http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-

reviews/master-files/0008.html）。 

 

3.8 医薬品販売業の許可 

業として医薬品の販売、授与を行うには、都

道府県知事等の許可が必要である。2009年6月1

日施行の薬事法改正（2006年6月14日付法第69

号）により、医薬品販売業の許可は下記の3種類

に分類された。 

① 店舗販売業：要指導医薬品又は一般用医薬

品を、店舗において販売し、又は授与する

業務 

② 配置販売業：一般用医薬品を、配置により

販売し、又は授与する業務 

③ 卸売販売業：医薬品を、薬局開設者、医薬

品の製造販売業者、製造業者若しくは販売

業者又は病院、診療所その他厚生労働省令

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/master-files/0008.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/master-files/0008.html
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で定める者に対し、販売し、又は授与する

業務 

販売業許可の有効期間は6年間である。 

薬局及び店舗販売業において、薬剤師は要指

導医薬品又は一般用医薬品の第一類の医薬品

を、薬剤師又は登録販売者は一般用医薬品のう

ち第二類又は第三類医薬品を販売することがで

きる。 

2014年6月より一般用医薬品のネット販売が可

能となったが、ネット販売する場合は、販売業

許可を取得した有形の店舗で販売しなければな

らない。 

卸売販売業においては、営業所ごとに薬剤師

を置き、その営業所を管理させなければならな

い。 

 

3.9 表示と添付文書 

医薬品はその直接の容器等に、一定の事項を

表示することが義務づけられている。更に添付

文書等には、効能・効果、用法・用量、その他

使用及び取扱上必要な注意事項の記載が義務づ

けられている他、製剤の添加物の全成分表示も

行われている。2003年5月15日付医薬発第

0515005号では「生物由来製品の添付文書に記

載すべき事項」が、2003年5月15日付医薬発第

0515017号では生物由来製品に関する直接の容

器又は直接の被包への表示事項が通知され、

2003年7月30日から施行された。2005年4月1日

施行の薬事法改正により、製造業者・輸入販売

業者に代わり、製造販売業者の名称等が表示事

項とされるとともに要指示医薬品に代わる新た

な規制区分である処方箋医薬品の表示事項とし

て「注意－医師等の処方箋により使用するこ

と」の文字の記載が義務づけられた。 

2009年6月1日施行の薬事法改正（2006年6月

14日付法第69号）では、一般用医薬品につい

て、そのリスクの区分に応じて第一類から第三

類の記載が義務づけられた。 

また、取り違えによる医療事故の防止及びト

レーサビリティーの確保に加え、医薬品の流通

を効率化する観点より、医療用医薬品（体外診

断用医薬品を除く）へのバーコード表示が2015

年7月から一部義務化された（2012年6月29日付

医政経発第1号・薬食安発第1号）。更に、2021

年4月（特段の事情があるものは2023年4月ま

で）に、必須表示の範囲を拡大し、流通段階で

の製造番号等の把握管理をより迅速かつ確実に

行い、安全対策上の重要な責務の遂行が求めら

れている（2016年8月30日付医政経発0830-(1)・

薬生安発0830-(1)・薬生監麻発0830-(1)）。 

患者等が医療用医薬品を正しく理解し重篤な

副作用の早期に発見されるための患者向医薬品

ガイドの作成なども推進されている（2005年6月

30日付薬食発第0630001号、2014年3月31日付

薬食安発0331-(1)・薬食監麻発0331-(8)）。 

2014年11月25日施行の薬事法改正（2013年11

月27日付法第84号）では、安全対策強化とし

て、添付文書の届出制度が導入された。製造販

売業者は、最新の論文その他により得られた知

見に基づいて記載された添付文書を作成し、情

報提供しなければならない。また、製造販売開

始前及び変更時には、事前に使用及び取扱い上

の必要な注意等の添付文書等記載事項を記載し

た添付文書をPMDAに届出なければならない。

届出た添付文書はPMDAのHPに掲載して公表し

なければならない。 

また、より理解し易く活用し易い内容にする

ため、添付文書等の記載要領が改正された。

2019年4月1日から適用されたが、同日時点で既

承認及び承認申請中の医薬品は、2024年3月31

日までにできるだけ速やかに本記載要領に基づ

いて添付文書を改訂しなければならない（2017

年6月8日付薬生発0608-(1)）。 

 

3.10 適正な広告 

医薬品等による保健衛生上の危害を防止する

ため、医薬品等の広告については、その内容が

虚偽、誇大にわたらないようにするとともに、

その適正を図ることを目的として、「医薬品等

適正広告基準」を定めている。新聞、雑誌、テ
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レビ、ラジオ、ウェブサイト及びソーシャル・

ネットワーク・サービス等のすべての媒体にお

ける広告を対象とする。医薬品等の広告を行う

者は、使用者が当該医薬品等を適正に使用する

ことができるように、正確な情報の伝達に努め

なければならない。この基準には、医薬品等の

名称、効能効果、あるいは用法用量等の表現等

について、法の解釈について示した事項と、消

費者の使用を誤らせる、乱用を助長させる、又

は信用を損なうことがないように遵守すべき事

項が示されている（2017年9月29日付薬生発第

0929-(4)、2017年9月29日付薬生監麻発第0929-

(5)）。 

医薬品の広告の該当性については、顧客を誘

引する（顧客の購入意欲を亢進させる）意図が

明確あること、特定医薬品等の商品名が明らか

にされていること、一般人が認知できる状態で

あること、から判断される（1998年9月29日付

医薬監第148号）。 

また、国民の健康意識の高まりやインターネ

ットの普及等に伴い、輸入代行業者による未承

認医薬品の広告事例がみられることから、医薬

品の広告該当性を含めた個人輸入代行業の指

導・取締り等について通知がなされた（2002年8

月28日付医薬発第0828014号）。 

さらに、医療用医薬品に関する販売情報提供

活動において、証拠が残りにくい行為（口頭説

明等）、明確な虚偽誇大とまではいえないもの

の不適正使用を助長すると考えられる行為、企

業側の関与が直ちに判別しにくく広告該当性の

判断が難しいもの（研究論文等）の提供といっ

た行為が行われ、医療用医薬品の適正使用に影

響を及ぼすおそれが懸念されている。このよう

な状況を踏まえ、販売情報提供活動において行

われる広告又は広告に類する行為を適正化する

ことにより、保健衛生の向上を図ることを目的

として、「医療用医薬品の販売情報提供活動に

関するガイドライン」（2018年9月25日薬生発

0925-(1)）及びそのQ&A集（2019年2月20日付事

務連絡、2019年3月29日付事務連絡、2019年9月

6日付事務連絡）が出された。 

 

3.11 GLP 

医薬品の安全性に関する非臨床試験について

試験施設の構造設備、運営管理の両面から試験

実施に当っての遵守基準（GLP）が1982年に行

政通知として示され、運用されてきたが、より

一層の申請資料の信頼性を確保するため1997年3

月26日「GLP」として省令化され、同年4月1日

から施行された（1997年3月26日付厚生省令第

21号）。 

なお、このGLP省令は2008年6月13日付厚生

労働省令第114号「医薬品の安全性に関する非臨

床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正

する省令」によって一部改正され、2008年8月

15日より施行されている。2008年6月20日には

「医薬品GLP又は医療機器GLPの実地による調

査の実施要領の制定について」（薬機発第

0620059号）も出され、2014年11月21日付けで

一部改正された（薬機発第1121005号）。 

 

3.12 GCP 

医薬品の承認申請書に添付する資料のうち臨

床試験成績に関する資料の収集を目的とする試

験を特に「治験」と呼ぶ。治験については、治

験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するた

めの基準であるGCPによる実施が以前より求め

られてきたが、1997年3月27日付厚生省令第28

号「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省

令」により、日本においてもICH GCPガイドラ

イン (E6)がGCPの基準として採用された（第3

章を参照）。更に、同省令の運用が、薬務局長

通知（1997年3月27日付薬発第430号）及び薬務

局審査課長・安全課長通知（1997年5月29日付

薬審第445号・薬安第68号）で示された。 

以降、治験の活性化を目的とし、治験実施施

設でのSMOの活用や治験コーディネーター育成

及びモニタリング実施の基準等が整備され、

2003年には、医師主導治験が制度化された
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（2003年6月12日付厚生労働省第106号）。その

後も治験の信頼性及び被験者の安全を確保しつ

つ、より円滑に透明性を保った治験を実施する

ために必要な方策について検討され、省令及び

運用通知ともに改正が重ねられてきた。 

 

【その他、GCP 省令等に関する主な運用通知】 

● 2006 年 

「治験のあり方に関する検討会」の検討結果

を受け、治験審査委員会の質及び機能の向上の

ための対応策として、治験審査委員会の設置者

の要件が拡大された（2006年3月31日付厚生労

働省令第72号）。 

● 2007 年 

「治験のあり方に関する検討会報告書」を受

けて、治験に係る必要な文書の整理・合理化を

図るため、「新たな「治験の依頼等に係る統一

書式」について」（2007年12月21日付医政研発

第1221002号、2013年3月26日付医政研発0326-

(1)・薬食審査発0326-(1)、2018年7月10日付医

政研発0710-(4)・薬生薬審発0710-(2)・薬生機審

発0710-(2)により改正）が発出された。 

● 2008 年 

GCP省令改正（2008年2月29日付厚生労働省

令第24号）にて、IRBの審議結果概要の公開が義

務化された。また、「治験審査委員会に関する

情報の登録について（依頼）」（2008年10月1

日付薬食審査発第1001013号）により、IRBに関

する情報について、治験関係者等が入手しやす

い環境を充実するとともに、広く国民に周知さ

れるようにすることとされた。 

治験審査委員会についても更に見直され、実

施医療機関の長により実施医療機関の内外を問

わずに治験審査委員会を選択できることとなっ

た（2008年2月29日付厚生労働省令第24号）。 

● 2011 年 

治験の効率的な運用を図るための手続きの見

直しや国際共同治験で求められている検査の精

度管理の確認を取り入れる等のGCP運用通知の

改正が行われた。 

● 2012 年 

2012年12月28日に「薬事法施行規則等の一部

を改正する省令」（厚生労働省令第161号）等に

よりGCP省令が改正された。改正の主な目的は

国際的な整合性を図りつつ、治験の手続きを効

率化し治験業務を迅速化すること、医師主導治

験の負荷を軽減しアンメットメディカルニーズ

における産学連携を促進することである。 

具体的には、治験契約書において必要性が低

い項目（目標とする被験者数等）の削除や多施

設共同医師主導治験において｢代表して治験届を

届け出る治験調整医師｣も｢自ら治験を実施する

者｣とすること等の改正が行われた。 

● 2016 年 

2016年1月22日に「医薬品の臨床試験の実施

の基準に関する省令の一部を改正する省令」

（厚生労働省令第9号）等によりGCP省令が改正

された。主な改正点は拡大治験実施に伴うもの

であった（3.13 人道的見地から実施される治験

（拡大治験）の項参照）。 

 

3.13 人道的見地から実施される治験（拡大治

験） 

「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬

について、開発・承認を進める一方で、治験の

参加基準に満たない患者に対する治験へのアク

セスを充実させる仕組み（人道的見地から実施

される治験（拡大治験））の導入に向けて議論

が行われ、2016年1月25日より運用が開始され

た（2016年1月22日付薬生審査発0122-(7)）。 

拡大治験は、未承認薬等の投与により、患者

が享受できると期待されるベネフィットの蓋然

性が比較的高いと考えられる国内開発の最終段

階である治験（主たる治験）の実施後あるいは

実施中（組入れ終了後）に実施される。対象と

なる疾患は、生命に重大な影響がある重篤な疾

患であって、既存の治療法に有効なものが存在

しない治験薬となる。 

拡大治験実施に伴い、GCP省令が改正された

（2016年1月22日付厚生労働省令第9号）。具体
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的には、①人道的見地から実施される治験を

「拡大治験」として定義したこと、②海外で使

用されている治験薬又は既承認医薬品の市場流

通品を用いた場合の治験薬記載を一部免除する

こととしたこと、③治験用に転用する医薬品と

それ以外の医薬品を区別して適切に管理するこ

と（治験薬管理）等である。（2016年1月22日

付薬生発0122-(2)） 

PMDAのHPでは、主たる治験及び拡大治験と

して実施されている治験情報が掲載されてい

る。 

http://www.pmda.go.jp/review-

services/trials/0019.html 

 

3.14 患者申出療養制度 

未承認薬等を迅速に保険外併用療養として使

用したいという患者の申出を起点とし、安全

性・有効性等を確認しつつ、できる限り身近な

医療機関で治療を受けられるようにするため

に、2016年4月に作られた制度である。将来的に

保険適用につなげるためのデータ、科学的根拠

を集積することを目的とする。 

患者申出療養の対象となる医療は、保険外併

用療養費制度の「先進医療」を拡大し、将来的

に保険適応を目指しているものとし、患者から

の厚生労働省への申出が起点となる。患者申出

療養として前例がない場合は、臨床研究中核病

院では、実施の可能性を判断し、実施計画書等

の書類と共に厚生労働省へ申請する。一方で、

前例がある場合には、臨床中核病院が審査を行

い、実施の可否を判断された後に実施される。 

なお、患者より既に治験や先進医療において

使用されている未承認薬を使用したいという申

出があった場合には、まずは治験への参加を、

該当治験がなければ先進医療への参加を検討す

る。その上で該当試験がない場合に、患者申出

療養を検討する。 

 

3.15 GPSP 

医薬品の市販後調査にあたり、その適正な実

施と資料の信頼性の確保を目的として製薬企業

のあるべき体制や実施規範が定められ、GPMSP

省令が施行された（1997年3月10日付厚生省令

第10号）。その後、改正薬事法の施行に伴い、

GPMSPは、製造販売後の安全管理の基準である

「GVP」と製造販売後調査の実施の基準である

「GPSP」に分けられ、GPSP省令は2005年4月

1日から施行された。製造販売後に実施する調査

等として、「使用成績調査」又は「製造販売後

臨床試験」が規定されているが、これに「製造

販売後データベース調査」を追加することなど

を目的とし、2017年10月26日に改正され、2018

年4月1日から施行された（第4章を参照）。 

再審査又は再評価申請のための提出資料は

GPSPに準じて収集され、かつ、作成されたもの

でなくてはならない。 

 

3.16 再審査 

新医薬品は製造販売承認後も使用成績等の調

査が義務づけられ、製造販売承認から一定期間

後にその有効性、安全性等の再確認のための審

査（即ち再審査）を受ける。 

対象となる医薬品は、既に製造販売の承認を

与えられている医薬品と有効成分、分量、用

法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬

品として厚生労働大臣がその製造販売の承認の

際に指定したものとなる。 

再審査には、医薬品リスク管理計画の考え方

を取り入れるとともに、上述のGPSP省令改正に

対応するために、再審査申請の添付資料に関す

る通知が2017年に改正された（2017年11月28日

付薬生薬審発1128-(2)）。 

再審査を受けるべき時期については、第4章の

再審査の指定を参照。なお、再審査期間が終了

するまで後発医薬品の申請はできず、先発医薬

品はその間、後発医薬品から保護されている。 

 

http://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0019.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0019.html
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3.17 再評価 

再審査が終了した医薬品を含めた全ての医薬

品について医学・薬学等の学問の進歩に対応し

て有効性、安全性、品質等を見直すための審査

（即ち再評価）を受ける。 

対象となる医薬品は、厚生労働大臣が、薬

事・食品衛生審議会の意見を聴いて再評価が必

要と判断されたものに公示を行う。公示では、

再評価の対象となる医薬品の範囲、提出すべき

資料、資料の提出期限等が示される。なお、期

限までに必要な資料が提出されなかった場合

は、法第74条の2第3項の規定により、当該医薬

品の承認の取消し等の処分が行われる。 

 

3.18 副作用・感染症等の報告 

製造販売業者は取り扱う医薬品について、厚

生労働省令で定める副作用・感染症等を知った

時は、定められた期間内にその旨を厚生労働大

臣に報告しなければならない（2005年3月17日

付薬食発第0317006号）。報告方法について

は、第4章を参照。 

なお、治験実施中の治験薬概要書から予測で

きない重篤な副作用の症例は、その都度報告す

ることに加えて、治験安全性最新報告

（DSUR）での副作用症例の定期報告を1年毎に

実施しなければならない。 

この副作用等の報告の用語については、1999

年12月28日付けで、ICH国際医薬用語集日本版

（MedDRA/J）も使用できるようになり、2004

年4月1日以降は、その使用が必須となった

（2004年3月25日付薬食安発第0325001号・薬食

審発第0325032号）。 

また、2003年10月27日以後は電子的副作用報

告が可能となり（2003年8月28日付薬食発第

0828010号）、更に2004年4月1日から報告先が

PMDAとなった（2004年3月25日付薬食発第

0325013号）。 

 

3.19 医薬品リスク管理計画（リスクマネジメン

トプラン：RMP） 

医薬品の安全性の確保を図るためには、開発

の段階から製造販売後に至るまで、常に医薬品

のリスクを適正に管理する方策を検討すること

が重要である。従来の医薬品安全性監視計画に

加えて、医薬品のリスクの低減を図るためのリ

スク最小化計画を含めた「医薬品リスク管理計

画」を策定するための指針が、「医薬品リスク

管理計画指針について」（2012年4月11日付薬

食安発0411-(1)・薬食審査発0411-(2)）として発

出された。なお、医薬品リスク管理計画指針

は、新医薬品及びバイオ後続品については2013

年4月1日以降に製造販売承認申請する品目から

適用され、後発医薬品については、2014年8月

26日以降に製造販売承認申請する品目から適用

された。 

また、「「医薬品リスク管理計画の策定につ

いて」の一部改正について」（2017年12月5日

付薬生薬審発1205-(1)・薬生安発1205-(1)）、

「医薬品リスク管理計画に関する質疑応答集

（Q&A）について」（2017年12月5日付事務連

絡）が発出され、医薬品リスク管理計画の作成

等の詳細が示されている。 

PMDAのHPでは、リスク管理計画提出品目一

覧が掲載されている。 

https://www.pmda.go.jp/safety/info-

services/drugs/items-information/rmp/0001.html  

 

3.20 情報の提供 

医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の

製造販売業者､卸売販売業者、医療機器販売業者

等、再生医療等製品卸売販売業者又は外国特例

承認取得者は、医薬品、医療機器又は再生医療

等製品の有効性及び安全性、適正な使用のため

に必要な情報を収集し、検討すると共に、医

師・薬剤師等の医薬関係者に提供することが求

められている。（法第68条の2第1項） 

 

https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html
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3.21 情報公開法対応 

2001年4月1日、情報公開法「正式名：行政機

関の保有する情報の公開に関する法律」の施行

により、国の行政機関が保有する行政文書につ

いて、何人でも開示を求めることができるよう

になった。この法律では、行政機関が保有する

文書は、個人に関する情報、法人等に関する情

報等、不開示情報に該当する箇所を除き開示す

ることとなっている。その後、2005年12月21日

に当該政令の一部改正が行われた（政令第371

号）。 

この法律の施行により、厚生労働省での審査

に係る文書等（薬事・食品衛生審議会の議事録

及び審査報告書）については、原則として開示

の対象となり、医薬食品局の保有する情報の公

開に係る事務処理の手引（2007年3月30日付薬

食発第0330022号）が新たに定められた。 

この手引は、医薬食品局（食品安全部を含ま

ず）（現 医薬・生活衛生局）が保有する文書

の開示・不開示の具体的な判断を明確化したも

のである。保有文書を（1）審査管理、（2）安

全対策、（3）監視指導、（4）麻薬等対策、

（5）血液対策、（6）その他の6つの業務に分類

し、具体的な取扱いが示されている。 

このうち、記載様式が定められている文書

（医薬品の承認申請書、医薬品副作用症例報告

書、麻薬輸入業者免許申請書等）には、○（開

示）、●（不開示）、△（その他）が明記されて

いる。一方、様式が定められていない承認申請

における資料概要等は、例をあげて、開示、不

開示の判断基準が示された。 

医薬品企業が提出した承認申請資料について

は、原則的に承認前は「不開示」、承認後は

「開示」であるが、承認後であっても「製造方

法」、「規格及び試験方法」、「（申請者の）

印影」等法人の権利、競争上の地位、その他正

当な利益を害するおそれがある情報は「不開

示」である。なお、申請添付資料の内、モジュ

ール3（又は第3部、品質に関する文書）、モジ

ュール4（又は第4部、非臨床試験報告書）、モ

ジュール5（又は第5部、臨床試験報告書）つい

ては不開示である。 

2004年1月6日付日薬連発第4号で副作用症例

票の開示基準等の見直しがなされた。また、

2011年3月30日付薬機発第0330011号機構理事長

通知により、新医薬品の承認審査に係る情報の

公表に関する留意事項が示され、2013年3月25

日付薬食審査発0325-(1)にて、情報公開までの手

順が一部改正された。 

PMDAのHPでは、審査報告書、申請資料概要

が掲載されている。 

日本語HP： 

http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch

/ 

英語HP： 

https://www.pmda.go.jp/english/review-

services/reviews/approved-

information/drugs/0001.html 

 

3.22 特許制度 

特許権の存続期間は、出願から20年間が原則

である。しかし、医薬品、再生医療等製品につ

いては、安全性の確保等のための法規制により

特許発明の実施をすることができない期間があ

る場合には、5年を最長として特許権の存続期間

の延長が認められる。延長できる期間は、「特

許発明の実施をすることができなかった期間」

であり、臨床試験を開始した日（治験計画届提

出日）、又は特許権の設定登録の日のいずれか

遅い方の日から、承認が申請者に到達した日の

前日までの期間である（再生医療等製品は、条

件付き承認までが、延長対象期間となり、その

後の承認時までの期間は、対象とならない）。 

特許権の存続期間の延長を求めようとする特

許権者は、延長を求める期間等の必須事項を記

載した延長登録出願を承認等の処分を受けた日

から3ヵ月以内であって、特許権の満了する前に

特許庁に提出しなければならない。なお、特許

権の存続期間の満了前6ヵ月の前日までに政令で

定める処分を受けることができないと見込まれ

http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/
https://www.pmda.go.jp/english/review-services/reviews/approved-information/drugs/0001.html
https://www.pmda.go.jp/english/review-services/reviews/approved-information/drugs/0001.html
https://www.pmda.go.jp/english/review-services/reviews/approved-information/drugs/0001.html
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るときは、特許番号等の必要事項を記載した書

面を特許庁長官に提出しなければならない。延

長出願があった時には、拒絶査定が確定する

か、延長登録があるまでは、存続期間は延長さ

れたものとみなされる（図4. 特許権の存続期間

の延長）。 

なお、当該医薬品の物質特許又は用途特許が

満了し、当該有効成分の製造そのものができる

ようになるまで後発医薬品は承認されず、先発

医薬品はその間、後発医薬品から保護されてい

る。一方、先発医薬品の一部効能・効果、用

法・用量に特許が存在する場合、特許を理由に

虫食い承認は認められていなかったが、2009年6

月5日付医政経発第065001号・薬食審査発第

0605014号経済課長・審査管理課長通知によ

り、特許の存在しない一部効能・効果、用法・

用量の虫食い承認が認められるようになった。 

特許庁の日本語HP：

 https://www.jpo.go.jp/index.html 

同英語HP： 

 https://www.jpo.go.jp/e/index.html 

 

3.23 薬物乱用対応 

薬物乱用問題は年々多様化するとともに国際

性を強めており、1961年の「麻薬に関する単一

条約」、1971年の「向精神薬に関する条約」、

1988年の「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止

に関する国際連合条約」の3条約が採択されてい

る。日本は、これら全てを批准するとともに、

国内的には我が国独自の規制を含めて、「麻薬

及び向精神薬取締法」「あへん法」「大麻取締

法」「覚せい剤取締法」「国際的な協力の下に

規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防

止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特

例等に関する法律」の5法が制定、運用されてい

る。 

1987年に開催された「国際麻薬会議」の終了

日の6月26日を「国際麻薬乱用撲滅デー」とし、

1998年の国連麻薬特別総会においては、「薬物

乱用防止のための指導指針に関する宣言」（国

連薬物乱用根絶宣言）が決議された。 

今日、麻薬や覚せい剤、大麻等の薬物乱用問

題は全世界的な広がりを見せ、人間の生命はも

とより、社会や国の安全や安定を脅かす等、人

類が抱える最も深刻な社会問題の一つとなって

いる。日本においては、中学生や高校生等青少

年の間で薬物乱用に対する警戒心や抵抗感が薄

れる等憂慮すべき状況にある。 

乱用による健康被害の発生、その使用が麻

薬、覚せい剤等の使用のきっかけとなる危険性

があるにもかかわらず、人体摂取を目的として

いないかのように偽装されて販売されているた

め、危険ドラッグ取締強化を目的とした「薬事

法の一部を改正する法律」（薬事法第69号）

が、2006年6月14日に公布された。 

危険ドラッグ対策として医薬品医療機器法の

目的に指定薬物（中枢神経系の興奮等の作用を

有する確立が高く保健衛生上の危害が発生する

おそれがある薬物）の規制に関する措置を講ず

ることが加わった。具体的には、指定薬物の医

療等の用途以外の用途に供するための輸入、製

造、販売、授与、販売目的の貯蔵等が禁止され

ている（2007年2月28日付厚生労働省令第14

号）。指定薬物輸入監視要領は2007年2月28日

に発出されている（薬食発第0228009号、2016

年2月18日付薬生発0218-(5)にて一部改正）。ま

た、2013年2月20日には、指定薬物を包括指定

する省令改正が行われた（2013年厚生労働省令

第19号）。 

2014年4月1日施行の薬事法改正（2013年12月

13日付法第103号）では、新たに指定薬物の所

持、使用、購入、譲り受けが禁止された。 

更に、2014年12月17日より改正法（2014年11

月27日付法第122号）が施行され、危険ドラッグ

による保健衛生上の危害の発生の防止等を図る

ため、検査命令及び販売等停止命令の対象の拡

大、販売等停止命令の対象となった物品につい

ての販売等の広域的な禁止、広告規制の拡充等

の措置が講じられた。 

https://www.jpo.go.jp/index.html
https://www.jpo.go.jp/e/index.html
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2018年8月には、第五次薬物乱用防止五か年戦

略が策定され、密輸対策の強化、巧妙化・潜在

化する密輸事犯への対策強化、日本で規制され

ていない薬物や使用形態が変化した薬物への対

応、向精神薬を悪用した凶悪事件発生防止のた

めの監視や取り締まりがなされた。 

 

3.24 医療用医薬品の偽造品対応 

欠品が生命に直結し得るため、医薬品の流通

機能は、安全性・安定性・効率性の高さが求め

られる。その中で、2017年に偽造医薬品が流通

し、薬局から調剤された事案が発覚した。これ

を受けて、偽造医薬品の流通防止のために直ち

に対応を行うべき事項に関して所要の措置を講

じるため、「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施行規則の

一部を改正する省令」（2017年厚生労働省令第

106号）、「薬局等構造設備規則の一部を改正す

る省令」（2017年厚生労働省令第107号）及び

「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務

を行う体制を定める省令の一部を改正する省

令」（2017年厚生労働省令第108号）が2017年

10月5日に公布され、2018年1月31日（一部は

2018年7月31日）から施行された。合わせて、

医薬品の偽造品等の流通の再発防止等の観点か

ら、「医薬品の封の取扱い等について」（2018

年8月1日付薬生発0801-(1)）及びその質疑応答

集（Q&A）（2019年3月29日付事務連絡）が発

出され、また、厚生労働行政推進調査事業にお

いて、「医薬品の適正流通（GDP）ガイドライ

ン」（2018年12月28日付事務連絡）がとりまと

められた。 

 

 

4．製造販売承認 

 

4.1 医薬品の製造販売承認 

医薬品の製造販売承認とは、ある薬物が医薬

品として品質、有効性及び安全性を有し、製造

管理及び品質管理の基準に適合した方法で製造

されたうえで、適切な品質管理及び安全管理体

制のもと製造販売され、一般に流通し、国民の

医療・保健に使用されることについて適切であ

ると国が認めることをいう。申請にかかる医薬

品が保健衛生上適切か否かについて、その時点

における医学・薬学の学問水準に照らし客観的

に判断される。具体的には、厚生労働大臣（承

認基準が制定されている一般用医薬品等につい

ては都道府県知事）が、製造販売業許可を有す

る者からの申請に対し、品目ごとに、その名

称、品質、用法・用量、効能・効果、副作用等

を審査する。一方、当該品目を製造している製

造所において、製造管理及び品質管理の基準に

適合していることがGMP適合性調査により確認

が行われる。製造販売承認は、これらを満たし

た品目に対して与えるものである。この承認制

度は医薬品医療機器法の目的である医薬品等の

品質、有効性及び安全性の確保のための根幹を

なす制度である。 

 

4.2 製造販売承認審査 

厚生労働大臣が承認する医薬品に関する製造

販売承認審査に係わる調査、治験相談から審査

までは、全てPMDAが担う。 

医薬品の製造販売承認申請書は、PMDAに提

出される。PMDAにおいて申請書が受理される

と、新医薬品については、PMDAにおいて申請

資料の適合性書面調査（原データからの検証）

及びGCP実地調査並びに領域分野別の審査チー

ムによる詳細な審査が行われ、同チームにより

「審査報告書」が作成される。 

PMDAにおける承認審査プロセスでは、チー

ム審査員と専門委員が重要な問題について議論

する「専門協議」が実施される。なお、審査

員、専門委員及び申請企業との「面接審査会」

が専門協議後に行われることがある。 

 

PMDAの審査の通常のプロセスは次のとおり

であり、PMDAのHPに掲載されている。また、

審査チーム担当者より申請品目の審査進捗状況
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を確認することが可能である（2010年12月27日

付薬機発第1227001号、2016年10月3日付薬機発

第1003001号）。 

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-

reviews/0001.html 

① 面談（プレゼンテーション、照会、確認） 

② チーム審査  

③ 照会、確認  

④ GMP適合性調査申請（予想される承認日の

6ヵ月前まで） 

⑤ 審査報告 (1)  

⑥ 審査専門協議（専門委員として臨床専門家

3人以上が参加）  

⑦ 審査報告 (2) 

⑧ 審査報告書（医薬品審査管理課へ） 

次いでこの審査報告書を基に必要に応じ薬

事・食品衛生審議会（以下、薬食審と略す）へ

諮問を行い、その医薬品関連部会及び薬事分科

会における審議・報告を経て薬食審の答申を得

るとともに、別途実施されるGMP適合性調査に

おいて基準に適合していることが確認された後､

新医薬品として厚生労働大臣の製造販売承認が

与えられることになる（図5. 厚生労働大臣の承

認に係る医薬品の承認審査の流れ）。承認審査

過程で得られた品質、有効性及び安全性に関す

る情報等は医療機関等に提供するため「新薬の

承認に関する情報」としてPMDAのHPに掲載さ

れている。 

なお、新有効成分含有医薬品であるワクチン

及び血液製剤の新医薬品の場合、必要に応じ

て、承認前検査として、国立感染症研究所にお

いて規格及び試験法等について実地に試験が行

われ検討される。 

既承認医薬品と同一の有効成分であり、か

つ、用法・用量、投与経路、効能・効果が同一

であるもの（いわゆる後発医薬品）について

は、PMDAにおける同一性・適合性調査の後、

審査がなされ承認が与えられる。 

1999年4月8日付けで医薬品の承認申請に関す

る基本的な通知が出され、2000年4月1日以降に

行われる医薬品の承認申請に適用されてきた。

その後、累次の改正を経て、医薬品医療機器法

の施行に伴い「医薬品の承認申請について」

（2014年11月21日付薬食発1121-(2)）が発出さ

れた。現在は以下の申請区分が存在する。 

(1) 新有効成分含有医薬品 

(2) 新医療用配合剤 

(3) 新投与経路医薬品 

(4) 新効能医薬品 

(5) 新剤形医薬品 

(6) 新用量医薬品 

(7) バイオ後続品 

(8) 剤形追加に係る医薬品 

(9) 類似処方医療用配合剤 

(10) その他の医薬品 

ICHで合意された医薬品承認申請資料のガイド

ラインを受けて、新たな承認申請資料の作成要

領（2001年6月21日付医薬審発第899号）が示さ

れ、2003年7月1日以降申請する新医薬品から

CTD（コモン・テクニカル・ドキュメント）に

よる申請が義務化された。作成要領はモジュー

ル1（又は第1部、申請書等行政情報及び添付文

書に関する情報）、モジュール2（又は第2部、

資料概要）、モジュール3（又は第3部、品質に

関する文書）、モジュール4（又は第4部、非臨

床試験報告書）、モジュール5（又は第5部、臨

床試験報告書）で構成されているが、このうち

モジュール2からモジュール5までをCTDガイド

ラインに基づき作成することとなり、モジュー

ル1は当該規制当局が定める。なお、作成要領の

別紙で詳細な基準が示されている。 

なお、後発医薬品については、2017年3月1日

以降、原則、CTDによる申請が必要となった

（2016年3月11日付薬生審査発0311-(3)）。 

新医薬品における申請から承認までの審査期

間の目標値については、PMDAの第4期中期計画

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/0001.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/0001.html
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（2019年度～2023年度）において、当該年度に

承認する全品目のうち80%を優先品目では9ヵ月

以内、通常品目では12ヵ月以内に処理し、先駆

け審査指定品目では全件を6ヵ月以内に処理する

こととされている。また、「新医薬品の承認の

予見性向上等に向けた承認申請の取扱い及び総

審査期間の考え方について」（2014年10月6日

付薬食審査発1006-(1)・薬食監麻発1006-(1)）に

おいて、審査予定事前面談を実施することとさ

れたほか、承認の予見性及び審査プロセスの透

明性向上に向けて、承認審査が困難な場合にお

ける申請者への連絡手順等が示されている。更

に、新医薬品に係る承認審査の標準的プロセス

におけるタイムラインが示されている（2015年1

月30日付審査管理課事務連絡）。 

審査員の留意事項に関しては、2008年4月17

日には、「新医薬品承認審査実務に関わる審査

員のための留意事項」が出され、PMDAにおい

て新医薬品審査実務に携わる上での基本姿勢が

示されると共に、審査における主要な留意事項

の明確化、審査実務に関わるPMDA審査員の意

識等の統一が図られている。 

日本語 HP： 

http://www.pmda.go.jp/review-

services/outline/0002.html 

英語 HP： 

http://www.pmda.go.jp/english/review-

services/reviews/0001.html 

 

4.3 製造販売承認申請における電子データの提

出 

2005年4月1日以降に申請資料を電子的に提出

するために、CTDの電子化仕様（eCTD）が示さ

れた（2004年5月27日付薬食審査発0527-(4)）

（2008年8月25日付薬食審査発0825-(1)、2009

年7月7日付薬食審査発0707-(3)により一部改

正）。 

2016年10月1日以降に承認申請を行う品目を

対象にPMDA 自らが臨床データ等を活用した解

析や研究を進め、審査・相談において、より合

理的で効率的な評価・判断プロセスの構築を進

めることを目的とし、Clinical Data Interchange 

Standards Consortiumの規格（CDISC標準）で

の臨床試験データの提出が求められる。 

承認申請時に電子データで臨床試験データを

提出する場合、提出する予定の申請電子データ

の範囲については治験相談でPMDAと合意し、

電子データの具体的な提出内容に関しては、申

請電子データ提出に係る相談にて必要な議論を

PMDAと実施の上、新医薬品承認審査予定事前

面談にて、電子データの提出範囲について

PMDAと最終確認を行う。 

臨床試験の電子データの提出に伴い、eCTDで

の申請資料提出も求められる。（2014年6月20

日付薬食審査発0620-(6)） 

製造販売承認申請に関する資料の提出に際し

ては、申請者及びPMDA間の情報処理の効率

化、情報の共有化、審査事務の進行管理等のた

め、原則として、ゲートウェイシステムによる

方法で提出することとなった。 

日本語 HP： 

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-

reviews/about-reviews/p-drugs/0003.html 

英語 HP： 

http://www.pmda.go.jp/english/review-

services/reviews/0002.html 

 

 

4.4 優先審査制度及び優先対面助言品目指定制

度 

1) 優先審査制度 

通常、医薬品の承認審査は申請書の受付け

順に行われるが、法第14条第7項に規定されて

いるように、希少疾病用医薬品の指定を受け

た医薬品、先駆け審査指定制度の対象医薬

品、その他、重篤な疾病等を対象とする新医

薬品等であって医療上特にその必要性が高い

と認められるものについて（1）適応疾病の重

篤性及び（2）医療上の有用性を総合的に評価

して適用の可否が決定される。なお、条件付

http://www.pmda.go.jp/review-services/outline/0002.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/outline/0002.html
http://www.pmda.go.jp/english/review-services/reviews/0001.html
http://www.pmda.go.jp/english/review-services/reviews/0001.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/p-drugs/0003.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/p-drugs/0003.html
http://www.pmda.go.jp/english/review-services/reviews/0002.html
http://www.pmda.go.jp/english/review-services/reviews/0002.html
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き早期承認制度の対象医薬品についても、本

制度が適用される。適用された医薬品につい

ては、他のものに優先して審査される制度で

ある（2016年1月22日付薬生審査発0122-

(12)・薬生機発0122-(2)「優先審査等の取扱い

について」）。 

(1) 選定基準 

(A) 適応疾病の重篤性 

① 生命に重大な影響がある疾患（致死的な

疾患） 

② 病気の進行が不可逆的で、日常生活に著

しい影響を及ぼす疾患 

③ その他 

(B) 医療上の有用性 

① 既存の治療法、予防法若しくは診断法が

無い。 

② 既存治療法に対する医療上の有用性 

i) 有効性の観点 

ii) 安全性の観点 

iii) 肉体的・精神的患者負担の観点 

(2) 優先審査品目の指定 

優先審査品目の指定に際しては、申請後速

やかに専門家から意見聴取した上でPMDAに

おいて指定の可否に関する意見をまとめて厚

生労働省へ報告し、医薬品審査管理課は当該

報告をもとに適用の可否を決定する。その可

否は、医薬品審査管理課より申請者及び

PMDAに通知される。医薬品審査管理課は、

直近の薬事・食品衛生審議会の担当部会に上

記の適用について報告の上、了承を得る。優

先審査対象品目について、PMDAは審査の各

段階において可能な限り審査順位を優先す

る。優先審査対象品目は、当該新医薬品の承

認時にその旨公表される。 

2) 優先対面助言品目指定制度 

当該品目の指定を受けた効能・効果等の部

分について優先的に対面助言を受けることが

できる。希少疾病用医薬品及び先駆け審査指

定制度の対象医薬品は、優先対面助言品目と

して取扱われる。また、医薬品条件付き早期

承認品目該当性相談については、優先対面助

言の対象となるが、対象疾病の性質や実施さ

れた臨床試験の結果などにより条件付き早期

承認制度適用の要件を満たさないと判断され

る場合は、その限りではない。 

 

4.5 特例承認制度 

国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐

れがある疾病のまん延を防止するため緊急に使

用されることが必要な医薬品であり、かつ当該

医薬品の使用以外に適当な方法がなく、その効

能・効果について外国における販売等が認めら

れている医薬品については、厚生労働大臣が、

通常の承認審査手続きを経ずに、薬事・食品衛

生審議会の意見を聴いて、その品目に係る承認

（特例承認）を与えることができる（法第14条

の3）。 

 

4.6 希少疾病用医薬品（オーファンドラッグ） 

希少疾病用医薬品の研究開発を促進するため

の諸施策が1993年に規定され、希少疾病用医薬

品としての指定基準、試験研究促進のための措

置等が通知された。指定をうけるには、その疾

患の対象患者数が5万人未満（但し、国が指定す

る指定難病の場合はこの限りではない）である

こと、医療上特に優れた使用価値があること等

が必要とされ、その指定は、薬事・食品衛生審

議会での審議を経て行われる。 

希少疾病用医薬品の指定を受けた医薬品につ

いては、優遇措置として助成金の交付、試験研

究費に対する税額控除、申請費用・相談費用の

減額、指導・助言、優先対面助言、優先審査、

再審査期間の延長（医薬品については、8年間か

ら最長10年間迄の延長）等が実施される。希少

疾病用医薬品の指定を受けた医薬品が製造販売

承認を取得した場合、当該品目の薬価算出の際

に新薬創出加算が適応される。 
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希少疾病用医薬品指定品目一覧は、国立研究

開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所のHPで

公開されている。 

http://www.nibiohn.go.jp/nibio/part/promote/orpha

n_support/ 

指定難病は、厚生労働省のHPで公開されてい

る。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0

000084783.html 

 

 

4.7 小児適用医薬品 

小児科で用いられるべき医薬品については、

開発の困難さ、情報不足などより、世界各国で

しばしば“therapeutic orphan”となってきた。日

本もその例外ではなく、小児科領域の適応を有

する医薬品は非常に少なく、小児における臨床

試験の実施不足、小児に適した製剤の不足、小

児における用途に関する添付文書上の情報（投

与量、有効性、安全性など）不足などにより、

成人向けの医薬品の「適応外使用」、安定性等

が充分保証されていない院内製剤等の使用、海

外から個人輸入された小児用医薬品の使用等が

行われている。 

現時点では、欧（EU）米のように小児科領域

における医薬品開発、情報整備を直接推進する

ことを狙いとした法規制は日本には存在しない

が、小児集団における使用経験情報の集積を図

るため、小児への使用が想定される医薬品につ

いて、承認申請中又は承認後引き続き小児の用

量設定等のための臨床試験を計画する場合にあ

っては、再審査期間中に行う特定使用成績調査

又は製造販売後臨床試験の結果を勘案し、再審

査期間を10年を超えない範囲で一定期間延長す

るとしている（2000年12月27日付医薬発第1324

号）。 

小児における臨床試験実施に関するガイドラ

インとして、「小児集団における医薬品の臨床

試験に関するガイダンス」が発表されている

（2000年12月15日付医薬審発第1334号）。

PMDA相談においても、小児集団における臨床

開発や小児向け製剤開発に関する相談が行われ

ている。 

なお、本ガイダンスの内容を補完し、かつ、

小児医薬品開発に必要な新たな考え方を示すた

めに補遺が発出された（2017年12月27日付薬生

審発1227-(5)）。 

また、関係学会より要望があり、医療上必要

と認められ、医政局研究開発振興課より効能又

は効果等の追加について検討するよう要請があ

った場合には、臨床試験等の実施及びその試験

成績等に基づく必要な効能又は効果等の承認事

項一部変更申請を考慮しうるとした通知が出さ

れ（1999年2月1日付研発第4号・医薬審発第104

号）、これが小児科領域で使用が想定される医

薬品についても適用されることがある。また、

当該通知では、臨床試験の全部又は一部を新た

に実施することなく、適応外使用に係る効能又

は効果等が医学薬学上公知であると認められる

場合には、それらを元に効能又は効果等の承認

の可否の判断が可能となる可能性があるとして

いる。 

欧米で既に承認され有効性が確立している国

内未承認薬について、2004年12月に「未承認薬

使用問題検討会議」が設けられ、学会・患者要

望の定期的な把握と科学的な評価が開始され

た。小児科領域の医薬品については、2006年3月

に「小児薬物療法検討会議｣が設立され、小児薬

物療法の有効性及び安全性に関するエビデンス

等の収集及び評価が行われるようになった。そ

の後、この両会議を発展的に改組し、新たに

「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検

討会議」が2010年2月に設立され、未承認薬と小

児用薬を含めた適応外薬について、広く議論が

開始された。 

 

4.8 未承認薬・適応外薬 

2010年5月以降、「医療上の必要性の高い未承

認薬・適応外薬検討会議での結果を受けて、開

発企業の募集、又は開発要請を行った医薬品の

http://www.nibiohn.go.jp/nibio/part/promote/orphan_support/
http://www.nibiohn.go.jp/nibio/part/promote/orphan_support/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html
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リスト」が公表され、第1回要望については、開

発要請を165件に実施し、開発企業を募集した20

件についても、開発が開始された。第2回要望に

ついては、開発要請を88件に実施し、開発企業

を募集している15件については、順次、開発を

進めているところである。第3回要望について

は、開発要請を51件に実施し、5件について開発

企業を募集した。第4回要望については、開発要

請を20件に実施し、6件について開発企業を募集

した（以下のリンクより、リストの最新版を閲

覧可能）。2015年7月より第4回の未承認薬・適

応外薬の要望募集が開始され、以降、随時募集

を受け付けている。2015年7月以降、国内だけで

なく海外未承認薬も検討対象とすることとし、

未承認薬・適応外として要望を受けた薬剤は、

開始された先駆けパッケージ戦略の未承認迅速

実用化スキーム内で検討されることになった。

（2015年7月1日付薬食審査発0701-(2)・医政研

発0701-(2)） 

過去の検討会議の内容は、厚生労働省のHPで

公開されている。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-

iyaku.html?tid=128701 

2010年8月より、「医療上の必要性の高い未承

認薬・適応外薬検討会議」において公知申請の

妥当性が評価された後に、薬事・食品衛生審議

会における事前評価で公知申請して差し支えな

いと事前評価された適応外薬の効能等につい

て、承認を待たず、保険適用をするという取り

組みも始まっている。 

 

4.9 先駆けパッケージ戦略 

世界に先駆けて、革新的医薬品・医療機器等

の実用化を図るため、基礎研究から臨床研究・

治験、承認審査、保険適用、国際展開までを一

貫して推進するものとして、｢先駆けパッケージ

戦略｣が取りまとめられた。承認審査に関係する

ものとして「先駆け審査指定制度」と、「未承

認薬迅速実用化スキーム」が含まれている。 

① 先駆け審査指定制度 

原則として既承認薬と異なる作用機序によ

り、生命に重大な影響がある重篤な疾患等に

対して、極めて高い有効性が期待される医薬

品を指定することとする。また、PMDA にお

いて指名される審査パートナー（コンシェル

ジュ）を選任して、厚生労働省及び PMDA 内

部の関係各部との連携を強化するとともに定

期的な進捗管理を通じて開発の迅速化を可能

とし、先駆け総合評価相談により事前評価を

充実し、かつ優先審査の対象にすること等

で、審査期間を 6 ヵ月まで短縮することを目

指す。（2019 年 9 月 6 日付薬生薬審発 0906-

(1)） 

指定要件は、以下の 4 つのすべての要件を

満たすこととする。 

(1) 指定要件 1：治療薬の画期性 

原則として、既承認薬と異なる新作用機

序であること、既承認薬と同じ作用機序

であっても開発対象とする疾患への適応

は初めてであること、又は、革新的な薬

物送達システムを用いていること 

(2) 指定要件 2：対象疾患の重篤性 

以下のいずれかの疾患に該当するもので

あること 

・ 生命に重大な影響がある重篤な疾患 

・ 根治療法がなく症状（社会生活が困難

な状態）が継続している疾患 

(3) 指定要件 3：対象疾患に係る極めて高

い有効性 

既承認薬が存在しない、若しくは既存の

治療薬／治療法に比べて有効性の大幅な

改善が見込まれる、又は著しい安全性の

向上が見込まれること 

(4) 指定要件 4：世界に先駆けて日本で早

期開発・申請する意思・体制 

日本における早期開発を重視し、世界に

先駆けて日本で承認申請される（同時申

請も含む）予定のものであり、承認申請

できる体制を有していること。なお、国

内での開発が着実に進んでいることが確

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-iyaku.html?tid=128701
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-iyaku.html?tid=128701
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認できる以下の両方に該当する治療薬で

あることが望ましい。 

・ First In Human (FIH)試験が日本で行わ

れたもの 

・ Proof Of Concept (POC)試験が日本で

行われたもの 

また、使用に当たってコンパニオン診断

薬等が必要となる医薬品を申請する場合

は、当該診断薬等も並行して承認申請で

きる体制（他社との連携体制を含む）を

有していること。 

対象品目は、PMDA の HP で公開されて

いる。 

http://www.pmda.go.jp/review-

services/drug-reviews/0003.html 

② 未承認薬迅速実用化スキーム 

医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬

検討会議について、その検討対象を拡大し、

欧米未承認のものであっても 1．医師主導に

よる国内第 III 相試験を実施中又は終了したも

の、2．優れた試験成績が論文により公表され

ているもの及び 3．先進医療 B で一定の実績

があるもの、以上 1．～3．のいずれかの要件

を満たす重篤・致死的疾患治療薬であれば、

その対象とし、世界に先駆けての実用化を目

指す。これらについて、国内開発企業がある

場合には、企業に対して開発要請し、企業に

よる治験が実施される。なお、海外ベンチャ

ーが開発した品目などで、国内開発企業との

マッチングに時間を要する場合には、臨床研

究中核病院及び国立高度専門医療研究センタ

ー等が医師主導治験又は先進医療を実施し、

薬事承認申請に活用可能なデータを積極的に

取得することで、研究開発支援を強化し、企

業が開発に着手しやすい環境を整える。（2015

年 7 月 1 日付薬食審査発 0701-(2)・医政研発

0701-(2)「医療上の必要性の高い未承認薬・適

応外薬の要望対象の拡大について」） 

 

4.10 再生医療等製品のレギュラトリーサイエン

ス戦略相談（旧薬事戦略相談） 

細胞・組織加工医薬品、遺伝子治療用医薬品

及び遺伝子組換え生ワクチンの品質及び安全性

に係る事項については、開発のより初期の段階

から、レギュラトリーサイエンス戦略相談にお

いて対応することとされている（2011年6月30

日付薬食発0630-(2)「薬事戦略相談の実施に伴う

細胞・組織を加工した医薬品又は医療機器の取

扱いの変更について」及び2013年7月1日付薬食

発0701-(13)「遺伝子治療用医薬品における確認

申請制度の廃止について」）。レギュラトリー

サイエンス戦略相談の実施方法については、

2018年3月22日付薬機発第0322050号「レギュラ

トリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱」

を参照のこと。PMDAによるレギュラトリーサ

イエンス戦略相談にて品質・安全性に関する相

談を行った後、再生医療等製品等の治験が開始

される。 

 

4.11 再生医療等製品の実用化に対応した承認制

度（条件・期限付承認） 

「薬事法の一部を改正する法律」（2013年11

月27日付法第84号）が施行され、均質でない再

生医療等製品については、有効性が推定され、

安全性が確認されれば、条件及び期限付きで特

別に早期に承認できる仕組みが導入された。そ

の場合、7年を越えない範囲で有効性・安全性を

改めて検証し、再度承認申請を行う必要があ

る。 

 

4.12 医薬品の条件付き早期承認制度 

重篤な疾患であって有効な治療方法が乏しく

患者数が少ない疾患等を対象とする医薬品で、

治験実施が困難、あるいは長期間を要する場合

には、検証的臨床試験の成績を求めることな

く、市販後に必要な調査等を実施することを承

認条件として製造販売承認を行う、医薬品の条

件付き早期承認制度が取りまとめられた。

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/0003.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/0003.html
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（2017年10月20日付薬生薬審発1020-(1)「医薬

品の条件付き早期承認制度の実施について」） 

対象となる品目は、①～④のいずれにも該当

する医薬品である。 

① 適応疾患が重篤である 

② 医療上の有用性が高い 

③ 検証的臨床試験の実施が困難である 

④ 検証的臨床試験以外の臨床試験等の成績に

より、一定の有効性・安全性が示される 

本制度が適用される医薬品の承認の際には、

有効性、安全性の再確認等のために必要な調査

等が承認条件となる。調査には、医療情報デー

タベースや患者レジストリー等を活用したもの

も活用が可能である。 

また、医薬品の適正使用を確保する観点か

ら、施設等の要件を定めることが適当な場合

は、当該要件の確保に必要な措置等の実施につ

いても、承認の条件となることがある。 

本制度が適用される医薬品は、優先審査の対

象となる。 

 

4.13 最適使用推進ガイドライン 

革新的な新規作用機序を有する医薬品は、薬

理作用や安全性プロファイルが既存の医薬品と

明らかに異なることがあり、有効性及び安全性

に関する情報が十分蓄積するまでの間、副作用

が発現した際に必要な対応を迅速にとることが

可能な一定の要件を満たす医療機関で使用する

ことが重要である。このため、新規作用機序を

有する革新的な医薬品については、最新の科学

的見地に基づく最適な使用を推進する観点か

ら、当該医薬品の使用に係る患者及び医療機関

等の要件、考え方及び留意事項を示すことを目

的として、承認に係る審査と並行して最適使用

推進ガイドラインを作成する必要がある。

（2017年9月15日付薬生薬審発0915-(1)・保医発

0915-(1)「最適使用推進ガイドラインの取扱いに

ついて」） 

ガイドラインの対象となる医薬品は、①～③

のいずれかに該当する医薬品である。 

① 対象疾患において使用可能な既存の医薬

品と異なる作用機序を有する医薬品 

② 既にガイドラインの対象となっている医

薬品と同様の作用機序を有する医薬品 

③ ①又は②により既にガイドラインの対象

となっている医薬品であって、効能又は

効果の追加を行うもの 

ただし、①に該当する医薬品については、以

下に掲げる点について総合的に勘案して対象と

なる医薬品への該当性について判断される。 

• 薬理作用が既存の医薬品と比較して大きく

異なる 

• 安全性のプロファイルが既存の医薬品と比

較して大きく異なり、使用の上で特別な注

意が必要 

• 既存の医薬品と比較した有効性が著しく高

い 

• 既存の医薬品と比較した臨床的位置づけが

異なり、より広い患者に使用される可能性

が高い 

• 他の疾患を対象とした開発（効能又は効果

の追加）等による使用患者の拡大の可能性 

PMDAのHPで最適使用推進ガイドラインが公

開されている。 

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-

reviews/review-information/p-drugs/0028.html 

 

4.14 バイオ後続医薬品 

バイオテクノロジー応用医薬品については、

化学合成医薬品と異なり既存薬との有効成分の

同一性を実証することが困難であるが、技術等

の進歩により、バイオテクノロジー応用医薬品

と同等・同質の医薬品として、バイオ後続品の

開発が諸外国で進められるようになり、WHOや

主要国で法的枠組みの新設や技術的指針が定め

られた。日本においても、2009年3月にバイオ後

続品の品質･安全性･有効性確保のための指針

（2009年3月4日付薬食審査発第0304007号）が

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/p-drugs/0028.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/p-drugs/0028.html
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策定された。本指針の策定にあわせ、「バイオ

後続品」として医療用医薬品の新たな申請区分

が設けられ、バイオ後続品の承認申請について

（2009年3月4日付薬食発第0304004号）、承認

申請に際し留意すべき事項（2009年3月4日付薬

食審査発第0304015号）、一般的名称及び販売

名の取り扱い（2009年3月4日付薬食審査発第

0304011号、2013年2月14日付薬食審査発0214-

(1)、2013年2月14日付事務連絡）、バイオ後続

品の品質・安全性・有効性確認のための指針に

関する質疑応答集（Q&A）について（2009年7

月21日付事務連絡、2010年3月31日付事務連

絡、2015年12月15日付事務連絡）に関する通知

が発出された。 

 

4.15 コンビネーション製品 

単独で流通した場合には医療機器に該当する

ことが想定される機械器具等と組み合わせて一

体的に製造販売するものとして承認を受けた医

薬品を「コンビネーション製品」という。コン

ビネーション製品の取扱いについては、「コン

ビネーション製品の承認申請における取扱いに

ついて」（2014年10月24日付薬食審査発第

1024-(2)・薬食機参発1024-(1)・薬食安発1024-

(9)・薬食監麻発1024-(15)）にて示され、2014年

11月25日より適用されている。その後、2016年

9月15日付薬生薬審発0915-(1)・薬生機審発

0915-(1)・薬生安発0915-(3)・薬生監麻発0915-

(3)、2016年11月22日付薬生薬審発1122-(4)・薬

生機審発1122-(10)・薬生安発1122-(7)・薬生監

麻発1122-(4)により改正された。この改正によ

り、薬物と一体不可分な一般医療機器であっ

て、当該一般医療機器の一般的名称の定義にお

いて容器と規定されているものは容器とみなす

こととし、コンビネーション製品に該当しない

こととなった。ただし、「プレフィル用シリン

ジ」については、それまで医療機器の一般的名

称の定義において容器としてきたものを容器で

ない一般医療機器と変更されたことから、「プ

レフィルドシリンジ製剤」は引き続きコンビネ

ーション製品として取り扱うこととされた。 

医薬品たるコンビネーション製品について、

その構成する機械器具に起因する不具合が発生

した場合には、当該コンビネーション製品の製

造販売業者が、医療機器の不具合報告に準じて

不具合報告を行うものとする。不具合報告の取

扱いについては、「医薬品等の副作用等の報告

について」（2014年10月2日付薬食発1002-

(20)）にて示されている。 

 

4.16 共同開発 

共同開発の目的は、新薬の開発リスクの軽

減、開発を効率よく推進すること等である。共

同開発に関しては、従来、共同開発グループの

構成要件、資料作成者の要件等規制があった

が、1999年4月8日付の医薬品の承認申請に関す

る基本通知により、それらの要件は緩和され

た。 

緩和された主な規制の内容は、共同開発グル

ープの構成要件において、従来は必要とされて

いた新薬の承認取得経験が不要となったこと、

また、承認申請資料作成者の要件についても、

これまで共同開発グループで臨床試験を行った

もの（治験依頼者が連名となっていること）と

されていたが、共同開発グループ内のいずれか1

社が行った臨床試験データを用いて他の会社が

申請することが可能となったことが挙げられ

る。 

このように、共同開発グループ内であれば、

別の会社で行った試験が一定の条件を満たす場

合であれば、申請者以外の者が作成したデータ

であっても承認申請資料として受入れられるこ

と、共同開発グループ内での複数の者による申

請について、同一の申請資料により審査される

こと等データの簡素化が図られている。 

 

4.17 製造販売承認の承継 

製造販売承認は相続、合併及び契約等により

法に定める製造販売業者に、一切の資料及び情



日本の薬事行政 

 
2020 - 36 - 

報が現承認保有者より譲渡されることを条件に

承継することができる。 

承認後1年以上の製造販売の実績がない品目の

承継については、合併等を除きその承継は認め

られていないが、事業部門の譲渡に伴う承継に

ついては、所要の事項を満たした場合は、個別

の内容を評価した上で承継の可否が判断される

ので、事前に届出先に相談して承諾を得る必要

がある（2016年3月29日付審査管理課／監視指

導・麻薬対策課事務連絡）。 

 

4.18 外国製造医薬品の承認申請 

外国製造業者は、日本に輸出しようとする医

薬品について品質、有効性及び安全性に関する

必要な試験を行い、所定の手続きを経て自らの

名義で直接製造販売承認申請を行うことができ

る（図6 外国製造医薬品の承認手順）。その

際、外国製造業者は、国内において当該承認に

係る品目に応じた種類の製造販売業許可を受け

ている製造販売業者の中から、選任製造販売業

者を選任しなければならず、国内において当該

承認にかかる医薬品による保健衛生上の危害の

発生防止に必要な措置をとらせるとともに、国

内における製造販売を行なわせることができ

る。 

 

4.19 輸出用医薬品の証明書の発給 

輸出先国等の要求に応じた、輸出される医薬

品、医薬部外品又は医療機器が医薬品医療機器

法の規定に基づき製造されたものである旨の証

明書が厚生労働省から発給される。 

厚生労働省が発給する証明書の種類は、医薬

品等の製造業・製造販売業の許可、医薬品の製

造販売承認、新医薬品の製造販売承認申請書の

添付資料、医薬品のGLPの適合状況、治験薬の

治験計画の届出、WHO証明制度に基づく医薬品

製剤証明書、医薬品製剤承認・許可状況陳述書

に関する事項、GMPへの適合状況、治験薬GMP

への適合状況である。（表2 証明事務担当課区

分）。PMDAを窓口として医薬品等について輸

出のための各種証明書が所定の様式により発給

される。その証明様式が輸出先国等の要求する

証明書と合致しない場合には、あらかじめ当局

に照会するよう求められている（2014年11月25

日付薬食発1125-(12)、2015年10月1日付薬生発

1011-(1)一部改正）。 

海外の製造所で製造した最終製品を第三国に

輸出する場合においても証明書が発給される

（2014年6月4日付薬食審査発0604-(3)）。 

2013年10月より、EUとの相互承認協定

（MRA）に関するGMP証明発給については、化

学的医薬品の非無菌性剤（錠剤、カプセル剤、

外用剤など）を対象に欧州医薬品庁（EMA）が

提供するEudraGMDPデータベースへの情報の登

録をもって、GMP証明として利用することにな

った。GMP証明の相手先国は、EUのうち日本と

MRAを締結している国全てに対するものであ

る。2016年4月より、EU加盟国全てが日欧MRA

の対象国となった（2016年4月26日付薬生監麻

発0426-(3)）。さらに、2018年7月17日から、

GMP相互承認の対象医薬品が、原薬（有効成

分）、無菌医薬品、ワクチンなどの生物学的医

薬品（ただし、不特定多数のドナーから採取さ

れたヒト血液・細胞・組織などに由来するもの

等を除く）にも拡大し、ほとんどの医薬品をカ

バーすることとなった。当該証明内容について

は、申請者がPMDAに提出した情報をもとに、

PMDAがEudraGMDPデータベースに登録する。

登録情報は原則として同データベース上におい

て一般公開される（2013年6月28日付薬食監麻

発0628-(4)）。 

なお、英国のEU離脱（通称Brexit）による日

欧MRAが日英間に適用されなくなる場合に備え

て、2019年9月に日本と英国で相互承認に関する

協定が締結された（薬生監麻発0920-(2)） 

 

 

5．日本薬局方及び他の基準と検定 
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5.1 日本薬局方 

日本薬局方（日局）は、法第41条第1項の規定

に基づき、医薬品の性状及び品質の適正をはか

るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴い

て、厚生労働大臣が定め公示した医薬品の規格

書である。 

日局は、1886年6月に公布されて以来、改正を

重ね、医薬品医療機器法には少なくとも10年ご

とに全面改正するよう定められており、実際に

は1976年4月の第九改正以降、5年ごとに全面改

正が行われている。また、第十一改正以降にお

いては、5年ごとの全面改正の間に一部改正が行

われている。 

日本語 HP： 

http://www.pmda.go.jp/rs-std-jp/standards-

development/jp/0001.html 

英語 HP： 

http://www.pmda.go.jp/english/rs-sb-

std/standards-development/jp/0009.html 

 

第十七改正日本薬局方は、2016年3月7日厚生

労働省告示第64号にて告示され、2016年4月1日

から適用された。同第一追補は、2017年12月1

日厚生労働省告示第348号にて告示され、同日か

ら適用された。さらに同第二追補は、2019年6月

28日厚生労働省告示第49号にて告示され、同日

から適用された。 

2016年10月19日付事務連絡にて、第十八改正

日本薬局方の作成基本方針が、次のとおりとり

まとめられた。 

 

(1) 日本薬局方の役割と性格 

日本薬局方は、学問・技術の進歩と医療需

要に応じて、我が国の医薬品の品質を適正に

確保するために必要な規格・基準及び標準的

試験法等を示す公的な規範書である。 

また、日本薬局方は、薬事行政、製薬企

業、医療、薬学研究、薬学教育などに携わる

多くの医薬品関係者の知識と経験を結集して

作成されたものであり、それぞれの場で関係

者に広く活用されるべき公共のものである。 

更に、日本薬局方は、その作成過程におけ

る透明性とともに、国民に医薬品の品質に関

する情報を開示し、説明責任を果たす役割が

求められる公開の書である。 

加えて、日本薬局方は、我が国における保

健衛生医療上重要な医薬品の一覧となるとと

もに、国際社会の中においては、国レベルを

超えた医薬品の品質確保にむけ、先進性及び

国際的整合性の維持・確保に応分の役割を果

たし、貢献することも求められている。 

(2) 第十八改正日本薬局方作成の5本の柱 

1) 保健医療上重要な医薬品の全面的収載 

2) 最新の学問・技術の積極的導入による質

的向上 

3) 医薬品のグローバル化に対応した国際化

の一層の推進 

4) 必要に応じた速やかな部分改正及び行政

によるその円滑な運用 

5) 日本薬局方改正過程における透明性の確

保及び日本薬局方の普及 

(3) 収載方針 

医療上の汎用性があり、かつ必要性が高い

と考えられる医薬品、優先審査がなされた画

期的な医薬品、代替薬がない医薬品、米国薬

局方（USP）や欧州薬局方（EP）等に収載さ

れ、国際的に広く使用されている医薬品は、

優先的に新規収載する方針であり、既承認品

で保険医療上重要な医薬品や後発医薬品が承

認された医薬品は可能な限り速やかに収載す

るよう検討する。今後承認される新規開発医

薬品については、承認後一定期間を経た後に

収載することとし、例えば品質、安全性及び

有効性に係る一定の情報を収集することが可

能となり次第、速やかに収載検討対象とす

る。 

 

・施行時期 

http://www.pmda.go.jp/rs-std-jp/standards-development/jp/0001.html
http://www.pmda.go.jp/rs-std-jp/standards-development/jp/0001.html
http://www.pmda.go.jp/english/rs-sb-std/standards-development/jp/0009.html
http://www.pmda.go.jp/english/rs-sb-std/standards-development/jp/0009.html
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第十八改正の施行時期は2021年4月を目標と

する。なお、審議状況等を勘案し、第十七改

正日本薬局方の追補改正及び部分改正を適宜

行う。 

 

・日本薬局方作成審議組織 

かつては日本薬局方改正案は厚生労働省の

審議会で審議されていたが、現在はPMDAの

局方原案検討委員会で作成された日本薬局方

の改正原案を薬局方部会が承認する形式で機

能している。PMDAの局方原案検討委員会に

は、総合委員会のもとに、化学薬品委員会、

生物薬品委員会等の各種委員会が設けられ、

そこで改正原案の作成を行っている。委員会

によっては、更に特定の問題を扱うためのワ

ーキンググループが問題に応じて組織され

る。 

日本薬局方改正の原案作成に際して関西医

薬品協会技術研究委員会、東京医薬品工業協

会局方委員会等の業界の協力を得ている。 

日局収載候補品目は、原案作成者にて、日

本薬局方原案作成要領に基づいて原案が作成

され、局方原案検討委員会の審議を経て、意

見募集の後に局方部会で審議される。局方部

会で了承された後、再度、意見募集が行われ

た後に日本薬局方に収載される（図7を参

照）。 

 

5.2 医薬品医療機器法第42条に基づく基準 

法第42条の規定に基づき、保健衛生上特別な

注意を要する医薬品について、製法、性状、品

質、貯法等に関し必要な基準が設けられてい

る。現在、次のものが定められている。 

・ 放射性医薬品基準 

・ 生物学的製剤基準 

・ 血液型判定用抗体基準  

・ 生物由来原料基準 

 

5.3 生物由来原料基準 

2003年厚生労働省告示第210号により、生物

由来の原材料から製造する原料又は材料を製造

工程において使用する全ての医薬品、医薬部外

品、化粧品及び医療機器の当該原料又は材料に

ついて、法第42条第1項の規定（医薬品等の基

準）に基づき、品質及び安全性確保の観点から

生物由来原料基準が定められた。本基準は、

2003年7月30日から経過措置を含めて施行さ

れ、通則、血液製剤総則、人由来製品原料総則

及び動物由来製品原料総則から構成される。ま

た、細胞組織医薬品及び細胞組織医療機器に関

する基準は、2003年7月29日をもって廃止され

た。生物由来原料基準の制定に伴い、生物学的

製剤基準の一部が2003年厚生労働省告示第211

号で改正され、生物学的製剤基準より血液製剤

総則が削除された。 

2004年7月5日厚生労働省告示第262号によ

り、下記に示す生物由来原料基準の一部が改正

され、同日から経過措置を含めて適用された。 

・ 反芻動物由来原料基準 

(1) 医薬品、医療機器、医薬部外品及び化粧

品（以下「医薬品、医療機器等」の原材

料として使用を禁止する部位にせき柱

骨、頭骨、三叉神経節及び背根神経節の4

部位が追加された。 

(2) 2003年12月にアメリカ合衆国において

BSE感染牛が確認されたことに伴い医薬

品、医療機器等の原材料として使用する

ことができるウシ及びその他類縁反芻動

物由来物の原材料の原産国から「アメリ

カ合衆国」が削除された。 

(3) 医薬品、医療機器等に用いられる皮由来

の原材料から製するゼラチン及びコラー

ゲンについて、BSEに係る原産国規制の

対象から除外された。 

また、2007年9月28日付厚生労働省告示第310

号により、ウシ及びその他類縁反芻動物由来物

の原材料の原産国から「チリ」が削除された。
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更に、2009年7月1日付厚生労働省告示第343号

により、カナダを原産国とする反芻動物由来原

材料についても、アメリカ産原料と同等の範囲

で使用を認められることとなった。 

そのほか、生物由来原料基準の規定を満たさ

ないマスターセルバンク又はマスターシードに

使用される原材料について、2009年3月27日付

審査管理課事務連絡により、審査上の取扱いが

示されている。 

2014年11月25日施行の薬事法改正（2013年11

月27日付法第84号）に伴い、医薬品、医療機

器、再生医療等製品等に用いるヒト又は動物に

由来する原料が満たすべき基準について、最新

の科学的知見に照らしてそのあり方を検討し、

生物由来原料基準の一部改正を行った（2014年

厚生労働省告示第375号）。羊毛、乳、骨及び皮

由来ゼラチン（コラーゲンを含む）は「低リス

ク原料等」とし、原産国規制の対象除外範囲が

拡大された。また、従来から脂肪酸、グリセリ

ン、脂肪酸エステル、アミノ酸、合成オリゴペ

プチドその他高温及びアルカリ処理により製す

るものは反芻動物由来原料基準から除外されて

いたが、原料等に混入する可能性のあるプリオ

ンのクリアランス値から製品の安全性が確保さ

れていると評価できるもの等、適切な処理によ

り製するものも除外されることとなった。 

 

5.4 行政通知による品質基準 

法令に基づき定められている品質基準のほ

か、現在、行政通知により次のもの等について

品質規格を公表している。 

・ 日本薬局方外医薬品規格 

・ 日本薬局方外生薬規格 

・ 殺虫剤指針 

・ 体外診断用医薬品原料規格 

・ 医薬品添加物規格 

・ 医薬部外品原料規格 

 

5.5 検定 

医薬品のうち、高度の製造技術や試験法を必

要とするものについては、その品質を確保する

ため、検定を受けるべき医薬品として指定され

る。指定された医薬品は、厚生労働大臣の指定

する機関の検定を受け、これに合格したもので

なければ販売、授与等をしてはならないとされ

ている（法第43条）。 

現在、生物学的製剤の一部が検定を受けるべ

き医薬品として指定されており、検定機関には

国立感染症研究所が指定されている。 

 

 

6．薬事監視 

 

6.1 薬事監視 

医薬品等の製造、輸入、表示、広告、流通等

の適正を図るため、医薬品医療機器法の定める

ところにより厚生労働大臣、都道府県知事等は

「薬事監視員」を任命し、不正表示医薬品、品

質不良医薬品、未承認無許可医薬品、虚偽・誇

大広告等に対する監視指導体制を敷いている。

薬事監視員は必要に応じ立入検査を実施し、違

反が認められた場合は、行政処分を含め種々の

命令を発動することができる。その主なものは

次のとおりである。 

・ 承認の取消し、承認事項の変更命令 

・ 許可の取消し、業務停止命令 

・ 医薬品等について販売の一時停止、廃棄 

・ 回収命令 

・ 製造所の構造設備が基準に適合しない場合

等の改善命令 

 

6.2 回収について 

医薬品、医療機器等の製造販売業者等、又は

輸出用の医薬品、医療機器等の製造業者は、そ

の製造販売をし、又は製造をしている製品を回

収する時は、回収に着手した旨、回収の状況及

び回収を終了した旨を都道府県知事に報告しな
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ければならない。（法第68条の11、規則第228

条の22）。 

何らかの不良により製品の安全性あるいは有

効性に問題がある場合、又は、医薬品医療機器

法又は承認事項に違反する製品等は回収するこ

ととし、すべての回収情報はPMDAのHPで、以

下のクラスごとに公開されている。また、医薬

品の回収情報はそのクラス分類や海外の輸出の

有無等に応じて、PIC/S加盟国及び申請国、欧州

経済地域（EEA）加盟国並びに協力国際機関

（世界保健機関（WHO）、欧州医薬品医療品質

理事会（EDQM）、欧州委員会）に向けて、緊

急回収通報（Rapid Alert Notification of a Quality 

Defect/Recall）をする。 

 

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。 

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

害の恐れはまず考えられない状況。 

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。 

（2014年11月21日付薬食発1121-(10)、一部改

正2018年2月8日付薬生発0208-(1)） 

 

6.3 医薬品等による医療事故防止 

医療事故防止のため、医薬品等の名称、容器

又は仕様等を改め、誤用をなくすよう「医療事

故を防止するための医薬品の表示事項及び販売

名の取扱いについて」（2000年9月19日付医薬

発第935号）が通知され、2003年11月27日付薬

食発第1127003号及び2004年6月2日付薬食発第

0602009号において、関係企業の一層積極的な

取組みが要請された。更に新規医薬品の販売名

に関しては、2005年10月17日付事務連絡で

（財）日本医薬情報センターで運用されている

新規承認医薬品名称類似回避フローチャートの

利用が指導されている。また、後発医薬品の販

売名に対しても同年9月22日付薬食審査発第

0922001号通知で命名の一般原則が示された。 

医療事故防止対策等に係る販売名変更の代替

新規承認申請については2005年4月から申請手数

料が改正された。更に承認品目の薬価基準収載

が、従来の毎年1回から毎年2回とされ、医療事

故防止対策等に係る販売名変更の環境が整えら

れた。 

 

6.4 ウシ伝達性海綿状脳症（BSE）等への安全

対策 

BSEは、1980年代後半に英国で頻発し、その

後、欧州諸国等で発生した。欧州におけるBSE

の発生動向を踏まえ、ウシ等に由来する原料を

用いて製造される医薬品等について製造業者等

に対し品質及び安全性確保対策を講ずることの

必要性から自主点検及び承認書の整備等を行う

ことが求められた（2000年12月12日付医薬発第

1226号）。 

その後、2001年9月21日、日本国内でのBSE

感染牛の発生が確定したこと等を踏まえ、ウシ

等由来原料を使用する医薬品等に対する一層の

安全対策を強化するための予防的措置として品

質及び安全性確保の強化が求められた（2001年

10月2日付医薬発第1069号）。 

国際的な動向を踏まえて、ウシ等由来原料を

使用する医薬品、医療機器等に対する一層の安

全対策を強化するための予防的な措置として使

用部位等からみて注意すべきウシ等由来原料、

血液製剤に関する取り扱い、人尿由来製剤の取

り扱い及び承認等の取り扱いに関して通知され

た（2003年4月14日付医薬発第0414004号）。そ

の後、カナダ及びアメリカ合衆国でBSE感染牛

の発生が確認され、その都度措置が講じられ

た。 

2003年厚生労働省告示第210号で生物由来原

料基準が制定され、生物由来製品並びに生物由

来の原料から製造する原料又は材料を製造工程

において使用するすべての医薬品、医薬部外
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品、化粧品及び医療機器の当該原料又は材料に

ついて薬事法で規制された。 

また、ヒト又は動物由来成分を原料として製

造される医薬品等についても、現時点の科学的

水準に基づいた品質及び安全性確保対策を講ず

ることが必要と考えられ、製造販売業者等に対

し自主点検及び承認書の整備等を行うことが求

められた。 

2004年7月厚生労働省告示第262号により、生

物由来原料基準の一部が改正され、2004年7月5

日付薬食発第0705001号「生物由来原料基準の

一部改正について」、2005年3月25日付薬食審

査発第0325003号「改正薬事法の施行に伴う

TSE資料の取扱いについて」が通知された。 

2006年9月25日付監視指導・麻薬対策課事務

連絡「米国産ウシ由来原材料等を使用した医薬

品等の自己確認について」の中で、原材料の切

替え期限後も一部のロットに米国産ウシ由来原

材料を使用している製品が製造販売されていた

事実が判明したため更なる予防措置の観点から

自己確認票（自己確認のチェックポイント）に

よる確認の実施が指導されている。また、2007

年には、医薬品等の原材料に用いることができ

るウシ等の原産国からチリが削除されたことが

通知され、改めて基準への適合性について自己

点検を行うよう指導されている。2012年12月に

はブラジル、2015年1月にはノルウェーにおいて

BSE感染牛の発生が伝えられ、それぞれ自主点

検及び予防的な措置が通知された。 

 

2014年9月厚生労働省告示第375号により、生

物由来原料基準の一部が改正され、ウシ等由来

原料として使用可能な原産国として、従前の原

産国に加え、国際獣疫事務局（OIE）のBSEリス

クステータスが無視できるリスク」とされた

国々が追加された。
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図 4  特許権の存続期間の延長 
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図 5  厚生労働大臣の承認に係る医薬品の承認審査の流れ 
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図 6  外国製造医薬品の承認手順 
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図 7  日本薬局方新規収載までの流れ 
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表 1  主要規制医薬品分類表 

 

区  分 内     容 

毒薬・劇薬 毒薬又は劇薬は、人又は動物の身体に摂取・吸収され、又は、外用された場合、

有効量が致死量に近い、蓄積作用が強い、薬理作用が激しい等のため、人又は動

物の機能に危害を与え、又は、そのおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定

する医薬品である。 

処方箋医薬品 処方箋医薬品とは、医療用医薬品のうち、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋

又は指示によらなければ販売又は授与してはならないものとして厚生労働大臣が

指定する医薬品である。 

習慣性医薬品 習慣性医薬品は、習慣性があるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品であ

る。 

特定疾病用の医

薬品 

政令で定めるがんその他の特定疾病に使用されることが目的の医薬品で、医師又

は歯科医師の指導のもとに使用されるものでなければ危害を生ずる恐れが特に大

きいもの。 

麻薬 麻薬とは、中枢神経に作用して精神機能に影響を及ぼす物質であって、依存性が

あり、乱用された場合の有害性が強いとされるものが該当し、「麻薬及び向精神薬

取締法」において、モルヒネ、コデイン、ペチジン、コカイン等が規定されてい

る。 

向精神薬 向精神薬とは、中枢神経系に作用して精神機能に影響を及ぼす物質のうち、依存

性があり、かつ乱用された場合に有害性が麻薬、覚せい剤より低いものをいい、

「麻薬及び向精神薬取締法」において、バルビタール等の睡眠薬、ジアゼパム等

の精神安定剤、ペンタゾシン等の鎮痛薬等が規定されている。 

あへん けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの。ただし、医薬品として

加工を施したものは「あへん法」から除かれ、「麻薬及び向精神薬取締法」によ

り、「麻薬」として規制される。 

覚せい剤 覚せい剤とは、依存性があり、乱用された場合の有害性が強く、かつ強い覚せい

作用を有するものをいい、「覚せい剤取締法」において、フェニルアミノプロパン

（アンフェタミン）、フェニルメチルアミノプロパン（メタンフェタミン）及び各

その塩類、これらのいずれかを含有するものが規定されている。 

覚せい剤原料 覚せい剤の原料であり、「覚せい剤取締法」の別表 及び「覚せい剤原料を指定す

る政令」において規定されている。 
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表 2  証明事務担当課区分 

 

課   名 証 明 事 項 

医薬品審査管

理課 

1. 医薬品・医薬部外品等の製造業の許可に関する事項 

2. 医薬品・医薬部外品等の製造販売承認（届出）に関する事項 

3. 新医薬品の製造販売承認申請書の添付資料に関する事項 

4. 医薬品の GLP 省令（医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準）の適

合状況に関する事項 

5. 医薬品製剤証明書（医薬品）に関する事項 

6. 医薬品製剤承認・許可状況陳述書に関する事項 

7. 治験薬の治験計画の届出に関する事項 

医療機器審査

管理課 

1. 医療機器の製造業の登録に関する事項 

2. 医療機器の製造販売承認（届出）に関する事項 

3. 体外診断用医薬品及び再生医療等製品の製造業の登録又は許可に関する事項 

4 体外診断用医薬品及び再生医療等製品の製造販売承認（認証・届出）に関する

事項 

5. 再生医療等製品の製造販売承認申請書の添付資料に関する事項 

6. 再生医療等製品の GLP 省令（再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の

実施の基準）の適合状況に関する事項 

7. 医薬品製剤証明書（体外診断用医薬品及び再生医療等製品）に関する事項 

8. 医薬品製剤承認・許可状況陳述書（体外診断用医薬品及び再生医療等製品）に

関する事項 

医薬安全対策

課 

1. 医薬品、医薬部外品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品の製造

販売業の許可に関する事項 

（ただし他課の証明事項に付随して申請された場合は当該担当課の証明事項と

する） 

監視指導・麻

薬対策課 

1. 医薬品・医薬部外品の GMP 省令の要求事項への適合状況に関する事項（医薬

品製剤証明書に関する事項を除く） 

2. 機器・体外診 QMS 省令の要求事項への適合状況に関する事項 

3. 再生医療等製品 GCTP 省令の要求事項への適合状況に関する事項 

4. 治験薬 GMP 通知の要求事項への適合状況に関する事項 
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第 3 章 

医薬品の開発 
 

 

1．開発から承認までの過程 

医薬品の製造販売の承認については、薬事法

等の一部を改正する法律（2013年法律第84号）

による改正後の医薬品、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（1960年

法律第145 号。以下「法」という）第14条の規

定に基づき、これを製造販売しようとする者か

ら申請があった場合に、申請に係る医薬品の成

分・分量、用法・用量、効能・効果、副作用等

に関する所要の審査を行った上で、厚生労働大

臣が品目ごとにその承認を与えることとされて

おり、承認申請にあたっては、その時点におけ

る医学薬学等の学問水準に基づき、倫理性、科

学性及び信頼性の確保された資料により、申請

に係る医薬品の品質、有効性及び安全性を立証

するための十分な根拠が示される必要がある

（2014年11月21日付薬食発1121-(2)）。 

医薬品の承認申請に際しては臨床試験の試験

成績に関する資料その他の資料を添付して申請

しなければならない（法第14条第3項）。 

本項では、医薬品の開発に関して、治験手続

き、対面助言、承認審査などについて概略を説

明する。 

なお、新医薬品とはすでに製造販売の承認を

与えられている医薬品と有効成分、用法・用

量、効能・効果、投与経路等が明らかに異なる

医薬品である。 

 

1.1 新医薬品の開発 

新医薬品の開発においては、品質、有効性及

び安全性を立証するための十分な根拠を収集す

ることが重要であり、非臨床試験及び臨床試験

において新医薬品の品質、有効性及び安全性を

示すために必要な成績を得なければならない。

非臨床試験としては、理化学的試験、薬理・薬

物動態・毒性に関する試験があり、臨床試験と

しては第Ⅰ相、第Ⅱ相及び第Ⅲ相試験（又はカ

テゴリーとしての臨床薬理的試験、探索的試

験、検証的試験、治療的使用）が行われる。特

に各相における臨床試験を開始する上で、非臨

床試験あるいは先行する臨床試験の結果により

薬剤の安全性が十分に確保される必要がある。 

承認を受けるために提出される資料は厚生労

働省令で定める基準に従って収集され、かつ、

作成されたものでなければならないことが医薬

品医療機器法で規定されており（法第14条第3

項）、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関す

る省令」（1997年3月27日付厚生省令第28号、

一部改正2016年1月22日付厚生労働省令第9号）

（以下、GCP）、「医薬品の安全性に関する非

臨床試験の実施の基準に関する省令」（1997年3

月26日付厚生省令第21号、一部改正2008年6月

13日付厚生労働省令第114号）（以下、GLP）及

び「申請資料の信頼性の基準」（施行規則第43

条）が施行されている。したがって、これらの

基準が適用される試験資料については対応する

基準に適合していることが医薬品の適正な評価

において重要とされ、申請資料としての受入れ

条件となる。なお、これら基準に対する適合性

の調査は、厚生労働省の委託を受けてPMDAに

より行われる。 

新医薬品における開発から承認までの流れを

図8（新医薬品における開発承認のフローチャー

ト）に示す。 

 

1.2 治験手続き  

新医薬品等の製造販売承認申請の際に提出す

べき資料の収集のために行われる臨床試験（治

験）の実施においては、法及びGCPにより治験

計画の事前届出義務、治験依頼者から治験施設
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に対する治験依頼における遵守事項等が定めら

れている。 

GCPの範囲は患者を対象とする臨床試験のほ

か、健康志願者を対象とする第Ⅰ相試験、ヒト

における生物学的同等性試験、既承認医薬品の

効能追加等を目的とした試験及び市販後に実施

される市販後臨床試験も含まれる。更に、2003

年の一部改正により、医師主導による治験につ

いても定められている。 

治験の依頼については、初回治験計画の届書

をPMDAが受理した日から起算して30日を経過

した後でなければ治験契約をしてはならないこ

と（2回目以降の治験計画届書については、原則

として、少なくとも2週間を目安とする）、治験

依頼者は治験中に発生した重篤な副作用、感染

症を当局に報告しなければならないこと、治験

中に問題が生じた場合には当局は治験依頼者及

び治験実施機関のGCP遵守状況を実地に調査す

ることができること等も法制化されている。な

お、被験者の生命及び健康に重大な影響を与え

るおそれのある疾患その他の健康被害の防止の

ために緊急に使用されることが必要な薬物に限

っては、治験の開始後30日以内に治験の計画を

届け出ることができるとされた（2013年5月31

日付薬食審査発0531-(8)）。 

治験計画の届出については、厚生労働省の委

託により、PMDAが行う初回の届出内容に対す

るチェック制度が法制化され、又、治験実施計

画等については同じくPMDAにより指導、助言

がなされる“治験相談制度”が設けられた（1.4 対

面助言の項を参照）。 

治験計画の届出を必要とする場合は次のとお

りである。 

① 新有効成分薬物 

② 新投与経路薬物（ただし、生物学的同等性

試験は除く） 

③ 新配合剤、新効能・効果、新用法・用量薬

物（医療用目的のもの）（ただし、生物学

的同等性試験は除く） 

④ 新有効成分含有医薬品の再審査期間を経過

していないものと有効成分が同じ薬物（た

だし、生物学的同等性試験は除く） 

⑤ 生物由来製品となることが見込まれる薬物

（①～④ は除く）（ただし、生物学的同

等性試験は除く） 

⑥ 遺伝子組換え技術を応用して製造される薬

物（①～⑤ は除く）（ただし、生物学的

同等性試験は除く） 

また、治験計画等の届書の種類と添付書類は

次のとおりである。 

① 治験計画届書（新有効成分薬物・新投与経

路薬物・新医療用配合剤につき初めて届出

をする場合は、治験を行う医療機関との予

定契約締結日の少なくとも31 日以上前に

届け出る。これ以外は、治験を行う医療機

関との予定契約締結日の少なくとも2週間

程度前を目安として届け出る。） 

a. 当該治験の依頼を科学的に正当と判断し

た理由を記した文書（2 回目以降の届書

では前回届出以降の新たな試験結果及び

情報の概要に関する記述を含むものであ

ること） 

b. 治験実施計画書 

c. インフォームド・コンセントに用いられ

る説明文書及び同意文書 

d. 症例報告書の見本（治験実施計画書にお

いて、症例報告書に記載すべき事項が十

分に読み取れる場合は、提出は不要であ

ること） 

e. 最新の治験薬概要書 

なお、ICH（医薬品規制調和国際会議）に

て「潜在的発がんリスクを低減するための

医薬品中 DNA反応性（変異原性）不純物の

評価及び管理ガイドライン（ICH-M7）」が

定められたことに伴い、2016年1月15日以

降に届出される治験計画届書では上記aから

eの添付書類に加えて、「DNA反応性（変異

原性）不純物の評価及び管理に関する資
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料」も添付することとなった（2015年11月

10日付薬生審査発1110-(3)、一部改正2018

年6月27日付薬生薬審発0627-(1)）。 

株化された細胞を用いて製造されるタンパ

ク質性医薬品等について初めて届出をする

場合は、治験薬の品質に関して以下の情報

等を参考資料として別途添付する必要があ

る（2015年12月14日付事務連絡）。 

• 治験薬の製造フロー図 

• セルバンクが感染性物質に汚染されてい

ないか 

• 精製前の培養液が細菌、真菌、マイコプ

ラズマ、迷入ウイルス等の病原体によっ

て汚染されていないか 

• ヒト又は動物由来原材料を使用している

場合は、生物由来原料基準への適合性 

• 治験薬製造で動物細胞又は生物由来の原

材料が使用されている場合は、治験薬の

ウイルス安全性 

• 不純物の除去状況、原薬及び製剤の規格

試験のうち、安全性に関する試験の暫定

規格 

また、2019年10月1日以降に届け出る治験

計画届書のうち、初めてヒトに投与する薬

物を用いた治験の計画では、治験薬概要書

作成の根拠となった非臨床安全性試験（毒

性試験及び安全性薬理試験）の最終報告書

を添付することとなった（2019年6月20日

付薬機審長発第0620003号、薬機審長発第 

0620004号）。 

② 治験計画変更届書（原則として届出事項の

変更の前に治験計画届書ごとに届け出

る。） 

必要に応じ変更事項に関する資料 

③ 治験中止届書（治験計画届書ごとに治験が

中止された都度遅滞なく届け出る。） 

必要に応じ中止理由に関する資料（中止に

至るまでの投与症例に関する情報を含むも

のであること） 

④ 治験終了届書（治験計画届書ごとに、全て

の医療機関から治験を終了する旨の通知を

受け、治験薬の回収が終了した時点で遅滞

なく届け出る。） 

⑤ 開発中止届書（本邦における当該薬物の全

ての開発を中止する場合に届け出る。） 

また、2011年4月1日以降に届け出る治験計画

届書等（治験計画変更届書、治験終了届書、治

験中止届書、開発中止届書を含む）の添付資料

として、従来の紙媒体の他、電子媒体も提出す

ることとなった（2013年5月31日付薬食審査発

0531-(8)）。 

なお、国際共同治験が増加しつつあることを

踏まえ、2008年4月1日以降に届け出る治験計画

届書に国際共同治験の情報を記載することにな

った（2008年3月21日付薬食審査発第0321001

号）。また、個別化医療に関連する医薬品とそ

のコンパニオン診断薬の開発動向を踏まえ、

2014年2月1日以降に届け出る医薬品の治験計画

届書では、対象医薬品に対応するコンパニオン

診断薬等の開発が行われている場合、その旨及

び当該コンパニオン診断薬等の開発状況などを

備考欄に記載することになった（2013年7月1日

付薬食審査発0701-(10)）。 

製造販売された際にコンビネーション製品に

該当すると考えられるものについて、治験の計

画を届け出ようとする場合は、備考欄に「コン

ビネーション製品に関する治験」と記載した上

で、薬物、機械器具又は加工細胞等のいずれか

として一つの治験の計画を届け出ることになっ

た（2014年10月24日付薬食審査発1024-(2)・薬

食機参発1024-(1)・薬食安発1024-(9)・薬食監麻

発1024第-(15)、改正2016年11月22日付薬生薬審

発1122-(4)・薬生機審発1122-(10)・薬生安発

1122-(7)・薬生監麻発1122-(4)）。 

 

1.3 治験中の安全性情報（副作用・感染症報

告） 

治験中に得られる安全性情報については、

「治験中に得られる安全性情報の取り扱いにつ
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いて」（1995年3月20日付薬審第227号：ICH-

E2A）に規定されているとおり、速やかに報告

することとされている。 

このICHのガイドライン等を参考として、

1997年4月の施行規則の改正において、外国での

事例を含め、治験薬に係る副作用等の厚生労働

大臣への報告義務が法制化された。その規定の

概要は次のとおりである。 

A: 7日報告（次に掲げる症例等の発生のうち

当該治験薬等の副作用によるものと疑われ

るもの、又は、それらの使用によるものと

疑われる感染症によるもので、かつ、治験

薬概要書の記載からは予測できないものを

知った時は、その時から7日以内に報告す

ること） 

a) 死亡 

b) 死亡につながるおそれのある症例 

B: 15日報告（次に掲げる事項を知った時は、

その時から15日以内に報告すること） 

a) 次に掲げる症例等の発生のうち当該治験

薬の副作用によるものと疑われるもの、

又は、それらの使用によるものと疑われ

る感染症によるもので、かつ、治験薬概

要書からは予測できないもの。 

・ 治療のために入院又は入院期間の延長

が必要とされる症例 

・ 障害 

・ 障害につながるおそれのある症例 

・ 以上の症例に準じて重篤である症例 

・ 後世代における先天性の疾病又は異常

等 

b) 予測される死亡又は死亡につながるおそ

れのある症例 

c) 当該治験薬等に係る安全性問題等で、外

国の規制当局がとった製造、販売中止等

の措置 

d) 当該治験薬等の副作用等によりがんその

他重大な疾病等が発生するおそれがある

こと等を示す研究報告 

2008年2月の施行規則の改正において、治験薬

概要書から予測できる当該被験薬等の重篤な副

作用等症例について、半年ごとに定期的に厚生

労働大臣に報告することが義務付けられていた

が、ICHでの合意を踏まえ、2012年12月28日に

「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」

（厚生労働省令第161号）により施行規則の一部

が改正され、1年毎の定期報告が可能となった。 

開発中の医薬品等に関する安全性情報を定期

的に報告する際に共通の基準となる「治験安全

性最新報告について」（2012年12月28日付薬食

審査発1228-(1)：ICH E2F）が公表されている。 

製造販売された際にコンビネーション製品に

該当すると考えられるものについて治験の計画

を届け出たものは、コンビネーション製品の機

械器具等に係る部分の不具合の報告が義務づけ

られ、その報告は医療機器の不具合報告に準拠

することとされている（2014年10月24日付薬食

審査発1024-(2)・薬食機参発1024-(1)・薬食安発

1024-(9)・薬食監麻発1024第-(15)、改正2016年

11月22日付薬生薬審発1122-(4)・薬生機審発

1122-(10)・薬生安発1122-(7)・薬生監麻発1122-

(4)）。 

 

1.4 対面助言 

治験実施計画に対するPMDAによる相談制度

が設けられ、治験の質に関するより一層の充

実、強化が図られている。また、治験相談と審

査業務をPMDAの審査部門の同一チームが担当

することで相談と審査業務の一体化が図られて

いる。更に、治験相談の需要の増大に伴い、治

験相談の準備・進め方・記録の作成等につい

て、治験相談の質の向上を図りつつ治験相談希

望者の要望に対応するための改善が進められて

いる（2012年3月2日付薬機発第0302070号、一

部改正2019年7月1日）。PMDAで実施する対面

助言の主な相談項目は次のとおり。また、相談
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項目の詳細、相談費用の最新情報と対面助言の

申し込み手続きについては、次のPMDAのHPを

参照されたい。 

http://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-

pre/consultations/0007.html 

なお、対面助言を円滑に進めるための事前相

談も受けることができる。 

 

1．治験相談 

• 医薬品手続相談 

• 医薬品拡大治験開始前相談 

• 医薬品生物学的同等性試験等相談 

• 医薬品安全性相談 

• 医薬品品質相談 

• 医薬品第I相試験開始前相談 

• 医薬品前期第II相試験開始前相談 

• 医薬品後期第II相試験開始前相談 

• 医薬品第II相試験終了後相談 

• 医薬品申請前相談 

• 医薬品製造販売後臨床試験等計画相談 

• 医薬品製造販売後臨床試験等終了時相談 

• 医薬品追加相談 

• 医薬品レジストリ使用計画相談 

2．新医薬品の事前評価相談 

新医薬品の事前評価相談（下記の各分野の

申請予定資料に関して、審査上の問題点や課

題等を整理するための事前のデータ評価） 

• 品質 

• 非臨床：毒性 

• 非臨床：薬理 

• 非臨床：薬物動態 

• 第I相試験 

• 第II相試験 

• 第II相/III相試験 

3．新医薬品の優先審査品目該当性相談及び条

件付き早期承認品目該当性相談 

優先審査品目該当性相談は、先駆け審査指

定制度の対象医薬品及び希少疾病用医薬品を

除く医薬品で、承認申請前に優先審査を希望

する新医薬品について、優先審査の適用の可

否を評価し報告書を作成するものである。医

薬品条件付き早期承認品目該当性相談は、承

認申請前に条件付き早期承認制度の適用を希

望する新医薬品について、条件付き早期承認

品目への該当性を評価し報告書を作成するも

のである。優先審査の取扱いについては、

2016年1月22日付薬生審査発0122-(12)・薬生

機発0122-(2)で示されている。 

なお、医薬品申請前相談と並行して実施す

る場合は費用が異なる。 

• 医薬品優先審査品目該当性相談 

• 医薬品優先審査品目該当性相談 

 （医薬品申請前相談あり） 

• 医薬品条件付き早期承認品目該当性相談 

• 医薬品条件付き早期承認品目該当性相談 

 （医薬品申請前相談あり） 

4． ファーマコゲノミクス・バイオマーカー相

談 

• 適格性評価 

• 試験計画要点確認 

• 追加相談（適格性評価） 

• 追加相談（試験計画要点確認） 

5． 医薬品の疫学調査相談 

• 医薬品疫学調査手続相談 

• 医薬品疫学調査計画相談 

• 医薬品疫学調査追加相談 

6． 医薬品添付文書改訂事前確認相談及び医薬

品添付文書改訂相談 

7． 医薬品レジストリ活用相談 

8． 医薬品レジストリ信頼性調査相談 

9． 後発医薬品の相談 

• 後発医薬品生物学的同等性相談 

• 後発医薬品品質相談 

10．一般用医薬品開発開始・申請前相談 

• スイッチOTC等申請前相談 

• 治験実施計画書要点確認相談 

• 新一般用医薬品開発妥当性相談 

11． 医薬品GCP/GLP/GPSP相談 

http://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/consultations/0007.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/consultations/0007.html
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12．簡易相談 

医療用医薬品、一般用医薬品等の承認審査

又は原薬等登録原簿登録申請等に関する審査

担当者への簡単な相談 

• 後発医療用医薬品 

• 一般用医薬品 

• 医薬部外品 

• 防除用製品 

• 新医薬品 

• 医薬品GCP/GLP/GPSP調査 

• GMP/QMS調査 

• GCTP調査 

• 医薬品変更届出事前確認簡易相談 

• 後発医薬品変更届出事前確認簡易相談 

13． 医薬品の対面助言事後相談 

対面助言においてPMDAと相談者の双方が

事後の相談で対応可能とすることに合意した

ものについて、追加的に相談に応じるもの。

データの評価等は、先行する対面助言の場に

おいて既に行っていることから、対面助言事

後相談では行わない。相談者が希望する場合

には、有料で対面助言事後相談の記録を作成

する。 

14． 事前面談 

対面助言を円滑に進めるために事前に相談

項目の整理等を行う。事前面談ではデータの

評価等は行わず、面談記録は作成されない。 

15． 医薬品信頼性基準適合性調査相談 

優先対面助言品目及び新医薬品の事前評価

相談品目の承認申請時に添付する予定の資料

について、GCP及びGLPへの適合性に対する

指導及び助言を行う。 

16． 医薬品再審査適合性調査相談 

医薬品の再審査申請時に添付する予定の資

料のうち、既に終了した製造販売後臨床試

験、使用成績調査、又は特定使用成績調査に

関する資料について、信頼性基準への適合性

に関する指導及び助言を行う。 

17． 医薬品添付文書改訂根拠資料適合性調査相

談 

医薬品の添付文書の改訂の根拠となる臨床

試験に関する資料に対し、信頼性基準に準じ

て資料の信頼性に関する事項に関し、指導及

び助言を行う。 

18． レギュラトリーサイエンス総合相談･レギ

ュラトリーサイエンス戦略相談（旧薬事戦

略相談） 

シーズ発見後の大学・研究機関、ベンチャ

ー企業を主な対象とし、医薬品・医療機器等

候補選定の最終段階から主に臨床開発初期

（前期第II相試験程度迄）に至るまでに必要な

試験・治験計画策定や開発計画等に関する相

談。事前面談及び本相談は｢レギュラトリーサ

イエンス戦略相談｣として，個別面談は「レギ

ュラトリーサイエンス総合相談」として実

施。また、再生医療等製品及びヒトの体内で

導入遺伝子を発現させることを意図した製品

であって、予防を目的とするもの（ただし、

再生医療等製品に該当するものを除く。例：

遺伝子組換え生ワクチン）については、開発

初期段階からの品質及び安全性に係わる指

導・助言も行われることとなった。なお、遺

伝子治療用医薬品における確認申請制度は廃

止されている。 

19． 先駆け総合評価相談 

先駆け審査指定制度の対象医薬品に対する

相談（下記の各分野の申請予定資料に関し

て、審査上の問題点や課題等を整理するため

の事前のデータ評価） 

• 品質 

• 非臨床 

• 臨床 

• 信頼性 

• GMP/GCTP/QMS 

20． 申請電子データの提出に係る相談 

臨床電子データを添付して承認申請を予定

している新医薬品（バイオ後続品を含む）の
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承認申請時の電子データ提出に伴う事項につ

いて、申請前の段階で個々の品目ごとに内容

を検討し、申請の準備及び申請後の審査を円

滑に進めることを目的として相談を行うも

の。区分は以下のとおり。 

• 医薬品申請電子データ提出確認相談 

• 医薬品申請電子データ提出方法相談 

• 医薬品申請電子データ提出免除相談 

21． 医薬品軽微変更届事前確認相談 

軽微変更届出事項への該当性に関して、事

前のデータ評価が必須となる事案に対する相

談。 

22． 後発医薬品変更管理事前確認相談 

後発医薬品のうち生物学的製剤等を除く、

今後一部変更承認申請を行う品目を対象に、

事前に変更点に関する評価方針の妥当性やこ

れまでの変更管理や承認書への記載に関する

資料の十分性等について、指導及び助言を行

うもの。 

23．医薬品におけるPACMPを用いた承認事項

の変更制度に係る相談 

「医薬品の品質に係る承認事項の変更に係

る取扱い等について」（2018年3月9日付薬生

薬審発0309-(1)、薬生監麻発0309-(1)）に基づ

き、承認後変更管理実施計画書（Post-

Approval Change Management 

Protocol;PACMP）を用いた承認事項の変更手

続き制度の利用を希望する場合に相談を行

う。 

• 医薬品PACMP品質相談 

• 後発医薬品PACMP品質相談 

• PACMP GMP相談 

24． カルタヘナ法関連相談（対面助言/事前面

談） 

厚生労働大臣を主務大臣として申請等を予

定するものに限った相談。 

• 第一種使用規定承認申請に係る事前審査

前相談 

• 第二種使用等拡散防止措置確認申請に係

る事前審査前相談 

• カルタヘナ法関連事項相談 

事前面談は対面助言を円滑に進めるため、

事前に相談項目の整理等を行うもの。相談者

が希望する場合には、有料で記録を作成す

る。 

 

1.5 承認審査 

申請にあたっては、申請区分ごとに添付すべ

き資料が定められている（「医薬品の承認申請

について」（2014年11月21日薬食発1121-

(2)）。資料の作成にあたり留意すべき事項につ

いては、「医薬品の承認申請に際し留意すべき

事項について」（2014年11月21日薬食審査発

1121-(12)）等を参照すること。関係通知が

PMDAのHPに掲載されている。 

日本語HP：http://www.pmda.go.jp/review-

services/drug-reviews/about-

reviews/otc/0001.html 

また、PMDAよりCTDの品質及び臨床的安全

性の情報に関して推奨する標準的なフォーマッ

トが提示されている（「新医薬品の総審査期間

短縮に向けた申請に係るCTDのフォーマットに

ついて」2011年1月17日付事務連絡）。 

新医薬品の承認審査に係る業務はPMDAが主

に担当する。PMDAにおいて申請書が受理され

ると審査部門による詳細なチーム審査が行われ

る。また、申請資料の信頼性を確認するために

適合性調査（原データからの検証）及びGCP実

地調査などが実施される（第2章 4.2 製造販売

承認審査の項を参照）。新医薬品の審査におけ

る留意事項として「新医薬品承認審査実務に関

わる審査員のための留意事項」がPMDAのHPに

掲載されている。 

日本語HP： 

http://www.pmda.go.jp/files/000157674.pdf 

英語HP：

http://www.pmda.go.jp/files/000153830.pdf 

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/otc/0001.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/otc/0001.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/otc/0001.html
http://www.pmda.go.jp/files/000157674.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000153830.pdf
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PMDAにおける審査が終了すると、薬事・食

品衛生審議会（部会、薬事分科会）による最新

かつ高度な科学的知見に基づく審議（報告）を

経て、最終的な承認可否の判断が厚生労働大臣

によりなされる。 

承認審査に係る費用については、次のPMDA

のHPを参照されたい。 

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-

reviews/user-fees/0001.html 

新医薬品の申請後のタイムラインは「新医薬

品に係る承認審査の標準的プロセスにおけるタ

イムラインについて」（2015年1月30日付事務

連絡）に示されている（図9 新医薬品に係る承

認審査の標準的プロセスにおけるタイムライン

（通常品目）、図10 新医薬品に係る承認審査の

標準的プロセスにおけるタイムライン（優先品

目）参照）。 

新医薬品の総審査期間については、行政側、

申請者側双方の努力により短縮して行くことが

計画されており、申請者側期間の短縮を図る観

点から申請にあたっての留意事項が「新医薬品

の総審査期間短縮に向けた申請に係る留意事項

について」（2010年6月9日付事務連絡）に示さ

れている。主な留意事項は次の通り。 

• 長期投与試験に係る資料の取り扱い 

 全症例の6ヵ月間以上の投与が完了したデ

ータを申請時資料として添付する。また、

最終報告書（少なくとも全症例が1年間の

投与を終了したデータに係る資料を含むも

の）及びCTDの修正案についても、追加資

料として可能な限り速やかに提出すること

が必要であり、遅くとも総審査期間の目標

値の6ヵ月前までに提出する。 

• 長期安定性試験に係る資料の取り扱い 

 追加資料は、総審査期間の目標値の遅くと

も6ヵ月前までに、最終的な報告書（予定

する有効期間設定に必要なデータを含むも

の）として提出する。その後に得られた追

加データについては、専門協議資料搬入時

までに提出する。 

• 原薬等登録原簿（MF）を利用する場合の

留意点 

 MF登録者とあらかじめ十分に連絡をと

り、MFの登録状況を確認するとともに、

製剤の承認申請後、遅滞なくMF登録情報

に係るCTDの第2部に相当する部分の資料

が提出されるように留意する。 

• GMP適合性調査申請 

 申請者は、適切な時期に調査申請を行うと

ともに、審査担当部からの連絡等により調

査可能と判断した場合は速やかに対象施設

での調査に対応できるようあらかじめ準備

する。 

また、新医薬品の承認の予見性向上等に向

け、承認申請の取扱い及び総審査期間の考え方

を定めた「新医薬品の承認の予見性向上等に向

けた承認申請の取扱い及び総審査期間の考え方

について」（2014年10月6日付薬食審査発1006-

(1)・薬食監麻発1006-(1)）により、PMDAが申

請予定者と審査予定事前面談を行うこととさ

れ、その実施方法が「新医薬品承認審査予定事

前面談実施要綱について」（2014年10月6日付

薬機発第1006001）で示されている。 

 

1.6 適合性調査 

1996年6月の薬事法改正後、新医薬品等の承認

審査に添付される資料について、試験結果に基

づき正確に作成されているか等の信頼性基準、

GLP及びGCPへの適合性について、原データと

照合・検証する調査がPMDAにより行われてい

る。適合性調査は承認申請後に実施され、書面

による調査と実地の調査に分けられる。従来、

書面調査の実施手続きは、「新医薬品の承認申

請資料適合性書面調査の実施手続きについて」

（2010年5月28日付薬機発第0528027号）に基づ

き、実地調査の実施手続きは、「医薬品の承認

申請資料に係るGCP実地調査の実施手続きにつ

いて」（2010年5月28日付薬機発第0528028号）

に基づき実施されてきたが、両通知を取りまと

めた「医薬品の承認申請資料に係る適合性書面

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/user-fees/0001.html
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/user-fees/0001.html
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調査及びGCP実地調査の実施手続きについて」

（2012年10月12付薬機発第1012063号）が示さ

れ、原則として書面調査は実地調査に合わせて

実施されることとなった。その後、「承認申請

時の電子データ提出に関する実務的事項につい

て」（2015年4月27日付薬食審査発0427-(1)）に

基づき2016年10月1日から電子データ提出が開

始されることに伴い、「医薬品医療機器総合機

構・医薬品の承認申請資料に係る適合性書面調

査及びGCP実地調査の実施手続きについて」

（2016年5月11日付薬機発第0511005号）が改定

された。 

• 書面調査 

「新医薬品の承認申請資料適合性書面調査

の実施要領について」（2006年1月31日付薬

食審査発第0131010号、改定2014年11月21日

付薬食審査発1121-(5)）が示された。通知に基

づき、申請者が承認審査資料の根拠となった

資料をPMDAに搬入して行われる調査である

が、PMDA職員が承認申請資料及びその根拠

資料が保管されている場所（国外を含む）を

訪問する調査も実施されている。 

また、電子症例報告書が使用されている場

合には、「EDCを利用した治験、製造販売後

臨床試験及び使用成績調査に係る適合性調査

等の実施手続きについて」（2013年3月27日

付薬機審長発第0327001号）が示され、EDC

管理シートを作成し、事前に提出することと

なっている。 

• 実地調査 

PMDAの調査員が承認審査資料の収集され

た又は作成された現地に赴いて調査すること

をいう。GCP適合性の実地調査については、

「医薬品GCP実地調査の実施要領について」

（2006年1月31日付薬食審査発第0131006号、

改定2014年11月21日付薬食審査発1121-(1)）

が示されている。 

調査は一般的には治験依頼者及び治験実施

医療機関（通常品目の場合は4施設程度、優先

審査品目の場合は2施設程度）を対象として行

われる。調査対象医療機関の選定について

は、治験の実施症例数や過去にGCP調査を実

施した時期等が考慮される。 

なお、自主点検の際の参考として書面調査

及び実地調査のチェックリスト・管理シート

はPMDAのHPに掲載されている。一方，2017

年3月1日、PMDAから書面調査･GCP実地調査

で企業が使用する「GCP管理シート」が正式

に公表された。使用を希望する企業は、調査

の直前資料としてPMDAに提出する。 

http://www.pmda.go.jp/review-

services/inspections/gcp/0002.html#r=s&r=s 

 

1.7 GMP適合性調査 

医薬品の製造販売を行うには、医薬品の品

質、有効性及び安全性に関する所要の審査を行

ったうえで、事前に厚生労働大臣（承認基準が

制定されている一般用医薬品等については都道

府県知事）から品目毎に製造販売承認を受けな

ければならない。 

製造販売承認は、当該品目の種類に応じた製

造販売業許可を受けた者に対して、製造販売し

ようとする品目が医薬品として適切か否かの審

査が行われ、その品目を製造する製造所におい

てGMP適合性が確認された上で与えられる。 す

なわち、GMPは製造販売承認を取得するための

要件となっている（法第14条第2項第4号）。 

なお、医薬品の製造所がGMPに適合している

と認められないときは、厚生労働大臣は製造販

売承認を与えないことができる。 

 

1.7.1 GMPの適合性 

新規に医薬品製造販売承認を申請する場合に

は、現実に当該製造所がGMPに適合しているか

どうかが規制当局により評価される。（「薬事

法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を

改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器等

の製造管理及び品質管理（GMP/QMS）に係る

http://www.pmda.go.jp/review-services/inspections/gcp/0002.html#r=s&r=s
http://www.pmda.go.jp/review-services/inspections/gcp/0002.html#r=s&r=s
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省令及び告示の制定及び改廃について」2005年3

月30日付薬食監麻発第0330001号） 

実際には、まず、条項別GMP適合状況が、管

理規則及び設備規則に規定されている条項ごと

に下記の基準に基づき、品目ごとに評価され

る。 

 

評価ランク 基準 

A（適合） 適切に実施されている場合 

B（軽度の不

備） 

医薬品の品質への影響はほとんど問題

とならないが、管理規則の運用上、完

全を期すため改善が必要な場合 

C（中程度の不

備） 

医薬品の品質への影響が否定できず、

管理規則の運用上、改善が必要な場合 

D（重度の不

備） 

明らかに管理規則に抵触する場合 

 

次に、品目別GMP適合状況が管理規則及び設

備規則のそれぞれについて、条項ごとの各項別

GMP適合状況の審査結果に基づき、以下の判定

基準により品目別に評価される。 

適合：Aのみの場合。 

概ね適合：AとB又はBのみの場合。 

要改善：Cが全項目数の半分以下であり、か

つ、Dが全くない場合。 

不適合：上記のいずれにも該当しない場合。 

品目別GMP適合状況が、「おおむね適合」又

は「要改善」に該当する場合には、審査結果がB

に分類された項目について、文書により改善を

指示される。 

この場合、申請者は具体的な改善計画書を提

出しなければならない。改善が完了した場合に

は、改善結果報告書を提出する。改善されたこ

とが確認された場合には、当該項目は「適合」

と判定し直される。 

以上の段階ごとの評価結果又は判定結果は取

りまとめられ、当該申請書を提出した製造所の

当該申請内容に対するGMP適合状況調査報告書

が作成される。なお、当初の品目別GMP適合状

況の判定結果が「概ね適合」又は「要改善」の

いずれかに該当する品目の場合には、逐次、こ

れらの経過がGMP適合状況調査報告書に記録さ

れる。 

 

1.7.2 GMPの国際整合 

日本は、GMPレベルが同程度である国とGMP

の相互承認に関する二国間の覚書を締結し、

GMP査察結果の受入れ、二国間に流通する医薬

品の情報交換を行う等、我が国に輸入される医

薬品の品質確保を図っている。二国間の覚書

（MOU）は、ドイツ、スウェーデン、スイス、

オーストラリアと締結された。一方、EU加盟国

とのGMP相互承認（MRA）は2003年5月より受

入れが開始され、2016年4月よりEU加盟の28カ

国全てが日欧MRAの対象国となった（2016年4

月26日付薬生監麻発0426-(3)）。2018年7月には

相互承認の対象医薬品の範囲が拡大され、化学

的医薬品では、原薬及び無菌製剤が新たに対象

医薬品となり、生物学的医薬品については、適

用されるGMPの同等性が再確認されていないも

のを除き、原薬及び無菌製剤（ワクチン等）を

含めて新たに対象医薬品となった（2018年7月

18日付薬生監麻発0718-(1)）。 

また、国際整合性等の観点から、医薬品査察

協定及び医薬品査察協同スキーム（PIC/S）の

GMPガイドラインを参考として活用する際の考

え方が示され、2012年3月に厚生労働省、PMDA

及び都道府県からPIC/Sへの加盟申請が提出さ

れ、2014年7月1日付で加盟が承認された

（「PIC/SのGMP ガイドラインを活用する際の

考え方について」（2012年2月1日付事務連絡、

一部改正2017年8月9日）。 

2013年8月にはPIC/SのGMPガイドラインとの

整合性を図るため、GMP施行通知（2005年3月

30日付薬食監麻発第0330001号）が改正されて

いる（2013年8月30日付薬食監麻発0830-(1)）。 

 

1.7.3 輸入医薬品の品質確保に関する基準 

輸入医薬品についても国内製造品と同様にそ

の品質確保を図ることは極めて重要であること
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から、輸入販売業者が医薬品等を輸入するに当

たり、製品管理及び品質管理に関して遵守すべ

き事項については、従来「医薬品及び医薬部外

品の輸入販売管理及び品質管理規則」（1999年6

月2日付厚生省令第62号）で定められてきたが、

輸入販売業の許可は製造販売業又は製造業に取

り込まれたことから、2005年3月31日をもって

廃止された。従来の輸入業者が外国製造業者と

取決めるべき事項、取決めに基づき輸入販売業

者が輸入先製造所において適正な製造管理及び

品質管理が実施されていることを確認するこ

と、基準書等に基づき製品の出納、保管及び試

験検査等を実施すること等の主な内容は「医薬

品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基

準に関する省令」（2004年12月24日付厚生労働

省令第179号）に踏襲されている。 

また、輸入先国が我が国とGMP相互承認に関

する政府間覚書を交換している場合であって、

当該輸入医薬品について輸入先製造業者の製造

所が輸入先国政府機関により、当該国のGMPに

適合することの確認を受けていること及び国内

の輸入業者が輸入先製造業者の行った試験検査

記録を入手していることの両者が満たされると

きは、品質管理業務の一部を省略することが出

来るとされている。 

なお、2005年4月1日より医薬品等の製造販売

業者又は製造業者が業として医薬品等を輸入す

る場合には、通関の時までに輸入届を提出する

必要があったが、2015年12月で廃止され輸入届

は不要となった。2016年1月からは、業許可証等

及び輸入する品目に関する製造販売承認書等を

提示して通関手続きを行うこととなった。 

 

 

2．承認申請に必要な資料 

医薬品の承認申請に際して添付すべき資料に

関する基本通知である「医薬品の承認申請につ

いて」（1999年4月8日付医薬発第481号、一部

改正2004年5月25日付薬食審査発第0525003号）

が示され、その細部の取り扱い等が「医薬品の

承認申請に際し留意すべき事項について」

（1999年4月8日付医薬審発第666号）により通

知された。更に、2005年4月からの改正薬事法の

施行に伴い医薬品の製造販売の承認申請に際し

て添付すべき資料に関する新たな取り扱いが

「医薬品の承認申請について」（2005年3月31

日付薬食発第0331015号、一般用医薬品につい

ての一部改正2008年10月20日付薬食発第

1020001号、バイオ後続品についての一部改正

2009年3月4日付薬食発第0304004号、コンパニ

オン診断薬及び関連する医薬品についての一部

改正2013年7月1日付薬食審査発0701-(10)、要指

導・一般用医薬品についての一部改正2014年6月

12日付薬食発0612-(6)）に示され、医薬発第481

号が廃止されると共に、その細部の取り扱い等

が「医薬品の承認申請に際し留意すべき事項に

ついて」（2005年3月31日付薬食審査発第

0331009号、一般用医薬品についての一部改正

2008年10月20日付薬食審査発第1020002号、バ

イオ後続品についての一部改正2009年3月4日付

薬食審査発第0304015号、コンパニオン診断薬

及び関連する医薬品についての一部改正2013年7

月1日付薬食審査発0701-(10)、要指導・一般用

医薬品についての一部改正：2014年6月12日付

薬食審査発0612-(1)）に示された。 

その後、医薬品医療機器法の施行に伴い、

2014年11月21日に「医薬品の承認申請につい

て」（薬食発1121-(2)）及び「医薬品の承認申請

に際し留意すべき事項について」（薬食審査発

1121-(12)）が改めて発出された。新通知は、旧

通知の内容を踏襲しつつ、承認申請書に添付す

べき資料として添付文書等記載事項を追加する

などの変更が加えられている。 

ICH（医薬品規制調和国際会議）においてコモ

ン・テクニカル・ドキュメント（CTD）が合意

されたことを受け、「医薬品の承認申請に添付

すべき資料の取扱いについて」（2001年6月21

日付医薬発第663号）が通知され、上記通知の一

部が変更された。更に、「新医薬品の製造販売

の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料
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の作成要領について」（2001年6月21日付医薬

審発第899号、一部改正2017年7月5日付薬生薬

審0705-(4)）が通知され、CTDによる承認申請

書に添付すべき資料の作成要領が定められた。

CTD様式における承認申請書に添付すべき資料

の構成は、次のとおりとなっており、モジュー

ル2からモジュール5までの資料は本作成要領の

別紙1及び別紙3から5までに示されるCTDに関す

るガイドラインに基づき作成することとされて

いる。なお、2017年2月2日付一部改正通知で

は、「ベネフィットとリスクに関する結論」の

記載方法が全面的に見直された。 

CTDの電子化仕様（eCTD）については、「コ

モン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様

について」（2003年6月4日付医薬審発第

0604001号、一部改正2009年7月7日付薬食審査

発0707-(3)）が発出されており、Version3.2.2が

2009年10月1日より適用されている。電子化仕

様資料提出時の取扱いは、「コモン・テクニカ

ル・ドキュメントの電子化仕様の取扱いについ

て」（2004年5月27日付薬食審査発第0527004

号、一部改正2016年8月24日薬生薬審発0824-(3)

において示されている。 

2017年7月5日付けで「電子化コモン・テクニ

カル・ドキュメント（eCTD）による承認申請に

ついて」（薬生薬審発0705-(1)）及び「電子化コ

モン・テクニカル・ドキュメント（eCTD）によ

る承認申請について」に関する質疑応答集

（Q&A）について（事務連絡）が発出され、

eCTD Version 4.0 ICH合意にもとづく、eCTD作

成要領の一部改正が示されたが、適用期日は別

途通知される予定である。 

また、承認申請時に臨床試験の電子データ提

出することについては、2016年10月1日から開

始されることに伴い、承認申請の添付資料は

eCTDによることを原則とするとされた（2020

年3月31日までは経過措置期間）。 

なお、「日本再興戦略」（2013年6月14日閣

議決定）においてPMDAの強化の必要性が指摘

され、更に「健康・医療戦略」（2013年6月14

日関係大臣申合せ）において、PMDA自らが臨

床データ等を審査等に活用することとされたこ

とを受け、「承認申請時の電子データ提出に関

する基本的考え方について」（2014年6月20日

付薬食審査発0620-(6)、一部改正2019年1月24日

付薬生薬審発0124-(1)）とそのQ&A（2019年1月

24日付事務連絡）が発出された。また、「承認

申請時の電子データ提出に関する実務的事項に

ついて」（2015年4月27日付薬食審査発0427-

(1)、一部改正2019年1月24日付薬生薬審発0124-

(4)）及びそのQ&A（2019年1月24日付事務連

絡）が発出され、これらの通知及びQ&A等によ

り、電子データの提出範囲が説明されている。

更に、2016年10月1日からゲートウェイを通じ

ての電子データの提出が開始された。なお、対

象となる臨床試験のデータについては、Clinical 

Data Interchange Standards Consortiumの規格

に準拠した形式での提出が求められる。 

電子データ提出にあたっては申請電子データ

提出に係る経過措置期間が2020年3月31日に終

了となり、承認申請日が2020年4月1日以降は、

提出範囲とされたすべての試験・解析に係る電

子データを提出する必要がある。 

電子データの提出対象となる品目は、原則と

して局長通知（医薬品の承認申請について2014

年11月21日付薬食発1121-(2)の別表2-(1)に掲げ

る(1)~(7)、(9)、(9の2)）の医療用医薬品であ

る。 

 

1. モジュール1（又は第1部、申請書等行政情

報及び添付文書に関する情報） 

(1) モジュール1を含む申請資料の目次 

① 第1部を含む申請資料の目次 

② 概説表 

(2) 承認申請書（写） 

(3) 証明書類（承認申請資料の収集・作成業務

を統括する責任者の陳述書、GLP・GCP

関連資料、共同開発に係る契約書（写）

等、2004年5月27日付薬食審査発第
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0527004号厚生労働省医薬食品局審査管

理課長通知「コモン・テクニカル・ドキ

ュメントの電子化仕様の取扱いについ

て」により添付が求められている陳述書

等） 

(4) 特許状況 

(5) 起原又は発見の経緯及び開発の経緯 

(6) 外国における使用状況等に関する資料 

(7) 同種同効品一覧表 

(8) 添付文書（案） 

(9) 一般的名称に係る文書 

(10) 毒薬・劇薬等の指定審査資料のまとめ 

(11) 医薬品リスク管理計画書（案） 

(12) 添付資料一覧表 

(13) その他 

① 既承認医薬品に係る資料 

② 治験相談記録（写） 

③ 照会事項（写）及び照会事項に対する回

答（写） 

④ その他の資料（機構への提出資料

（写）、厚生労働省への提出資料

（写）） 

「新医薬品の総審査期間短縮に向けた申

請に係るCTD のフォーマットについ

て」（2011年1月17日付厚生労働省医薬

食品局審査管理課事務連絡）に示されて

いるように、生物製剤を除いて、承認申

請書上の製造方法欄における目標値/設定

値等に関する一覧表を添付する。 

また、新添加物に関する審査資料は「医

薬品新添加物の審査資料の提出につい

て」（2017年6月23日付独立行政法人医

薬品医療機器総合機構）に示されている

ように、機構への提出資料（写）に組み

込む。 

⑤ eCTDの形式に関する留意事項等 

 

2. モジュール2（又は第2部、CTDの概要（サ

マリー）） 

(1) 第2部（モジュール2）から第5部（モジュ

ール5）の目次 

(2) 緒言 

(3) 品質に関する概括資料 

(4) 非臨床試験の概括評価 

(5) 臨床に関する概括評価 

(6) 非臨床試験の概要文及び概要表 

① 薬理 

② 薬物動態 

③ 毒性 

(7) 臨床概要 

① 生物薬剤学及び関連する分析法の概要 

② 臨床薬理の概要 

③ 臨床的有効性の概要 

④ 臨床的安全性の概要 

⑤ 参考文献 

⑥ 個々の試験のまとめ 

 

3. モジュール3（又は第3部、品質に関する文

書） 

(1) 第3部（モジュール3）目次 

(2) データ又は報告書 

(3) 参考文献 

 

4. モジュール4（又は第4部、非臨床試験報告

書） 

(1) 第4部（モジュール4）目次 

(2) 試験報告書 

(3) 参考文献 

 

5. モジュール5（又は第5部、臨床試験報告

書） 

(1) 第5部（モジュール5）目次 

(2) 全臨床試験一覧表 
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(3) 臨床試験報告書 

(4) 参考文献 

（図11. Common Technical Document (CTD)

の構成を参照） 

 

なお、CTDとは別に承認申請時に提出が必要

とされる資料は、以下である。 

・FD申請の書面（鑑）、FD内容の書面 

・製造販売業許可証（写） 

・医薬品等承認審査調査申請書 

・輸入契約書又はこれに準ずる資料 

・MFを利用する場合は、MF登録証（写） 

・MF利用に関するMF登録者との契約書

（写） 

・申請資料作成関与委員リスト 

・競合品目・競合企業リスト 

・競合品目に係る関与委員リスト 

「申請資料作成関与委員リスト」、「競合品

目・競合企業リスト」及び「競合品目に係る関

与委員リスト」は、申請直後、専門協議前、医

薬品部会前に提出が求められる。 

医薬品添加剤の一日最大使用量を当局側にお

いて適切に管理するため、製造販売承認申請中

（一変申請を含む）に、申請者より医薬品添加

剤の一日最大使用量を算出するための換算係数

等を提出することになった。（2016年10月7日

付薬機審マ発第1007001号、一部改正2017年9月

27日付薬機審マ発第0927001号） 

 

2.1 承認申請書に添付すべき資料の範囲 

 

2.1.1 医療用医薬品 

医療用医薬品の申請に必要とされる資料は、

医薬品の分類に応じて基本通知「医薬品の承認

申請について」（2014年11月21日付薬食発

1121-(2)）の別表1及び別表2-(1)に示されている

（表3 医療用医薬品製造販売承認等の申請の際

に必要な提出書類）。なお、医薬品の申請資料

はCTD様式での提出が求められている。 

 

2.1.2 要指導医薬品・一般用医薬品 

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律

（2013年法律第103号）が2014年6月12日に施行

され、従来の医療用医薬品、一般用医薬品に加

え、要指導医薬品の区分が新設された。要指導

医薬品及び一般用医薬品については、提出すべ

き申請資料の範囲が（表4 要指導・一般用医薬

品の承認申請に際し添付すべき資料の範囲）の

ように通知（2014年11月21日付薬食発1121-

(2)）で示されている。なお、要指導・一般用医

薬品の承認申請に際し承認申請書に添付すべき

資料の作成要領については、CTD完全施行後

（2003年7月1日以降）も従前の例によることが

できるが、新有効成分含有医薬品にあっては、

当面の間、製造方法、規格及び試験方法等に関

する資料の作成についてCTD様式を参考に作成

することとなっている。 

 

 

3．医薬品の承認申請に関するガイ

ドライン 

医薬品製造販売承認申請資料の作成にあたっ

て参考とすべき標準的な方法や必要な基準等は

ガイドライン等として示され、効率的かつ適正

な研究開発が実施されるよう配慮されている。

なお、これらガイドラインは当該分野の専門家

からなる研究班の検討結果に基づき作成されて

いる。 

更に、ICHでの合意に基づき、各極において各

種基準及びガイドラインが制定、施行されてお

り、承認申請に際し必要とされる資料の質・量

ともに国際的に共通化されつつある。製薬企業

においては、このようなグローバル化の進展の

中で、新薬開発の効率化や経費削減の強い要請

とあいまって、データの国際的相互利用を企図

した新薬の開発がますます盛んなものとなって

きている。 
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日本もこうした環境の変化に伴い各種対応を

行ってきており、外国で実施された物理的化学

的試験、安定性試験、動物試験等の非臨床試験

成績は日本の規制要件に適合していれば原則、

申請資料として受入れられる。 

一方、臨床試験に関する海外データの受け入

れに関しては、「外国で実施された医薬品の臨

床試験データの取扱いについて」（1998年8月

11日付医薬発第739号）、「外国臨床データを受

入れる際に考慮すべき民族的要因について」

（1998年8月11日付医薬審発第672号、一部訂

正：1999年1月4日付事務連絡）及びそのQ&A

（2004年2月25日付事務連絡、2006年10月5日付

事務連絡）が通知された。本通知によると、外

国で実施された臨床データを日本における承認

申請資料として利用する場合には、まず日本の

規制要件を満たしていることが必要とされる。

更に、日本の規制要件を満たした上で、その医

薬品が民族的要因（内因性要因及び外因性要

因）による影響を受け易いか否かを評価し、必

要な場合には、ブリッジング・スタディを実施

して、外国臨床データが日本人に外挿可能との

結論が得られた場合には、海外データを受入れ

ることが可能とされている。実際に受入れが可

能か否かは各規制当局の判断に任されているた

め、PMDAが実施している治験相談により、ブ

リッジングが成立するための要件を協議するこ

とが薦められている。 

また、新規医薬品開発の効率化・迅速化並び

に、諸外国と比べ新薬承認時期が数年遅いとい

う問題（ドラッグ・ラグ）を解消する目的で国

際共同治験の推進を図るべく国際共同治験に関

する基本的な考え方が示された（「国際共同治

験に関する基本的考え方について」2007年9月

28日、薬食審査発第0928010号）。更に、日中

韓の規制当局との間で臨床試験に関する協力の

成果や最新の知見を元に、東アジア地域におけ

る国際共同治験の円滑な実施を意図して、「国

際共同治験に関する基本的考え方（参考事

例）」（2012年9月5日事務連絡）が示された。

加えて、「国際共同治験開始前の日本人での第

Ⅰ相試験の実施に関する基本的考え方につい

て」（2014年10月27日付厚生労働省医薬食品局

審査管理課事務連絡）において、国際共同治験

に日本が参加する場合に第Ⅰ相試験が必要か否

かを検討する際の留意点等が示された。 

医薬品開発のグローバル化が進展し、多くの

国際共同治験が計画、実施されるようになって

きた背景を踏まえ、「国際共同治験の計画及び

デザインに関する一般原則に関するガイドライ

ンについて」（2018年6月12日付薬生薬審発

0612-(1)：ICH-E17）が通知された。これには世

界各地域において国際共同治験の受け入れ可能

性を高めるため、国際共同治験の計画及びデザ

インの一般原則が示されている。 

既に承認されている医薬品であって、その効

能・効果又は用法・用量以外の使用（適応外使

用）が医療現場で行われている医薬品について

は、本来法による製造販売承認を受けてより適

切に使用されるべきであることから、次の場合

で、これらの資料により適用外使用に係る効

能・効果、用法・用量が医学薬学上公知である

と認められる場合には、臨床試験の全部又は一

部を新たに実施することなく、承認の可否の判

断がなされることがある（「適応外使用に係る

医療用医薬品の取扱いについて」1999年2月1日

付研発第4号・医薬審発第104号）。この通知発

出後は、これに対応した公知申請が行われ、承

認がなされている。 

① 外国（日本と同等の水準にあると認められ

る承認の制度又はこれに相当する制度を有

している国をいう。以下同じ。）におい

て、既に当該効能・効果等により承認さ

れ、医療における相当の使用実績があり、

その審査当局に対する承認申請に添付され

ている資料が入手できる場合 

② 外国において、既に当該効能・効果等によ

り承認され、医療における相当の使用実績

があり、国際的に信頼できる学術雑誌に掲
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載された科学的根拠となり得る論文又は国

際機関で評価された総説等がある場合 

③ 公的な研究事業の委託研究等により実施さ

れるなどその実績に係る倫理性、科学性及

び信頼性が確認し得る臨床試験の試験成績

がある場合 

医薬品の製造販売承認申請の際の添付資料は

邦文で記載する必要があったが、規制緩和推進

計画の一環で、原文が英文で記載されたものに

ついては原文及び日本語の要約を添付すれば全

文の翻訳を不要とする旨が、1998年3月18日付

医薬発第256号及び同日医薬審発第265号で通知

された。更に、CTD形式による承認申請におい

て、モジュール3（第3部）、モジュール4（第4

部）及びモジュール5（第5部）は原文が英文で

記載されたものについては、日本語の要約も不

要とされている。 

 

3.1 品質及び非臨床試験 

 

1) 物理的化学的性質並びに規格及び試験方法

に関するガイドライン 

承認申請書の規格及び試験方法の記載内容

は、定められた試験の指針等を参考に必要な試

験項目を設定しなければならない。化学合成に

より製造される新有効成分含有医薬品について

は、「新医薬品の規格及び試験方法の設定につ

いて」（2001年5月1日付医薬審発第568号：

ICH-Q6A）により示されている。生物薬品（バ

イオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医

薬品）である新医薬品については、「生物薬品

（バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由

来医薬品）の規格及び試験方法の設定につい

て」（2001年5月1日付医薬審発第571号：ICH-

Q6B）に示されている。これらの通知は、いず

れもICHでの合意に基づき通知されたものであ

る。ICH-Q6A及びICH-Q6Bが十分に利用される

ためには、薬局方の一般試験法の調和が必要で

あると考え、「薬局方テキストをICH地域におい

て相互利用するための評価及び勧告に関するガ

イドライン」（2009年5月26日付薬食審査発第

0526001号：ICH-Q4B）が発出された。これに

より、ICH地域において薬局方テキストが相互利

用可能であると判断された場合には、薬局方テ

キストは、事項別付属文書に示された条件に従

い、相互利用が可能となった。 

物理的化学的性質並びに規格及び試験方法に

関する承認申請書に添付すべき資料を作成する

ための試験の主なガイドラインは、表6に示すと

おり発出されている。 

また、規格及び試験方法（含量規格、確認試

験、純度試験、定量法等）については日本薬局

方、日本薬局方外医薬品規格等に公表されてい

る品質基準が参考となる。 

徐放性製剤にあっては、上記ガイドラインの

他に「徐放性製剤（経口投与製剤）の設計及び

評価に関するガイドライン」（1998年3月11日

付薬審発1-(5)）を考慮することとされている。 

 

2) 安定性試験に関するガイドライン 

医薬品の承認申請における安定性試験は、温

度、湿度、光等の様々な環境要因の影響の下で

の品質の経時的変化を評価し、原薬のリテスト

期間、製剤の有効期間及び医薬品の貯蔵条件の

設定に必要な情報を得るために行う試験であ

る。 

医療用医薬品の新有効成分含有医薬品の安定

性試験については、従来の当該安定性ガイドラ

イン（2001年5月1日付医薬審発第565号）が廃

止され、ICHでの合意に基づきガイドラインが定

められている（「安定性試験ガイドラインの改

定について」2003年6月3日付医薬審発第

0603001号：ICH-Q1A(R2)）。また、新有効成

分含有医薬品及び新医療用配合剤の光安定性試

験は「新原薬及び新製剤の光安定性試験のガイ

ドライン」（1997年5月28日付薬審発第422号：

ICH-Q1B）に基づき実施することとされてい

る。加えて、新投与経路医薬品等については

「新投与経路医薬品等の安定性試験成績の取扱

いに関するガイドラインについて」（1997年5月
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28日付薬審発第425号：ICH-Q1C）、新医薬品

たる生物薬品については「生物薬品（バイオテ

クノロジー応用製品／生物起源由来製品）の安

定性試験について」（1998年1月6日付医薬審発

第6号：ICH-Q5C）に基づき、実施することとさ

れている。 

更に、安定性試験の科学的な簡略化の手法に

関する考え方が「原薬及び製剤の安定性試験へ

のブラケッティング法及びマトリキシング法の

適用について」（2002年7月31日付医薬審発第

0731004号、一部訂正：2003年6月3日付事務連

絡：ICH-Q1D）により示されている。  

後発用医薬品などについては、「医薬品の製

造（輸入）承認申請に際して添付すべき安定性

試験成績の取扱いについて」（1991年2月15日

付薬発第165号及び薬審第43号）において、長期

保存試験、苛酷試験及び加速試験の標準的方法

が示されている。 

 

3) 毒性試験に関するガイドライン 

医薬品の承認申請等の目的で実施される安全

性に関する試験について標準的な実施方法を示

し、医薬品の安全性の適正な評価に資すること

を目的とした「医薬品の製造（輸入）承認申請

に必要な毒性試験のガイドラインについて」

（1989年9月11日付薬審1-(24)）が通知され、

「医薬品毒性試験法ガイドライン」が定められ

た。その後、ICHでの合意に基づき、表7に示す

各種ガイドライン等が制定され、「医薬品毒性

試験法ガイドライン」はこれらのガイドライン

等により逐次改定されている。 

医薬品の承認申請に際しては、以下に示す資

料のうち申請区分毎に必要とされる資料を、以

上の各種ガイドライン等を踏まえて作成し、提

出することが求められている（表3 医療用医薬

品製造販売承認等の申請の際に必要な提出書

類）。 

① 単回投与毒性に関する資料  

② 反復投与毒性に関する資料  

③ 遺伝毒性に関する資料  

④ がん原性に関する資料   

⑤ 生殖発生毒性に関する資料  

⑥ 局所刺激性に関する資料  

⑦ その他の毒性に関する資料  

なお、依存性については、これらの毒性試験

法ガイドラインとは別に、「薬物依存性に関す

る動物実験と臨床観察の適用範囲と実施要領に

ついて」（1975年3月14日付薬麻発第113号）及

び「薬物依存性に関する動物実験と臨床観察の

適用範囲について」（1978年6月7日付薬麻発第

383号）に規定されている。 

また、バイオテクノロジー応用医薬品につい

ては「バイオテクノロジー応用医薬品の非臨床

における安全性評価」（2012年3月23日付薬食

審査発0323-(1)）、感染症予防ワクチンについて

は、「感染症予防ワクチンの非臨床試験ガイド

ライン」（2010年5月27日付薬食審査発0527-

(1)）、抗悪性腫瘍薬については、「抗悪性腫瘍

薬の非臨床評価に関するガイドライン」（2010

年6月4日付薬食審査発0604-(1)）及びそのQ&A

（2019年3月27日付事務連絡）が出されてい

る。 

 

4) GLP 

医薬品の製造販売承認申請、再審査等に際し

て提出する各種毒性試験データは「医薬品の安

全性に関する非臨床試験の実施の基準」（1997

年3月26日付厚生省令第21号、一部改正2008年6

月13日付厚生労働省令第114号）、いわゆるGLP

を遵守して実施されたものであることが義務づ

けられている（2001年6月21日付医薬審発第902

号「安全性薬理試験ガイドライン」により、安

全性薬理試験もGLP省令を準用して実施するこ

ととされた。）。なお、GLPの一部改正省令の

取扱いは「医薬品の安全性に関する非臨床試験

の実施の基準に関する省令の一部を改正する省

令による改正後の医薬品の安全性に関する非臨

床試験の実施の基準に関する省令の取扱いにつ

いて」（2008年6月13日付薬食発第0613007号）

において通知されている。 
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この省令は以下のとおり、8章19条で構成され

ている。 

第1章（1-4条）本省令の趣旨、用語の定義、

試験委託者の責務等に関する規定 

第2章（5-8条）試験施設の運営管理者、試験

責任者及び信頼性保証部門責任者の責

務等に関する規定 

第3章（9、10条）試験施設の構造、設備、機

器に関する規定 

第4章（11、12条）試験施設内における標準操

作手順書（運営管理者により作成）及

び動物の飼育管理に関する規定 

第5章（13、14条）被験物質及び対照物質等の

取扱いに関する規定 

第6章（15、16条）試験計画書（試験責任者に

より作成）及び試験の適切な実施に関

する規定 

第7章（17、18条）最終報告書（試験責任者に

より作成）及び試験関係資料の保存に

関する規定 

第8章（19条）試験が複数の場所にわたって実

施される場合の規定 

承認審査に当たって、GLP省令が適用される

試験（GLP適用試験）を実施した試験施設は、

原則として厚生労働省がPMDAに委託するGLP

省令への適合性の確認を受けなければならない

（品目調査）が、以下のPMDAが行う施設に係

るGLP適合性調査（施設調査）によるGLP適合

施設で実施された場合には、この確認が省略で

きる。 

この施設調査は、PMDAが定める「医薬品

GLP又は医療機器GLPの実地による調査の実施

要領の制定について」（2008年6月20日付薬機

発第0620058号、2008年8月15日付薬機発第

0815007号、2014年11月21日付薬機発第

1121005号）に基づき実施されている。GLP適

合状況の評価は、GLP適合性調査結果を基に適

合・不適合の二区分で行われる 

適合： 調査対象試験施設は、医薬品等GLPに

逸脱する事項はないか、あっても、当

該部分について適切な改善措置が講じ

られた若しくは当該部分による試験施

設全般の運営及び管理に及ぼす影響が

許容し得る範囲内であると認められる

場合。 

不適合：調査対象試験施設における医薬品等

GLPからの逸脱事項が試験施設全般の

運営及び管理に及ぼす影響が許容し得

る範囲ではなく、GLP適合と認められ

ない場合。 

この調査において評価が適合の場合、原則と

して当該試験施設で実施された試験成績はGLP

適合確認書の発行日から3年間以内に開始し終了

した試験に限り、審査資料として受入れられ

る。 

これらのGLP規定は外国で実施され得られた

データが我が国の承認申請資料として提出され

る場合にも適用される。外国のGLP適用試験施

設で実施された試験のGLP適合性については、

原則として、GLPに従って試験を実施している

ことを証する外国の政府機関等の文書を提出

し、これに基づき判断される（2014年11月21日

付薬食審査発1121-(9)、薬参発1121-(13)）。 

 

5) 薬理試験に関するガイドライン 

薬理試験として、効力を裏付ける試験、副次

的薬理試験、安全性薬理試験、更に薬物相互作

用に関する試験の結果が必要により求められて

いる。 

薬理試験に関して表8のガイドラインが発出さ

れている。 

安全性薬理に関する資料を作成するための試

験系の選択及び計画における一般的な指針とし

ては、ICHの合意に基づき制定された「安全性薬

理試験ガイドライン」（2001年6月21日付医薬

審発第902号：ICH-S7A）があり、安全性薬理試

験は原則として、GLP省令を準用して実施する

ことが求められている。なお、安全性薬理試験

のガイドラインの目的は次のとおりであり、こ

れらの目的に合うような研究計画を明確にし、
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詳述すべきである。①ヒトの安全性に関連のあ

ると思われる被験物質の望ましくない薬力学的

特性を特定すること。②毒性試験もしくは臨床

試験で認められた被験物質の有害な薬力学的も

しくは病態生理学的作用を評価すること。③こ

れまで認められたもしくは危惧される薬力学的

有害作用の機序を検討すること。 

また、効力を裏付ける試験と併せて薬理作用

の種類と程度を全般的に把握し、被験物質が有

する薬理作用のプロフィールを明らかにする副

次的薬理試験については、「一般薬理試験ガイ

ドライン」（1991年1月29日付薬新薬発第4号別

添）を参考として実施することとされている

（2001年6月21日付医薬審発第902号）。その

他、薬力学的薬物相互作用に関する資料の作成

に当たっては「薬物相互作用の検討方法につい

て」（2001年6月4日付医薬審発第813号）を参

考とすることとされている。 

 

6) 薬物動態試験に関するガイドライン 

薬物動態試験に関して表9に示すガイドライン

が発出されている。 

体内薬物動態に関するデータは動物における

毒性試験及び薬理試験の投与量その他の条件設

定に役立つのみならず、それらの結果を評価、

理解することにより、ヒトにおける有効性、安

全性の評価にきわめて有用な情報を提供する。

これについては「非臨床薬物動態試験ガイドラ

イン」（1998年6月26日付医薬審発第496号）が

公表され、動物及び in vitro 試験系を用いて被

験物質の吸収、分布、代謝及び排泄を検討し、

体内薬物動態を明確にするように求められてい

る。このガイドラインでは分布試験については

原則として単回投与とされているが、反復投与

を考慮すべき状況とその際の試験の実施につい

ては、「反復投与組織分布試験ガイダンス」

（1996年7月2日付薬審発第442号：ICH-S3B）を

参照することとされている。 

臨床薬物動態を評価するために母集団薬物動

態解析及び薬物動態／薬力学解析を実施する際

の留意点については、「医薬品の臨床薬物動態

試験について」（2001年6月1日付医薬審796）

により基本的な考えが示されている。その後、

海外におけるガイドラインや集積された治験を

踏まえ、「母集団薬物動態／薬力学解析ガイド

ライン」（2019年5月15日付薬生薬審0515-(1)）

が示された。 

 

7）生物学的同等性試験 

開発段階における製剤変更に関するガイドラ

インは示されていないが、変更時期や変更内容

を踏まえて、必要に応じて表10に示すガイドラ

インを適用することができる。一般的には後期

第Ⅱ相試験以降の治験製剤は市販製剤との同等

性が求められる。 

 

3.2 臨床試験 

 

1) 基本的要件 

臨床試験の目的は、対象となる疾患又は症候

に対する治験薬の治療的ないし予防的効果や、

更にその使用に際しての危険性や副作用をヒト

について検討し、最終的には治療効果と副作用

の相対的評価等に基づいて、臨床における有用

性を評価することにある。また、臨床試験はヒ

トを被験者とすることから倫理的な配慮のもと

に、科学的に適正な方法で行われなければなら

ず、被験者の立場からは、期待し得る利益に比

し、危険にさらされる可能性を最小にするよう

な方法で行われなければならない。 

ICHでの検討に伴い、日米欧3極で臨床試験及

び臨床開発方法の手順に関する一般指針が制定

されてきた。1998年には、これら3極の一般指針

を基礎にして「臨床試験の一般指針について」

（1998年4月21日付医薬審発第380号：ICH-

E8）の通知が出された。これは、新医薬品の承

認審査資料の国際的ハーモナイゼーションを推

進する厚生労働省の努力のひとつとしてまとめ

られたものであり、本通知は本ガイドラインの

目的、一般的原則（被験者の保護、科学的な臨
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床試験のデザインと解析）、開発の方法（開発

計画に関する考慮点、個々の臨床試験における

考慮点）から構成されている。 

被験者の保護という観点では、臨床試験を開

始する条件として、非臨床試験あるいは先行す

る臨床試験の結果によって、予定されている臨

床試験における薬剤の安全性が十分に示されな

ければならない。また、医薬品開発の期間を通

じて、新たに得られる動物での毒性試験データ

及び臨床試験データについては、有能な臨床医

及び他の専門家により、常に被験者の安全性と

の関わり合いの観点から検討、評価されなけれ

ばならない。 

科学的な側面では、臨床試験はその目的を達

成するために適切な科学的原則に従って計画さ

れ、実施され、解析されるべきであり、試験結

果は適切に報告されるべきであるとされてい

る。また、合理的な薬剤の開発の本質は、主要

な問題を提起し、十分に管理された臨床試験に

よってその問題に答えることであり、いずれの

試験においても主要な目的は明確にされなけれ

ばならない。 

更に、臨床試験は、その目的によって区分可

能であり、医薬品の臨床試験を段階的に進める

方法の根拠となっている基本原理は、先行する

試験の成果を次の試験の計画に役立てるべきで

あるとされている（表5 目的別臨床試験の分

類）。 

臨床試験の実施については、臨床試験を倫理

的配慮のもとに科学的に適正に実施するための

基準として、GCPがICHにおいて合意を得たこ

とから、日本においても「医薬品の臨床試験の

実施の基準に関する省令」（1997年3月27日付

厚生省令第28号、一部改正2016年1月22日付厚

生労働省令第9号等）としてGCPが法制化され

た。GCPは、医薬品の製造販売承認申請の際に

提出すべき資料の収集のために行われる臨床試

験（治験）の計画、実施、モニタリング、監

査、記録、解析及び報告等に関する遵守事項を

定め、被験者の人権、安全及び福祉の保護のも

とに、治験の科学的な質と成績の信頼性を確保

することを目的としている。 

また、「治験における臨床検査等の精度管理

に関する基本的考え方について」（2013年7月1

日付厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連

絡）が示され、治験における臨床検査データの

信頼性を確保するための精度管理の重要性が示

されている。 

 

2) 開発計画に関する留意点 

 

2.1）非臨床試験 

非臨床試験の内容及び臨床試験との関連にお

ける非臨床試験の実施時期を決定する際に考慮

すべき点として以下があげられる。 

① 個々の患者に対する投与期間及び総投与量 

② 医薬品の特徴 

③ 治療対象とする疾患又は症状 

④ 特別な母集団における使用 

⑤ 投与経路 

具体的な個々の非臨床安全性試験の実施時期

について、「医薬品の臨床試験及び製造販売承

認申請のための非臨床安全性試験の実施時期に

ついてのガイダンス」（2010年2月19日付薬食

審査発0219-(4)：ICH-M3R(R2) 、Q&A集：2012

年8月16日付事務連絡）により示されている。 

(i) 安全性試験 

ヒトにおける最初の試験においては、臨床

試験に移行する前に実施が必要な非臨床試験

での薬理学的及び毒性学的評価を注意深く考

慮した上で、投与量を決定しなければならな

い。初期の非臨床試験においては、ヒトの初

回投与量及び安全な投与期間を選択するため

に十分な情報を提供すべきであり、更には、

新薬の生理学的又は毒性学的作用についての

情報を提供すべきである。 

(ii) 薬理学的試験 

初期段階の臨床調査及び開発の根拠と方向

性は、以下のような情報を含む候補薬物の非
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臨床試験で明らかとなった薬理学的プロフィ

ールに基づいて決定される。 

① 主要な薬効の薬理学的根拠（作用機序） 

② 用量－反応又は濃度－反応関係と作用持

続時間 

③ 可能性のある臨床投与経路の検討 

④ 主要な臓器における薬理学的作用及び生

理学的反応を含む全身的な一般薬理試験 

⑤ 吸収、分布、代謝及び排泄に関する試験 

 

2.2) 治験薬の品質 

臨床試験で使用される製剤の特性は、可能な

限り生物学的利用率に関する情報を含めて十分

に明らかにされていなければならず、製剤は治

験薬の開発段階に応じて適切なものであること

が必要である。理想的には、用量幅を検討する

一連の試験を実施するのに十分な量の製剤が提

供されるべきである。 

治験薬に関しては、早期探索的段階を含め、

治験の特性を考慮し、治験の各段階に応じた治

験薬の品質保証が可能となるよう2008年7月9日

に治験薬GMPが改正された（薬食発第0709002

号）。その後治験薬GMPに関するQ&A集も出さ

れている（2009年7月2日付監視指導・麻薬対策

課 事務連絡） 

 

2.3) 開発の相と実施される試験について 

臨床試験は、これまで4つの開発の相（第I相

－第IV相）から成るという概念が広く用いられ

てきた。しかし、日米欧3極のICHによる合意に

基づき「臨床試験の一般指針について」（1998

年4月21日付医薬審発第380号：ICH-E8）が通知

され、臨床試験の分類として試験の目的による

分類がより望ましいとされ、以下の4つの試験が

示された。 

① 臨床薬理試験 

② 探索的試験 

③ 検証的試験 

④ 治療的使用 

目的により分類された試験において実施すべ

き内容（目的）や試験の例を表5（目的別臨床試

験の分類）に、また、試験の種類と開発の相に

よる分類との関係を図12（開発の相と試験の種

類の相互関係）に示した。 

図12 は、2つの分類法は密接ではあるが、必

ずしも一致しない関係を示している。また、試

験の種類が自動的に開発の相として定義されな

いことを示している。 

臨床開発は、理想的には初期の小規模な試験

から得られた情報を、後期のより大規模で明確

な目的を持った試験の計画及び根拠付けに用い

るという段階的な方法で進められる。効率的な

医薬品開発のためには、初期の段階で治験薬の

重要な特徴を見極め、それに基づいて適切な開

発計画を立案することが必須となる。以下に、

開発段階の4つの相について述べる。 

(i) 第 I 相試験 

（最も代表的な試験：臨床薬理試験） 

第I相は、治験薬を初めてヒトに投与するこ

とから開始される。最も代表的な試験の種類

としては、臨床薬理試験があげられる。臨床

薬理試験は通常第I相と同一であるが、一連の

開発の過程の中で他の相で行われることもあ

る。第I相の目的には通常以下の一つあるいは

組合せが含まれる。 

① 初期の安全性及び忍容性の評価 

② 薬物動態の検討 

③ 薬力学的な評価 

④ 初期の薬効評価 

参考とすべき資料として「医薬品の臨床薬

物動態試験について」（2001年6月1日付医薬

審発第796号）、「医薬品開発におけるヒト初

回投与試験の安全性を確保するためのガイダ

ンス」（2012年4月2日付薬食審査発0402-

(1) 、一部改正2019年12月25日付薬生薬審発

1225-(1)）が示されている。医薬品の開発を目

的として行われる一連の臨床における薬物動

態試験について、その評価項目と安全に実施

するための基本的な考え方が示されている。 
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(ii) 第 II 相試験 

（最も代表的な試験：探索的試験） 

第II相は、通常患者において治療効果を探索

するための試験を開始する段階である。典型

的な第II相は、明確に定義された基準に従って

選択され、その状態を観察されている患者群

を対象として行われるもので、代表的な試験

として探索的試験があげられる。この相の重

要な目的は第III相で用いる用法・用量を決定

することである。この相の試験では標的とす

る適応における用量－反応関係を評価・確認

するために用量反応検討デザインが用いられ

ることが望ましい。第II相で実施される試験の

その他の目的としては、その後に実施する第II

相や第III相試験において用いられるエンドポ

イント、治療方法（併用療法を含む）、標的

となる患者群等を評価することがあげられ

る。 

(iii) 第 III 相試験 

（最も代表的な試験：検証的試験） 

第III相は治療効果の検証を主要な目的とす

る試験である。第III相の主要な試験は、意図

した適応や投与される患者群においてその薬

剤が安全で有効であるという第II相までに蓄積

された予備的な根拠を検証するためにデザイ

ンされる。この試験は製造販売承認のための

適切な根拠となるデータを得ることを意図し

ている。 

なお、新医薬品を開発する製薬企業が既承

認の市販医薬品を対照薬として新医薬品の有

効性・安全性を評価する場合に、新医薬品を

開発する企業と、対照薬の製造販売企業と

が、円滑に対照薬の提供・授受を行うことを

目的として、1981年7月に日本製薬工業協会の

加盟会社間の自主申し合わせとして「対照薬

の提供及び譲受に関する申し合わせ」が制定

された。以降、4回の改訂を経て、最新版が

2005年11月1日から実施されている。 

(iv) 第 IV 相試験（多様な試験：治療的使

用） 

第Ⅳ相で実施される試験は、医薬品の承認

後に行われるすべての試験（ルーチンの市販

後調査を除く。）であり、承認された適応に

関連するものである。第Ⅳ相での試験は、適

切な科学的な目的を有していなければならな

い。一般的に行われる試験には、追加的な薬

物相互作用試験、用量―反応試験、又は安全

性試験、そして承認された適応疾患における

使用を支持するための試験（例：死亡率／罹

病率に係る試験、疫学試験）が含まれる。 

 

2.4) 新効能、新用法・用量等について 

新効能、新用法・用量、新投与経路等を追加

する際は、新たな開発計画のもと、臨床試験が

進められる。また、新たな臨床薬理試験が、必

要となる場合もある。 

 

2.5) 特別な考慮点 

特殊な環境条件や特定の母集団での検討が開

発計画の目的の一部になっている場合、これら

は試験ごとにおのおの考慮されなければならな

い。 

(i) 薬物代謝試験 

主要な活性代謝物については、これを同定

し、その詳細な薬物動態試験を実施しなけれ

ばならない。また、代謝に関する評価試験を

行う時期は、各々の薬物の性質により決ま

る。 

(ii) 薬物相互作用 

代謝様式、非臨床試験の結果や類似化合物

についての情報から薬物相互作用が示唆され

る場合は、薬物相互作用に関する検討を実施

することが特に望まれる。頻度が高く併用さ

れる薬物の相互作用を検討するためには、非

臨床試験及び適切であれば、ヒトで薬物相互

作用試験を行う。 

(iii) 特別な集団 

一般の患者集団の中には、特殊なリスク・

ベネフィットを考慮すべき対象又は一般の成

人に比較して投与量若しくは投与スケジュー
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ルを変更する必要があるため特別な検討が必

要な集団がある。腎障害及び肝障害を有する

患者に対して薬物動態学的検討を行うこと

は、その薬物の代謝、排泄に生じるかも知れ

ない変化の影響を評価するために重要であ

る。その他の特別な集団としては以下のもの

があげられる。 

① 高齢者 

② 異なる人種 

③ 妊婦 

④ 授乳婦 

⑤ 小児 

(iv) マイクロドーズ試験 

薬物動態学的情報に基づく開発候補物質ス

クリーニング試験で、被験物質のヒトにおけ

る体内動態に関する情報や前臨床段階で欲し

い情報を得るための臨床試験。In vitro、in 

vivoや薬理作用発現用量の1/100を超えない用

量又は100μg/humanのいずれか少ない用量を

健康な被験者に単回投与する。主として、低

分子化合物を適用範囲としている。極めて低

用量であってもヒトを対象とすることから、

治験としてGCP省令を遵守する必要がある。

なお、「マイクロドーズ臨床試験の実施に関

するガイダンス」（2008年6月3日付薬食審査

発第0603001号）に試験実施に際しての留意

事項、その他の基本的考え方が示されてい

る。 

 

3) 個々の臨床試験における留意点 

臨床試験の目的設定、計画、実施、解析、報

告は以下の重要な原則に従って行われるべきで

ある。また、目的から報告までの各項目は、試

験を開始する前に治験実施計画書に明確に記載

されなければならない。 

 

3.1) 目的 

試験の目的は明確に述べられなければならな

い。試験目的としては、安全性及び（又は）有

効性の探索的あるいは検証的な特徴づけ、ある

いは薬理学的、生理学的、生化学的評価あるい

は臨床的効果の検討等があげられる。 

 

3.2) 計画 

必要とする情報を得るためには以下の項目に

留意するとともに、関連する臨床評価ガイドラ

インを参考に、適切な試験デザインを選択しな

ければならない。 

① 被験者の選択 

② 対照群の選択 

③ 被験者数 

④ 有効性及び安全性の変数 

⑤ 偏りを最小にする方法（無作為化、盲検

化、服薬状況） 

 

3.3) 実施 

臨床試験は、「臨床試験の一般指針」に記載

してある原則、GCP及び臨床試験に係る他のガ

イドラインに概説されている関連原則に従って

実施されなければならず、治験実施計画書の遵

守は必須である。 

 

3.4) 解析 

治験実施計画書に記載される解析方法は試験

目的及びデザインに合致するものでなければな

らず、主要なエンドポイント及び副次的なエン

ドポイントの解析方法は治験実施計画書に記載

しておかなければならない。また、臨床試験の

結果は治験実施計画書に予め記載された解析方

法に従って解析されなければならない。 

 

3.5) 報告 

臨床試験の報告書は「治験の総括報告書の構

成と内容に関するガイドライン」（1996年5月1

日付薬審発第335号：ICH-E3）に記述されてい

る方法に従って適切に作成されなければならな

い。 

 

4) 臨床試験における統計解析 
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旧厚生省は「臨床試験の統計解析に関するガ

イドライン」（1992年3月4日付薬新薬発第20

号）を公表している。本ガイドラインは統計的

手法の誤用を例示し、誤用を防いで、科学的に

正しく薬効を評価するために当時最も妥当と思

われる指針を示したものであった。 

その後「臨床試験のための統計的原則」

（1998年11月30日付医薬審発第1047号：ICH-

E9）がICHガイドラインとして公表され、前述

の旧ガイドラインは廃止された。この新ガイド

ラインは、臨床開発全体の中で、治験依頼者が

被験薬の治験の計画、実施、解析及び評価を行

う場合の方向づけを目的としている。また、こ

のガイドラインは、科学の広い分野の人々から

関心を持たれるべきものであり、治験に関連し

たすべての統計的業務に対する実際の責任は、

適切な資格と経験のある統計家が果すべきであ

ることが前提となっている。統計家の参加は、

医薬品開発を支える治験に統計的原則が適切に

応用されていることを、他の臨床試験専門家と

共同して保証するためである。したがって、こ

のガイドラインに明確に述べられた原則を実行

するために、統計家は十分な理論又は実地の教

育と経験とを合わせ持つべきである。このガイ

ドラインにまとめられている原則は、主として

開発の後半の相で、多くは有効性の検証的試験

として実施される治験に適用される。 

検証的試験では、主要な変数として有効性だ

けではなく安全性に関する変数、薬力学的変数

や薬物動態変数をとりあげてもよい。更には、

検証的な知見の一部は複数の研究を統合したデ

ータから導かれることもあり、この状況でもこ

のガイドライン中の原則の一部は適用される。

医薬品開発の初期の相は主として探索的な性質

の治験からなるが、統計的原則はこれらの治験

でも適用される。したがって、このガイドライ

ンの趣旨は、可能な限り臨床開発のすべての相

で適用されるべきである。 

 

5) 臨床評価ガイドライン 

臨床試験成績は、申請品目が実際に使用され

たとき、いかなる効果あるいはいかなる副作用

を示すかを明らかにするものであり、規制当局

による評価判定に際し重要な資料となるもので

あるから、精密かつ客観的な考察がなされなけ

ればならない。 

臨床試験の実施方法や評価の指針に関するガ

イドラインが「臨床評価ガイドライン」として

公表されている。また、ICHの成果もICHガイド

ラインとして国内規制に取り入れられている。 

薬効群別臨床評価に関するガイドライン、臨

床評価に関する共通ガイドライン及びその他の

臨床評価関連ガイドラインは表11のとおり公表

されている。 

 

6) GCP 

臨床試験が倫理的な配慮のもとに科学的に、

適正に実施されるための基準として「医薬品の

臨床試験の実施に関する基準」（旧GCP）

（1989年10月2日付薬発第874号）が通知され、

1990年10月1日より行政指導として実施されて

きた。その後、国際的な動向を踏まえ、臨床試

験の質的向上を図る必要が生じた。このことか

ら種々の検討をもとに、中央薬事審議会の答申

（1997年3月13日）の内容を踏まえて新たに

「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省

令」（GCP省令）（1997年3月27日付厚生省令

第28号）が定められ、1997年4月1日から実施さ

れるに至った。 

その後、GCP省令は改正を重ねており（最新

改正：2016年1月22日付厚生労働省令第9号）、

現在のGCP省令は6章59条から構成されてい

る。大きく分けると、治験の依頼をしようとす

る者又は自ら治験を実施しようとする者側に関

する事項を定めた「治験の準備に関する基準」

と「治験の管理に関する基準」、及び治験実施

医療機関側に関する事項について定めた「治験

を行う基準」の3つに分かれている。また、GCP

省令に適合した治験等が円滑に実施されるため

「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省
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令」のガイダンスについて」（2012年12月28日

付薬食審査1228-(7)）が示されている。その後、

ICH-E6-(-(-((R2)が取りまとめられたこと、これ

までのGCP省令の改正等を踏まえ、GCPガイダ

ンスは改正されている（2019年7月5日付薬生薬

審0705-(3)）。また、これに併せ、「治験におけ

る品質マネジメントに関する基本的考え方につ

いて」（2019年7月5日付薬生薬審0705-(5)）、

「リスクに基づくモニタリングに関する基本的

考え方について」（2019年7月5日付薬生薬審

0705-(7)）、「治験に係る文書又は記録につい

て」（2019年7月5日付事務連絡）が示された。 

治験の参加基準に満たない患者に対して人道

的見地から未承認薬等を提供する制度が導入さ

れた（2016年1月22日付薬生審査発0122-(7)）。

生命に重大な影響がある疾患であって、既存の

治療法に有効なものが存在しない疾患の治療の

ため、未承認薬等を臨床使用するに当たって

は、当該未承認薬等の使用によるリスクと期待

される治療上のベネフィットのバランスを図り

つつ、当該医薬品の開発に支障を生じないこと

を前提とした制度である。 

本制度は、上記の疾患を対象として、患者が

享受できると期待されるベネフィットの蓋然性

が比較的高いと考えられる国内開発の最終段階

である治験（通常、効能・効果及び用法・用量

が一連の開発を通じて設定された後に実施され

る有効性及び安全性の検証を目的とした治験で

あり、これを主たる治験と呼ぶ）の実施後ある

いは実施中（組入れ終了後）の治験薬を、治験

の枠組みのもとで提供するものである。 

 

7) 治験薬GMP 

GCP省令の第17条“治験薬の交付”において

「治験依頼者は治験薬の品質の確保のために必

要な構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及

び品質管理の方法がとられている製造所におい

て製造された治験薬を実施医療機関に交付しな

ければならない」と規定された。これを受け

て、治験薬の品質を保証することで治験の信頼

性を確保し、かつ、品質不良の治験薬から被験

者を保護すること等を目的として治験薬を製造

する際に遵守すべき基準、すなわち「治験薬の

製造管理及び品質管理基準及び治験薬の製造施

設の構造設備基準」（1997年3月31日付薬発第

480号）が通知された。しかしながら、早期探索

的段階を含め、治験の特性を考慮し、治験の各

段階に応じた治験薬の品質保証が可能となるよ

う「治験薬の製造管理、品質管理等に関する基

準（治験薬GMP）」（2008年7月9日付薬食発第

0709002号）が通知され、それに伴い旧治験薬

GMP通知は廃止された。すなわち、被験者の保

護と臨床試験の信頼性確保に加え、治験薬が開

発候補として絞り込まれた段階においては、当

該治験薬と市販後製品の一貫性を、治験薬の製

造方法及び試験方法が確立した段階において

は、当該治験薬と市販後製品の同等性を保証す

ることで、市販後製品の有効性及び安全性並び

に臨床試験の適切性を確保することが目的とさ

れた。なお、治験薬の製造管理、品質管理等に

関する基準（治験薬GMP）に関するQ&Aについ

ては、2009年7月2日付事務連絡が示されてい

る。 

治験薬GMPは、GCP省令に基づき実施される

治験に用いる治験薬に適用され、治験依頼者が

実施すべき事項及び自ら治験を実施する者が実

施すべき事項を定めたものであり、治験薬を製

造する施設が海外にある場合においても適用さ

れる。内容としては、治験薬GMPソフトでは、

治験依頼者は、治験薬製造施設ごとに治験薬製

造部門及び治験薬品質管理部門を置かねばなら

ない。治験薬の品目ごとに治験薬品質管理部門

のあらかじめ指定した者に、治験薬の出荷の可

否を決定させなければならない。また、治験薬

の品目ごとに成分・分量、規格、試験方法、製

造手順等を規定した文書を作成し保管しなけれ

ばならない。また、治験薬製造施設毎に治験薬

の衛生管理の手順に関する文書、治験薬の製造

管理の手順に関する文書及び治験薬の品質管理

の手順に関する文書を作成し、保管しなければ
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ならない。更に、治験薬の製造管理及び品質管

理を適正かつ円滑に実施するための手順書も同

様に作成し、保管しなければならない。その

他、外部試験検査機関等の利用、バリデーショ

ン及びベリフィケーション、変更の管理、逸脱

の管理、品質等に関する情報及び品質不良等の

処理、回収処理、自己点検及び教育訓練、文書

及び記録の管理、委託製造、治験薬の製造施設

の構造設備等について規定されている。 

治験薬GMPハードでは、治験原薬以外の治験

薬、治験原薬、治験無菌製剤、治験無菌原薬、

治験生物学的製剤、治験血液製剤に分けて各々

製造施設毎の要件が定められている。 

その他、原薬については、「原薬GMPのガイ

ドラインについて」（2001年11月2日付医薬発

1200号：ICH-Q7A、現ICH-Q7）に別添される原

薬GMPガイドラインを参考とすることとされて

いる。原薬GMPガイドラインは、2000年11月に

米国サンディエゴで開催されたICH－5で最終合

意に達したもので、「品質マネジメント」「構

造及び設備」「バリデーション」等20項目にわ

たる具体的な要求事項を定めている。 

また、国際整合性等の観点から、医薬品査察

協定及び医薬品査察協同スキーム（以下

「PIC/S」という。）のGMPガイドラインを参

考として活用する際の考え方が示されている

（2012年2月1日付事務連絡）。 

なお、国際共同治験等のために、国内で製造

した治験薬を使用して海外で治験を実施する

際、海外当局から治験薬GMP証明書の提出を求

められることがあるため、「治験薬GMP証明書

の発給について」（2009年3月30日付事務連

絡）が示され、また、その手続きについて「治

験薬GMP証明書の発給の手続きについて」

（2009年3月30日付薬機発第0330023号、一部改

定：2019年8月1日）が発出されて、治験薬GMP

証明書が発給されるようになった。 

 

 

4．その他 

 

4.1 バイオテクノロジーを応用した医薬品 

組換えDNA技術を応用して製造される医薬品

の製造上の安全性を確保するため、「組換え

DNA技術応用医薬品の製造のための指針につい

て」（1986年12月11日付薬発第1051号、一部改

正：1987年5月21日付薬発第434号、1995年8月

18日付薬発第769号））が公表された。組換え体

（生細胞）の安全性評価を行い、製造の作業レ

ベルを「GILSP（優良工業製造規範、Good 

Industrial Large‐Scale Practice）、「カテゴリ

ー1」、「カテゴリー2」及び「カテゴリー3」の

4段階に規定し、必要な施設及び設備を示すと共

に、製造安全委員会の設置、製造安全主任者の

任命、製造管理者による管理・監督等の規定を

示している。その後、「遺伝子組換え生物等の

使用等の規制による生物の多様性の確保に関す

る法律：カルタヘナ法（2003年6月18日付法第

97号）」に基づく「遺伝子組換え生物等の第二

種使用等のうち産業上の使用等に当たって執る

べき拡散防止措置等を定める省令（2004年1月

29日付財務・厚生労働・農林水産・経済産業・

環境省令第1号、一部改正：2006年6月6日付財

務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省令

第2号）」が2004年2月19日施行された（これに

伴い、上記指針は廃止）。 

バイオテクノロジーを応用した医薬品の品

質、有効性、安全性を評価するためガイドライ

ンとして、当初、「組換えDNA技術を応用して

製造される医薬品の承認申請に必要な資料作成

について」（1984年3月30日付薬審発第243号）

が公表され、また、「細胞培養技術を応用して

製造される医薬品に関する承認申請に必要な資

料の作成について」（1988年6月6日付薬審1発

第10号）が示された。その後、遺伝子組換え技

術、 細胞培養技術及びその他科学技術の著しい

進捗並びにバイオ医薬品の品質、安全性及び有

効性に関するこれまでの知見蓄積を踏まえて、

以上の通知が見直され「バイオテクノロジー応
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用医薬品の承認申請の区分及び承認申請に必要

な添付資料の作成方法について」（2017年7月5

日付薬生薬審発0705-(5)）が示された。 

バイオテクノロジー応用医薬品に関して、ICH

の議論を踏まえ各種ガイドラインが示されてい

る（表12）。また、細胞・組織を利用した医薬

品及び遺伝子治療用医薬品に係わる通知が示さ

れている。 

 

4.2 ヒト・動物由来成分を原材料とする医薬品

等（生物由来製品） 

ヒト又は動物由来成分を原材料として製造さ

れる医薬品等については、現時点の科学水準に

基づいた品質及び安全性確保対策を講ずること

が必要と考えられ、中央薬事審議会バイオテク

ノロジー特別部会において「細胞・組織利用医

薬品等の取扱い及び使用に関する基本的考え

方」（2000年12月1日）及び「ヒト由来細胞・

組織加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関

する指針」（2000年12月1日）が中央薬事審議

会バイオテクノロジー特別部会において取り纏

められ、通知が発出された（2000年12月26日医

薬発第1314号）。また、その他にも各種通知が

発出され、製造販売業者等による自主点検及び

承認書の整備等が求められるとともに、安全性

確保対策が講じられている。特に、ウシ等由来

成分については、世界的なリスク発生に応じ適

時必要な通知等が示され品質及び安全性確保が

強化されている（第2章、6.4 ウシ伝達性海綿状

脳症（BSE）等への安全対策を参照）。加え

て、2002年7月31日付薬事法改正により新たに

生物由来製品及び特定生物由製品の定義が行わ

れ、感染リスクに応じて安全性確保対策措置が

講じられることとなった。また、2003年5月に生

物由来原料基準が制定され、生物由来製品並び

に生物由来の原料から製造する原料又は材料を

製造工程において使用するすべての医薬品、医

薬部外品、化粧品及び医療機器の当該原料又は

材料について規制された（2003年厚生労働省告

示第210号）。 

2013年には再生医療等製品が医薬品・医療機

器とは別に法律上位置づけられ、再生医療等製

品の生物由来原料の基準の在り方が検討され

た。この内容に加え、ウシ等由来原料のBSEリ

スクに関する国際的動向等を踏まえ、生物由来

原料基準が一部改正された（2014年厚生労働省

告示第375号）。 

 

4.3 バイオ後続品 

バイオテクノロジー応用医薬品に関する製法

及び解析技術の進歩にともない、諸外国におい

て、バイオテクノロジー応用医薬品と同等／同

質の医薬品としてバイオ後続品の開発が進めら

れている。このような技術の進歩等を踏まえ、

厚生労働省科学研究費補助金厚生労働科学研究

事業「バイオジェネリックの品質・有効性・安

全性評価法に関する研究」において検討がなさ

れ、「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確

保のための指針」が発出された（2009年3月4日

薬食審査発第0304007号）。バイオ後続品は、

国内で既に新有効成分含有医薬品として承認さ

れたバイオテクノロジー応用医薬品（先行バイ

オ医薬品）と同等／同質の品質、安全性、有効

性を有する医薬品として、異なる製造販売業者

により開発される医薬品として定義されてい

る。「同等性／同質性」については、先行バイ

オ医薬品に対して、バイオ後続品の品質性がま

ったく同一であるということを意味するのでは

なく、品質特性において類似性が高く、かつ、

品質特性に何らかの差異があったとしても、最

終製品の安全性や有効性に有害な影響を及ぼさ

ないと科学的に判断できることを意味してい

る。そのために、「生物薬品（バイオテクノロ

ジー応用医薬品／生物起源由来医薬品の製造工

程の変更にともなう同等性／同質性評価の非臨

床における安全性評価」ICH Q5Eガイドライン

に記載されているコンセプトに基づいた適切な

試験が必要となる。更に、臨床試験により同等

性／同質性を評価する必要がある。 
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また、「バイオ後続品の品質・安全性・有効

性確保のための指針に関する質疑応答集

（Q&A）について」（2009年7月21日付事務連

絡、2010年3月31日付事務連絡、2015年12月15

日付事務連絡）が示され、バイオ後続品申請が

可能となるタイミング、同一製品の定義、同等

性・同質性評価、製剤・試験法開発、安全性評

価等に関する規制当局としての見解が述べられ

ている。 

バイオ後続品の承認申請に当たっては、「バ

イオ後続品の品質・安全性・有効性確保のため

の指針」（2009年3月4日薬食審査発第0304007

号）の別添の9に基づき製造販売後調査とリスク

管理計画の具体的な方法や計画を提出すること

とされている。また、「医薬品リスク管理計画

の策定について」（2012年4月26日薬食審査発

0426-(2)）において、医薬品リスク管理計画書の

案を承認申請の添付資料として提出することが

求められている。 

 

4.4 新薬開発に係る情報公開（ディスクロージ

ャー） 

「新医薬品の承認審査に係る情報の公表につ

いて」（1999年11月11日付医薬審発第1651号）

が通知され、厚生労働省が作成する審査報告書

等とともに、申請者から提出される非臨床・臨

床試験成績等をとりまとめた資料が「新薬承認

情報集」として公表されていた。その後、新た

に「新医薬品の承認審査に係る情報の公表につ

いて」（2002年5月29日付医薬審発第0529003

号）が通知され、資料の提出方法等が変更され

た。更に、資料等の提出及び公表に関する具体

的な取扱いが通知された（2005年4月22日付薬

食審査発第0422001号、2005年4月22日付薬機発

第0422004号、2007年11月26日付薬食審査発第

1126005号、2013年3月25日付薬食審査発0325-

(1)）。 

新薬の承認審査に関する情報はPMDAのホー

ムページに公開されている。 

日本語HP：

http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch 

英語HP（一部の品目のみ）：

http://www.pmda.go.jp/english/review-

services/reviews/approved-

information/drugs/0001.html  

更に、2005 年1月6日に国際製薬団体連合会

（IFPMA）、米国研究製薬工業協会

（PhRMA）、欧州製薬団体連合会（EFPIA）、

日本製薬工業協会（JPMA）の４団体の共同声明

として、「臨床試験登録簿及びデータベースを

介した臨床試験情報の開示に関する共同指針」

が出され、探索的試験を除く全ての臨床試験を

登録公開すること、また、少なくとも1国で承認

あるいは販売されている薬剤に関し、実施され

たすべての試験（探索的試験を除く）の結果に

関する情報を公開することが宣言された。 

これを受けて日本では、文部科学省がUMIN 

臨床試験登録システム(UMIN-CTR; 

http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm）を開始す

るとともに、厚生労働省が財団法人日本医薬情

報センター及び日本製薬工業協会との協力によ

り、臨床試験情報の登録と公開のためのデータ

ベース「臨床試験情報」（JapicCTI（JAPIC 

Clinical Trial Information））

（http://www.japic.or.jp/index.html）により、臨

床試験に関する情報を公開している。 

更に治験の実施状況等の登録にあたり留意す

べき事項が通知で示され、治験計画届を届け出

た場合には、国内の臨床試験情報登録センター

（jRCT(Japan Registry of Clinical Trials)、

JapicCTI 及び日本医師会臨床試験登録システ

ム）に当該治験に係る情報を登録するよう求め

られている（2018年3月26日付薬生薬審発0326-

(3)）。 

これらのシステムにより、被験者個人のプラ

イバシー、知的財産権及び契約上権利にも十分

配慮した形で、製薬企業が治験の情報を積極的

に公表し、治験の透明性向上を図っている。 

http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/
http://www.pmda.go.jp/english/review-services/reviews/approved-information/drugs/0001.html
http://www.pmda.go.jp/english/review-services/reviews/approved-information/drugs/0001.html
http://www.pmda.go.jp/english/review-services/reviews/approved-information/drugs/0001.html
http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm
http://www.japic.or.jp/index.html
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また、日本に特有のシステムとして、治験審

査委員会に関する情報についても、治験関係者

等が入手しやすい環境を充実するとともに、広

く国民に周知されるよう、独立行政法人医薬品

医療機器総合機構（以下「機構」という）ホー

ムページ に登録することしている。（2013年5

月15日付薬食審査発0515-(5)、一部改正：薬生

薬審発0331-(9)2017年3月31日）。 

 

4.5 ICH（医薬品規制調和国際会議） 

ICHは、安全で有効な新医薬品を必要な患者に

より早く提供するため、1990年4月に、日本・米

国・ヨーロッパの各医薬品規制当局と業界団体

の6者により発足された。ICH運営委員会は創始

６メンバー（EU、EFPIA、MHLW、JPMA、

FDA、PhRMA）と Swissmedic及びHealth 

Canadaで構成され、他にWHOがオブザーバ

ー、IFPMAが（投票権無し）メンバーとして参

加し、それぞれの課題ごとに、各団体から専門

家や行政官からなる専門家委員会（EWG）を設

置し検討が行われてきた。その後、グローバル

化する医薬品の開発や規制に対応していくた

め、2015年10月に組織改革が行われ、スイス法

に基づく新しいICH法人が国際的な非営利法人と

して設立され、さらなる薬事規制の国際調和を

推進する取り組みが進められている。 

現在、全ての参加メンバーで構成され、法人

の主体となる総会と、総会の議論の準備や法人

の運営を担う管理委員会、専門家がガイドライ

ンの議論を行う各作業部会等から成り立ってい

る。 

ICHの新しいハーモナイゼーションは次の5つ

のステップにより行われている。 

 

ステップ1：トピックの選定・問題点の分析、

EWGの設置、ICH調和ガイドライ

ン案の起草 

ステップ2a：技術文書として規制当局・産業

界での合意 

ステップ2b：各極における意見聴取実施の規

制当局間の合意 

ステップ3：各極におけるガイドライン案に対

する意見聴取、寄せられた意見に

基づくガイドライン案の修正 

ステップ4：ICH調和ガイドラインの最終合意 

ステップ5：各極における国内規制等への実装 

 

現時点では、表13（ICH トピック＆ガイドラ

イン 進捗状況）のとおり、改正版も含めて70を

超えるトピックが日米欧の3極における合意（ス

テップ4あるいは5）に至っている。 

ICHについて詳しくは、下記のICHのHPを参

照されたい。 

日本語HP： 

https://www.pmda.go.jp/int-activities/int-

harmony/ich/0014.html 

英語HP： 

http://www.ich.org/home.html

https://www.pmda.go.jp/int-activities/int-harmony/ich/0014.html
https://www.pmda.go.jp/int-activities/int-harmony/ich/0014.html
http://www.ich.org/home.html
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図 8  新医薬品における開発承認のフローチャート 
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新医薬品に係る承認審査の標準的プロセスにおけるタイムライン（通常品目） 

 

 以下のタイムラインは、審査の経過上、特段の問題がなかった場合の標準的なプロセスについて、

2014 年度以降に申請された新医薬品について申請受付から承認までの総審査期間の目標である 12 ヵ

月（通常品目）を達成するよう努力するため、審査の実績を踏まえて、各審査イベント毎の審査期間

の目安注１）を示したものである。 

 
 
 
 
  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１）審査期間の目安の設定に当たっては、2013 年度における新医薬品の承認審査における実績を用

いた。なお、算出に用いた申請から承認までの各イベント毎の件数は、初回面談 35 件、重要事

項照会 31 件、専門協議 85 件、部会審議 83 件、製造販売承認 96 件である。 

注２）重要事項照会：初回面談後に行われる最初の照会 

 

図 9  新医薬品に係る承認審査の標準的プロセスにおけるタイムライン（通常品目） 
 

  

申
請
企
業 

医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構 

厚
生
労
働
省 

 
 

 

製

造

販

売

承

認 

製

造

販

売

承

認

申

請 

部
会
審
議 

初
回
面
談 

注2)

重

要

事

項

照

会 

専
門
協
議 

審
査
報
告
書
作
成
終
了 

信頼性調査  

GMP 調査  

審査期間の目安 
25パーセンタイル値～ 

中央値～75パーセンタイル値 

2.3~2.4~2.8月 5.1~5.7~6.8月 0.5~0.6~0.7月 1.2~1.5~2.0月 0.7~0.9~1.6月 



日本の薬事行政 

 
2020 - 79 - 

 

新医薬品に係る承認審査の標準的プロセスにおけるタイムライン（優先品目） 

 

 以下のタイムラインは、審査の経過上、特段の問題がなかった場合の標準的なプロセスについて、

2014 年度以降に申請された新医薬品について申請受付から承認までの総審査期間の目標である 9 ヵ月

（優先品目）を達成するよう努力するため、審査の実績を踏まえて、各審査イベント毎の審査期間の

目安注１）を示したものである。 

 
 
 
 
  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１）審査期間の目安の設定に当たっては、2013 年度における新医薬品の承認審査における実績を用

いた。なお、算出に用いた申請から承認までの各イベント毎の件数は、初回面談 12 件、重要事

項照会 12 件、専門協議 34 件、部会審議 30 件、製造販売承認 31 件である。 

注２）重要事項照会：初回面談後に行われる最初の照会 

 

図 10  新医薬品に係る承認審査の標準的プロセスにおけるタイムライン（優先品目） 
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表 3  医療用医薬品製造販売承認等の申請の際に必要な提出書類 

取扱通知（2014 年 11 月 21 日付薬食発 1121 第 2 号）別表 2-(1) 抜粋 

 

 

注１）右欄の記号及び番号は別表１に規定する資料の記号及び番号を示し、原則として、○は添付を×は添付
の不要を△は個々の医薬品により判断されることを意味するものとする。 

注２）右欄注の１）については下記のとおりであること。 

 

１）製造方法の変更又は試験方法の変更等、添付文書の記載に変更を生じない内容に関する申請に限り、原
則として、チの資料の添付は要しない。 

  

左   欄 右 欄 

 イ 

1 2 3 

ロ 

1 2 3 

ハ 

1 2 3 

ニ 

1 2 3 

ホ 

1 2 3 4 5 6 

ヘ 

1 2 3 4 5 6 7 

ト 

 

チ 

 

(1) 新有効成分含有医薬品 ○○○ ○○○ ○○○ ○○△ ○○○○×△ ○○○△○△△ ○ ○ 

(2) 新医療用配合剤 ○○○ ×○○ ○○○ ○△△ ○○○○×△ ○○×××△× ○ ○ 

(3) 新投与経路医薬品 ○○○ ×○○ ○○○ ○△△ ○○○○×△ ○○×△○△△ ○ ○ 

(4) 新効能医薬品 ○○○ ××× ××× ○×× △△△△×△ ××××××× ○ ○ 

(5) 新剤形医薬品 ○○○ ×○○ ○○○ ××× ○○○○×△ ××××××× ○ ○ 

(6) 新用量医薬品 ○○○ ××× ××× ○×× ○○○○×△ ××××××× ○ ○ 

(7) バイオ後続品 ○○○ ○○○ ○△△ ○×× △△△△×△ △○×××△△ ○ ○ 

(8) 剤形追加に係る医薬品 

（再審査期間中のもの） 

(8-2) 剤形追加に係る医薬品 

（再審査期間中でないもの） 

○○○ ×○○ △△○ ××× ××××○× ××××××× × ○ 

(9) 類似処方医療用配合剤 

（再審査期間中のもの） 

(9-2) 類似処方医療用配合剤 

（再審査期間中でないもの） 

○○○ ×○○ ○○○ △△× ×××××× ○△×××△× ○ ○ 

(10) その他の医薬品 

（再審査期間中のもの） 

(10-2) その他の医薬品 

（(10)の場合であって、生物

製剤等の製造方法の変更に係

るもの） 

(10-3) その他の医薬品 

（再審査期間中でないもの） 

(10-4) その他の医薬品 

（(10-3)の場合であって、生

物製剤等の製造方法の変更に

係るもの） 

××× ×△○ ××○ ××× ××××○× ××××××× × 
○ 

1) 
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（表 3 続き）表中各簡略記載項目のタイトル 

(1) 新有効成分含有医薬品とは、既に製造販売の承認を与えられている医薬品及び日本薬局方に定められている医薬

品（以下「既承認医薬品等」という。）のいずれにも有効成分として含有されていない成分を有効成分として含有

する医薬品をいう。 

(2) 新医療用配合剤とは、日本薬局方に収められている配合剤及び医療用医薬品として製造販売の承認を与えられて

いる配合剤とその有効成分又はその配合割合が異なる医療用医薬品たる配合剤をいう。ただし(8)に規定する類似処

方医療用配合剤及び総合消化酵素並びに作用が緩和なパップ剤等のうち総合的に評価して新規性がないと判断され

るものは除く。 

(3) 新投与経路医薬品とは、既承認医薬品等と有効成分は同一であるが、投与経路（経口、皮下・筋肉内、静脈内、

経皮、経直腸、経膣、点眼、点耳、点鼻、吸入等の別をいう。）が異なる医薬品をいう。 

(4) 新効能医薬品とは、既承認医薬品等と有効成分及び投与経路は同一であるが、効能・効果が異なる医薬品をい

う。 

(5) 新剤形医薬品とは、既承認医薬品等と有効成分、投与経路及び効能・効果は同一であるが、徐放化等の薬剤学的

な変更により用法等が異なるような新たな剤形の医薬品をいう。ただし、(7)に規定する剤形追加に係る医薬品は除

く。 

(6) 新用量医薬品とは、既承認医薬品等と有効成分及び投与経路は同一であるが、用量が異なる医薬品をいう。 

(7) バイオ後続品とは、既に販売承認を与えられているバイオテクノロジー応用医薬品と同等／同質の医薬品をい

う。 

(8) 剤形追加に係る医薬品とは、既承認医薬品等と有効成分、投与経路、効能・効果及び用法・用量は同一である

が、剤形又は含量が異なる医薬品をいう。 

(9) 類似処方医療用配合剤とは、日本薬局方に収められている配合剤及び医療用医薬品として製造販売の承認を与え

られている配合剤とその有効成分及び配合割合が類似していると判断される医療用医薬品たる配合剤をいう。 

(10) 上記の(1)～(9) のいずれにも分類されない医薬品。生物製剤等の製造方法の変更に係るものは，10-2，10-4に

分類される。生物製剤等とは、生物学的製剤基準に収載されているワクチン、血液製剤等の生物学的製剤、組換え

DNA技術応用医薬品、細胞培養医薬品その他ﾊバイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品をいう。 

 

イ 起原又は発見の経緯及び外国における

使用状況等に関する資料 

1. 起原又は発見の経緯 

2. 外国における使用状況 

3. 特性及び他の医薬品との比較検討等 

ロ 製造方法並びに規格及び試験方法等に

関する資料 

1. 構造決定及び物理的化学的性質等 

2. 製造方法 

3. 規格及び試験方法 

ハ 安定性に関する資料 1. 長期保存試験 

2. 苛酷試験 

3. 加速試験 

ニ 薬理作用に関する資料 1. 効力を裏付ける試験 

2. 副次的薬理・安全性薬理 

3. その他の薬理 

ホ 吸収、分布、代謝、排泄に関する資料 1. 吸収 

2. 分布 

3. 代謝 

4．排泄 

5. 生物学的同等性 

6. その他の薬物動態 

ヘ 急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、催奇

形性、その他の毒性に関する資料 

1. 単回投与毒性 

2. 反復投与毒性 

3. 遺伝毒性 

4. がん原性 

5. 生殖発生毒性 

6. 局所刺激性 

7. その他の毒性 

ト 臨床試験の成績に関する資料 臨床試験成績 

チ 法第五十二条第一項に規定する添付文

書等記載事項に関する資料 

添付文書等記載事項 
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表 4  要指導・一般用医薬品の承認申請に際し添付すべき資料の範囲 

 
  

取扱通知 （2014 年 11 月 21 日付薬食発 1121 第 2 号）別表 2-(2) 抜粋 

左 欄 右 欄 

 
イ 

1 2 3 

ロ 

1 2 3 

ハ 

1 2 3 

ニ 

1 2 3 

ホ 

1 2 3 4 5 6 

ヘ 

1 2 3 4 5 6 7 

ト 

 

チ 

 

(1) 新有効成分含有医薬品 ○○○ ○○○ ○○○ ○○△ ○○○○×△ ○○○△○△△ ○ ○ 

(2) 新投与経路医薬品 ○○○ ×○○ ○○○ ○△△ ○○○○×△ ○○×△○△△ ○ ○ 

(3-1) 新効能医薬品 ○○○ ××× ××× ○×× △△△△×△ ××××××× ○ ○ 

(3-2) 新剤形医薬品 ○○○ ×○○ ○○○ ××× ○○○○×△ ××××××× ○ ○ 

(3-3) 新用量医薬品 ○○○ ××× ××× ××× ○○○○×△ ××××××× ○ ○ 

(4) 要指導（一般用）新有効成分含有

医薬品 
○○○ ××○ △×△2) ××× △××××× △△×××△△ ○ ○ 

(5-1) 要指導（一般用）新投与経路医

薬品 
○○○ ××○ △×△2) ××× △××××× △△×××△△ ○ ○ 

(5-2) 要指導（一般用）新効能医薬品 ○○○ ××× ××× ××× △××××× ××××××× ○ ○ 

(5-3)一般用（要指導）新剤形医薬品 ○○○ ××○ △×△2) ××× △××××× ××××××× ○ ○ 

(5-4)一般用(要指導)新用量医薬品 ○○○ ××× ××× ××× △××××× ××××××× ○ ○ 

(6)一般用（要指導）新配合剤 ○○○ ××○ △×△2) ××× △××××× △△×××△× ○ ○ 

(7-1) 類似処方一般用配合剤 ××○ ××○ △×△2) ××× △××××× △△××××× × ○ 

(7-2) 類似剤形一般用医薬品 ××○ ××○ △×△2) ××× △××××× ××××××× × ○ 

(8) その他の一般用医薬品 

（承認基準品目等） 
××○1)  ××○ △×△2) ××× ×××××× ××××××× × × 

 

注１）右欄の記号及び番号は別表１に規定する資料の記号及び番号を示し、原則として、○は添付を×は

添付の不要を△は個々の医薬品により判断されることを意味するものとする。 

注２）右欄注の 1) から 2) については下記のとおりであること。 

1) 承認基準に適合する医薬品については、承認基準と申請品目の有効成分及びその分量に関する

対比表を添付することでよい。承認基準に適合する医薬品以外については、処方設計の根拠及

び有効性・安全性等について十分説明すること。 

2) 加速試験により３年以上の安定性が推定されないものについては長期保存試験成績が必要であ

る。ただし、申請時において長期保存試験により、暫定的に１年以上の有効期間を設定できる

ものについては、長期保存試験の途中であっても承認申請して差し支えないこと。その場合、

申請者は、承認時までにその後引き続き試験した長期保存試験の成績を提出するものとする。 
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（表 4 続き）表中各簡略記載項目のタイトル 

(4) 要指導（一般用）新有効成分含有医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、新有効成分含有医薬品以

外であって、既承認の要指導・一般用医薬品の有効成分として含有されていない成分を含有するものをいう。 

(5) 

①  要指導（一般用）新投与経路医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、新投与経路医薬品以外であ

って、既承認の要指導・一般用医薬品と有効成分は同一であるが、投与経路が異なるものをいう。 

②  要指導（一般用）新効能医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、新効能医薬品以外であって、既

承認の要指導・一般用医薬品と有効成分及び投与経路は同一であるが、効能・効果が異なるものをいう。 

③ 一般用（要指導）新剤形医薬品とは、新剤形医薬品以外であって、既承認の要指導・一般用医薬品と有効成

分、投与経路及び効能・ 効果は同一であるが、徐放化等の薬剤学的な変更により用法等が異なるような新たな剤形

のものであり、要指導医薬品又は一般用医薬品のいずれかに区分されるものをいう。 

④ 一般用（要指導）新用量医薬品とは、新用量医薬品以外であって、既承認の要指導・一般用医薬品と有効成分

及び投与経路は同一であるが、用量が異なるものであり、要指導医薬品又は一般用医薬品のいずれかに区部される

ものをいう。 

(6) 一般用（要指導）配合剤とは、既承認の要指導・一般用医薬品の有効成分として含有されている成分からなる医

薬品であって、既承認の要指導・一般用医薬品と有効成分の組合せが異なる一般用医薬品のうち、有効成分の組合せ

が類似していると判断されるもの以外のものであり、要指導医薬品又は一般用医薬品のいずれかに区分されるものを

いう。具体的には、2008年3月31日付薬食発第0331053号医薬食品局長通知の記第二の１.の（１）①のアからカの医

薬品は、一般用（要指導）配合剤に該当する。 

(7) 

①  類似処方一般用配合剤とは、既承認一般用医薬品の有効成分として含有されている成分からなる医薬品であっ

て、既承認一般用医薬品と有効成分の組合せが類似処方の一般用医薬品をいう。 

②  類似剤形一般用医薬品とは、新剤形医薬品以外であって、既承認一般用医薬品と有効成分、投与経路及び効能・

効果は同一であるが、剤形が異なる一般用医薬品のうち、（5）－③に該当しないものをいう。 

(8) その他の一般用医薬品とは、一般用医薬品であって、（１）から（７）までに該当しないものをいう。 

 

イ 起原又は発見の経緯及び外国における

使用状況等に関する資料 

1. 起原又は発見の経緯 

2. 外国における使用状況 

3. 特性及び他の医薬品との比較検討等 

ロ 製造方法並びに規格及び試験方法等に

関する資料 

1. 構造決定及び物理的化学的性質等 

2. 製造方法 

3. 規格及び試験方法 

ハ 安定性に関する資料 1. 長期保存試験 

2. 苛酷試験 

3. 加速試験 

ニ 薬理作用に関する資料 1. 効力を裏付ける試験 

2. 副次的薬理・安全性薬理 

3. その他の薬理 

ホ 吸収、分布、代謝、排泄に関する資料 1. 吸収 

2. 分布 

3. 代謝 

4．排泄 

5. 生物学的同等性 

6. その他の薬物動態 

ヘ 急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、催

奇形性、その他の毒性に関する資料 

1. 単回投与毒性 

2. 反復投与毒性 

3. 遺伝毒性 

4. がん原性 

5. 生殖発生毒性 

6. 局所刺激性 

7. その他の毒性 

ト 臨床試験の成績に関する資料 臨床試験成績 

チ 法第五十二条第一項に規定する添付文

書等記載事項に関する資料 

添付文書等記載事項  
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表 5  目的別臨床試験の分類 

   

試験の種類 試験の目的 例 

臨床薬理試験 ・ 忍容性評価 

・ 薬物動態、薬力学的検討 

・ 代謝物と薬物相互作用の探索的検討 

・ 薬理活性の探索的検討 

・ 忍容性試験 

・ 単回及び反復投与の薬物動態、薬力学的

検討 

・ 薬物相互作用試験 

・ 吸収・分布・排泄・代謝試験 

探索的試験 ・ 目標効能に対する探索的使用 

・ 用法・用量の検討 

・ 検証的試験のデザイン、エンドポイ

ント、方法論の根拠の提供 

・ 比較的短期間で限られた対象を用い、代

用あるいは薬理学的エンドポイントを用

いた初期の管理された試験 

検証的試験 ・ 有効性の立証、確認 

・ 安全性の検討 

・用量反応関係の確立 

・ 承認取得を支持する良好なリスク・

ベネフィット関係の根拠付け 

・ 適切でよく管理された有効性検討試験 

・ 安全性試験 

・無作為化並行用量反応試験 

・ 大規模臨床試験 

治療的使用 ・ 一般的な患者又は特殊な患者集団及

び（又は）環境におけるリスク・ベ

ネフィットの関係についての理解を

更に正確にする 

・ より出現頻度の低い副作用の検出 

・ 用法・用量の追加検討 

・ 有効性比較試験 

・ 死亡率／罹病率エンドポイント試験 

・ 大規模臨床試験 

・ 医療経済学的試験 
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表 6  主な物理的化学的性質並びに規格及び試験方法に関するガイドライン等一覧 

タイトル 通知番号、発出年月 

分析バリデーションに関するテキスト（実施項目） 薬審発第 755 号 

1995 年 7 月 20 日 

（ICH-Q2A、現 Q2A(R1)） 

新有効成分含有医薬品のうち原薬の不純物に関するガイドライン 薬審発第 877 号 

1995 年 9 月 25 日 

（一部改定：薬食審査発第

1204001 号、2006 年 12 月 4

日） 

（ICH-Q3A、現 Q3A(R2)） 

新有効成分含有医薬品のうち製剤の不純物に関するガイドライン 薬審発第 539 号 

1997 年 6 月 23 日 

（一部改定：薬食審査発第

0703004 号、2006 年 7 月 3

日） 

（ICH-Q3B、現 Q3B(R2)） 

分析バリデーションに関するテキスト（実施方法） 薬審発第 338 号 

1997 年 10 月 28 日 

（ICH-Q2B、現 Q2(R1)） 

医薬品の残留溶媒ガイドライン 医薬審発第 307 号 

1998 年 3 月 30 日  

（一部改正：薬生薬審発 0318-

(1)、2019 年 3 月 18 日） 

（ICH-Q3C、現 Q3C (R7)） 

医薬品の元素不純物ガイドラインについて 薬食審査発 0930-(4) 

2015 年 9 月 30 日 

（ICH-Q3D） 

新医薬品の規格及び試験方法の設定 医薬審発第 568 号 

2001 年 5 月 1 日  

（ICH-Q6A） 

生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品）の

規格及び試験方法の設定 

医薬審発第 571 号 

2001 年 5 月 1 日  

（ICH-Q6B） 

日本薬局方における薬局方の国際調和における合意事項の取扱いに

ついて 

医薬審発第 574 号 

2001 年 5 月 1 日 

製剤開発に関するガイドライン 薬食審査発第 0901001 号 

2006 年 9 月 1 日 

（一部改定：薬食審査発第

0628-(1)、2010 年 6 月 28 日 

（ICH-Q8） 

異なる結晶形等を有する医療用医薬品の取り扱いについて 薬食審査発第 0616-(1) 

2011 年 6 月 16 日 

原薬の開発と製造（化学薬品及びバイオテクノロジー応用医薬品／

生物起源由来医薬品）ガイドラインについて 

薬食審査発 0710-(9) 

2014 年 7 月 10 日 

（ICH-Q11） 

原薬の開発と製造（化学薬品及びバイオテクノロジー応用医薬品／

生物起源由来医薬品）ガイドラインに関する質疑応答集（Q&A） 

事務連絡 

2018 年 9 月 14 日 
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潜在的発がんリスクを低減するための医薬品中 DNA 反応性（変異

原性）不純物の評価及び管理ガイドラインについて 

薬生審査発 1110 –(3) 

2015 年 11 月 10 日 

（ICH-M7） 

（一部改正：薬生薬審発 0627-

(1)、2018 年 6 月 27 日） 

核酸医薬品の品質の担保と評価において考慮すべき事項 薬生薬審発 0927-(3) 

2018 年 9 月 27 日 
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表 7  主な毒性試験に関するガイドライン等一覧 

タイトル 通知番号、発出年月 

単回及び反復投与毒性試験ガイドラインの改正について 薬新薬発第 88 号 

1993 年 8 月 10 日 

（ICH-S4） 

トキシコキネティクス（毒性試験における全身的暴露の評価）に関す

るガイダンス 

薬審発第 443 号 

1996 年 7 月 2 日 

（ICH-S3A） 

トキシコキネティクス（毒性試験における全身的暴露の評価）に関す

るガイダンスにおけるマイクロサンプリング手法の利用に関する質

疑応答集（Q&A）について 

事務連絡 

2019 年 3 月 15 日 

医薬品のがん原性試験のための用量選択のガイダンス 薬審発第 544 号 

1996 年 8 月 6 日 

（ICH-S1C） 

医薬品のがん原性試験のための用量選択、補遺 医薬審発第 551 号 

1998 年 7 月 9 日 

（ICH-S1C(R)、現 S1C(R1)） 

医薬品におけるがん原性試験の必要性に関するガイダンス 薬審発第 315 号 

1997 年４月 14 日 

（ICH-S1A） 

医薬品の生殖発生毒性試験のガイドラインについて 薬審発第 316 号 

1997 年 4 月 14 日 

（ICH-S5A/ICH-S5B） 

（一部改正：医薬審発第 1834

号 2000 年 12 月 27 日 

（ICH-S5B(M)、現 S5(R2)） 

医薬品のがん原性を検出するための試験に関するガイダンス 医薬審発第 548 号 

1998 年 7 月 9 日 

（ICH-S1B） 

医薬品の臨床試験のための非臨床安全性試験の実施時期についての

ガイドライン 

医薬審発第 1019 号 

1998 年 11 月 13 日 

及び 

医薬審発第 1831 号 

2000 年 12 月 27 日 

（一部改正：薬食審査発 0219-

(4)、2010 年 2 月 19 日） 

（ICH-M3(M)、現 M3(R2)） 

「医薬品の臨床試験及び製造販売承認申請のための非臨床安全性試

験の実施についてのガイダンス」に関する質疑応答集（Q&A）につい

て 

事務連絡 

2012 年 8 月 16 日  

医薬品の遺伝毒性試験に関するガイドラインについて 医薬審発第 1604 号 

1999 年 11 月 1 日 

（ICH-S2） 

医薬品のがん原性試験に関するガイドラインについて 医薬審発第 1607 号 

1999 年 11 月 1 日 

（一部改正：薬食審査発第

1127001 号、2008 年 11 月 27

日） 

医薬品の免疫毒性試験に関するガイドラインについて 薬食審査発第 0418001 号 

2006 年 4 月 18 日 

（ICH-S8） 
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ヒト用医薬品の心室再分極遅延（QT 間隔延長）の潜在的可能性に関

する非臨床評価について 

薬食審査発 1023-(4) 

2009 年 10 月 23 日 

（ICH-S7B） 

医薬品の遺伝毒性試験及び解釈に関するガイダンスについて 薬食審査発 0920-(2) 

2012 年 9 月 20 日 

（ICH-S2 (R1)） 

「小児用医薬品のための幼若動物を用いた非臨床安全性試験ガイド

ライン」について 

薬食審査発 1002-(5) 

2012 年 10 月 2 日 

医薬品の光安全性評価ガイドラインについて 薬食審査発 0521-(1) 

2014 年 5 月 21 日 

（ICH-S10） 

 

表 8  薬理試験に関する主なガイドライン等一覧 

タイトル 通知番号、発出年月 

一般薬理試験ガイドライン 薬新薬発第 4 号 

1991 年 1 月 29 日 

安全性薬理試験ガイドライン 医薬審発第 902 号 

2001 年 6 月 21 日 

（ICH-S7A） 

薬物相互作用の検討方法について 医薬審発第 813 号 

2001 年 6 月 4 日 

 
 

表 9  主な薬物動態試験ガイドライン等一覧 

タイトル 通知番号、発出年月 

薬物動態試験に関するガイドライン 

非臨床薬物動態試験ガイドライン 医薬審発第 496 号 

1998 年 6 月 26 日 

反復投与組織分布試験ガイダンス 薬審発第 442 号 

1996 年 7 月 2 日 

（ICH-S3B） 

医薬品の臨床薬物動態試験について 医薬審第 796 号 

2001 年 6 月 1 日 

母集団薬物動態／薬力学解析ガイドライン 薬生薬審発 0515-(1) 

2019 年 5 月 15 日 

薬物濃度分析法バリデーションに関するガイドライン 

医薬品開発における生体試料中薬物濃度分析法のバリデーションに

関するガイドライン 

薬食審査発 0711-(1) 

2013 年 7 月 11 日 

医薬品開発における生体試料中薬物濃度分析法のバリデーションに

関するガイドライン質疑応答集（Q&A） 

事務連絡 

2013 年 7 月 11 日 

医薬品開発における生体試料中薬物濃度分析法（リガンド結合法）の

バリデーションに関するガイドライン 

薬食審査発 0401-(1) 

2014 年 4 月 1 日 

医薬品開発における生体試料中薬物濃度分析法（リガンド結合法）の

バリデーションに関するガイドライン質疑応答集（Q&A） 

事務連絡 

2014 年 4 月 1 日付 

薬物相互作用検討に関するガイドライン 
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医薬品開発と適正な情報提供のための薬物相互作用ガイドライン 薬生薬審発 0723-(4) 

2018 年 7 月 23 日（一部訂正：

事務連絡 2019 年 2 月 8 日、

一部訂正の正誤表の差差し替

え:事務連絡 2019 年 2 月 20

日） 

医薬品開発と適正な情報提供のための薬物相互作用ガイドラインに

関する質疑応答集（Q&A） 

事務連絡 

2018 年 7 月 23 日 
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表 10  主な生物学的同等性試験ガイドライン等一覧 

タイトル 通知番号、発出年月 

生物学的同等性試験に関するガイドライン 

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン 薬食審査発 0229-(10) 

2012 年 2 月 29 日 

含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン 薬食審査発 0229-(10) 

2012 年 2 月 29 日 

経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン 薬食審査発 0229-(10) 

2012 年 2 月 29 日 

剤形が異なる製剤の追加のための生物学的同等性試験ガイドライン 薬食審査発 0229-(10) 

2012 年 2 月 29 日 

局所皮膚適用製剤の後発医薬品のための生物学的同等性試験ガイド

ライン 

薬食審査発第 1124004 号 

2006 年 11 月 24 日 

局所皮膚適用製剤の剤形追加のための生物学的同等性試験ガイドラ

イン 

薬食審査発第 1124001 号 

2006 年 11 月 24 日 

局所皮膚適用製剤の処方変更のための生物学的同等性試験ガイドラ

イン 

薬食審査発第 1101 -(1) 

2010 年 11 月 1 日 

各種製剤の生物学的同等性評価に関する考え方 

経口固形製剤の製法変更の生物学的同等性試験に係る考え方等につ

いて（Q&A 含む） 

事務連絡 

2013 年 4 月 19 日 

吸入粉末剤の後発医薬品の生物学的同等性評価に関する基本的考え

方について 

事務連絡 

2016 年 3 月 11 日 

水性点眼剤の後発医薬品の生物学的同等性評価に関する基本的考え

方について 

事務連絡 

2016 年 3 月 11 日 

点眼剤の後発医薬品の生物学的同等性試験実施に関する基本的考え

方 

事務連絡 

2018 年 11 月 29 日 

 
 

表 11  主な臨床評価ガイドライン一覧 

タイトル 通知番号、発出年月 

［1］薬効群別臨床評価に関するガイドライン 

経口避妊薬の臨床評価方法に関するガイドライン 薬審 1-(10) 

1987 年 4 月 21 日 

脳血管障害に対する脳循環・代謝改善薬の臨床評価方法に関するガ

イドライン 

薬審 1-(22)1987 年 10 月 31 日 

抗高脂血症薬の臨床評価方法に関するガイドライン 薬審 1(1) 

1988 年 1 月 5 日 

抗不安薬の臨床評価方法に関するガイドライン 薬審 1(7) 

1988 年 3 月 16 日 

抗菌薬の臨床評価方法に関するガイドライン 薬生薬審発 1023-(3) 

2017 年 10 月 23 日 

抗菌薬の臨床評価方法に関するガイドラインに関する参考情報 事務連絡 

2017 年 10 月 23 日 

眼局所用抗菌薬の臨床評価方法に関するガイドライン 薬生薬審発 0418-(1) 

2019 年 4 月 18 日 

骨粗鬆症用薬の臨床評価方法に関するガイドライン 医薬審第 742 号 

1999 年 4 月 15 日 

（一部改定：2017 年 7 月 7 日

付薬生薬審発 0707-(1)）  

降圧薬の臨床評価に関する原則について 医薬審発第 0128001 号 

2002 年 1 月 28 日 

（ICH-E12A、現 ICH-E12） 
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抗不整脈薬の臨床評価方法に関するガイドライン 薬食審査発第 0325035 号 

2004 年 3 月 25 日 

抗狭心症薬の臨床評価方法に関するガイドライン 薬食審査発第 0512001 号 

2004 年 5 月 12 日 

抗悪性腫瘍薬の臨床評価方法に関するガイドライン 薬食審査発第 1101001 号 

2005 年 11 月 1 日 

（一部訂正：2005 年 11 月 2

日付事務連絡） 

抗リウマチ薬の臨床評価方法に関するガイドライン 薬食審査発第 0217001 号 

2006 年 2 月 17 日 

過活動膀胱治療薬の臨床評価方法に関するガイドライン 薬食審査発第 0628001 号 

2006 年 6 月 28 日 

感染症予防ワクチンの臨床試験ガイドライン 薬食審査発 0527-(5) 

2010 年 5 月 27 日 

経口血糖降下薬の臨床評価方法に関するガイドライン 薬食審査発 0709-(1) 

2010 年 7 月 9 日 

（改定案：2014 年 5 月 19 日） 

抗うつ薬の臨床評価に関するガイドライン 薬食審査発 1116-(1) 

2010 年 11 月 16 日 

抗心不全薬の臨床評価方法に関するガイドライン 薬食審査発 0329 -(18) 

2011 年 3 月 29 日 

腎性貧血治療薬の臨床評価方法に関するガイドライン 薬食審査発 0930-(1) 

2011 年 9 月 30 日 

睡眠薬の臨床評価方法に関するガイドライン 薬食審査発 1213-(1) 

2011 年 12 月 13 日 

小児悪性腫瘍における抗悪性腫瘍薬の臨床評価方法に関するガイダ

ンス 

薬食審査発 0930-(1) 

2015 年 9 月 30 日 

急性期脊髄損傷の治療を目的とした医薬品等の臨床評価に関するガ

イドライン 

薬生薬審発 0508-(1)・薬生機

審発 0508-(1) 

2019 年 5 月 8 日 

トラベラーズワクチン等の臨床評価に関するガイダンス 薬生審査発 0407-(1) 

2016 年 4 月 7 日 

［2］臨床評価に関する共通ガイドライン 

高齢者に使用される医薬品の臨床評価法に関するガイドライン 

 

薬新薬発第 104 号 

1993 年 12 月 2 日 

（ICH-E7）(2010 年 9 月 17 日

付 Q&A 集） 

「高齢者に使用される医薬品の臨床評価法に関するガイドライン」

に関する質疑応答集 

事務連絡 

2010 年 9 月 17 日 

新医薬品の承認に必要な用量－反応関係の検討のための指針 薬審発第 494 号 

1994 年 7 月 25 日 

（ICH-E4） 

致命的でない疾患に対し長期間の投与が想定される新医薬品の治験

段階において安全性を評価するために必要な症例数と投与期間 

薬審発第 592 号 

1995 年 5 月 24 日 

（ICH-E1） 

治験の総括報告書の構成と内容に関するガイドライン 薬審発第 335 号 

1996 年 5 月 1 日 

（ICH-E3） 

臨床試験の一般指針 医薬審発第 380 号 

1998 年 4 月 21 日 

（ICH-E8） 

外国臨床データを受入れる際に考慮すべき民族的要因についての指 医薬審発第 672 号 
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針 1998 年 8 月 11 日 

（ICH-E5、現 ICH-E5(R1)）

（2004 年 2 月 25 日付事務連

絡 Q&A 集、2006 年 10 月 5

日付事務連絡 Q&A 集その 2） 

臨床試験のための統計的原則 医薬審発第 1047 号 

1998 年 11 月 30 日 

（ICH-E9） 

小児集団における医薬品の臨床試験に関するガイダンス 医薬審発第 1334 号 

2000 年 12 月 15 日 

（ICH-E11） 

小児集団における医薬品の臨床試験に関するガイダンスの補遺 薬生薬審発 1227-(5) 

2017 年 12 月 27 日 

（ICH-E11(R1)） 

臨床試験における対照群の選択とそれに関連する諸問題 医薬審発第 136 号 

2001 年 2 月 27 日 

（ICH-E10） （一部訂正：2001

年 4 月 10 日付事務連絡） 

マイクロドーズ臨床試験の実施に関するガイダンス 薬食審査発第 0603001 号 

2008 年 6 月 3 日 

非抗不整脈薬における QT/QTc 間隔の延長と催不整脈作用の潜在的

可能性に関する臨床的評価 

薬食審査発 1023-(1) 

2009 年 10 月 23 日 

（ICH-E14）（2009 年 10 月 23

日付事務連絡 Q&A 集、2012

年 7 月 3 日付事務連絡 Q&A

集その 2） 

医薬品の臨床試験及び製造販売承認申請のための非臨床安全性試験

の実施時期についてのガイドライン 

薬食審査発 0219-(4) 

2010 年 2 月 19 日 

（ICH-M3(R2)）（2012 年 8 月

16 日付事務連絡 Q&A 集） 

国際共同治験の計画及びデザインに関する一般原則に関するガイド

ラインについて 

薬生薬審発 0612-(1) 

2018 年 6 月 12 日 

（ICH-E17） 

［3］その他の臨床評価関連ガイドライン 

悪性腫瘍に対する免疫療法剤の評価法に関する研究 医薬品研究 11(4)、1980 年 

血液製剤特に血漿分画製剤の評価法に関する研究 医薬品研究 15(2)、1984 年 

インターフェロン製剤総合的評価に関する研究 医薬品研究 15(6)、1984 年 

鎮痛消炎剤の臨床評価法に関するガイドライン 医薬品研究 16(3)、1985 年 

徐放性製剤（経口投与製剤）の設計及び評価に関するガイドライン 薬審 1-(5) 

1988 年 3 月 11 日 

パンデミックインフルエンザに備えたプロトタイプワクチンの開発

等に関するガイドライン 

薬食審査発 1031-(1) 

2011 年 10 月 31 日 

診断用放射性医薬品の臨床評価方法に関するガイドライン 薬食審査発 0611-(1) 

2012 年 6 月 11 日 

コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品の承認申請に係る留意事

項について 

薬食審査発 0701-(10) 

2013 年 7 月 1 日 

コンパニオン診断薬及び関連する医薬品に関する技術的ガイダンス

等について 

事務連絡 

2013 年 12 月 26 日 

抗菌薬の PK／PD ガイドライン 薬生審査発 1225-(10) 

2015 年 12 月 25 日 

リポソーム製剤の開発に関するガイドライン 薬生審査発 0328-(19) 

2016 年 3 月 28 日（2016 年 3
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月 28 日付事務連絡 Q&A 集） 

核酸（siRNA）搭載ナノ製剤に関するリフレクションペーパー 事務連絡 

2016 年 3 月 28 日 

がん免疫療法開発のガイダンス 薬生薬審発 0308-(1)、薬生機

審発 0308-(1) 

2019 年 3 月 8 日 
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表 12  主なバイオテクノロジー関連ガイドライン一覧 

タイトル 通知番号、発出年月 

ヒト又は動物細胞株を用いて製造されるバイオテクノロジー応用医

薬品のウイルス安全性評価について 

医薬審第 329 号 

2000 年 2 月 22 日 

（ICH-Q5A） 

組換え DNA 技術を応用したタンパク質生産に用いる細胞中の遺伝

子発現構成体の分析について 

医薬審第 3 号 

1998 年 1 月 6 日 

（ICH-Q5B） 

生物薬品（バイオテクノロジー応用製品／生物起源由来製品)の安定

性試験について 

医薬審第 6 号 

1998 年 1 月 6 日 

（ICH-Q5C） 

生物薬品(バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品)製

造用細胞基剤の由来、調製及び特性解析について 

医薬審第 873 号 

2000 年 7 月 14 日 

（ICH-Q5D） 

生物製品（バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品)の

製造工程の変更にともなう同等性／同質性評価について 

薬食審査発第 0426001 号 

2005 年 4 月 26 日 

（ICH-Q5E） 

生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品）の

規格及び試験方法の設定について 

医薬審発第 571 号 

2001 年 5 月 1 日 

（ICH-Q6B） 

バイオテクノロジー応用医薬品の非臨床における安全性評価につい

て 

薬食審査発 0323-(1) 

2012 年 3 月 23 日 

（ICH-S6(R)） 

遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性の確保について 薬食審査発 0701-(4) 

2013 年 7 月 1 日 

遺伝子治療用医薬品の評価に影響を及ぼす知見等の報告について 薬食審査発 0701-(7) 

2013 年 7 月 1 日 
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図 11  Common Technical Document (CTD) の構成 
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図 12  開発の相と試験の種類の相互関係 

 
このマトリックス・グラフは、開発の相と、新薬の臨床開発に際し実施されるであろう試験

の目的別の種類との関係を表している。黒マルはある開発の相で最も一般的に実施される試

験の種類を示し、白マルはその相で実施されることが比較的まれな試験の種類を示してい

る。マルがそれぞれひとつの試験を現わし、ひとつのマルはその試験で実施される項目と順

番を示した円柱で構成される。 
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 品質 Quality 安全性 Safety 有効性 Efficacy 複合領域 Multidisciplinary 
ｺｰﾄﾞ 内容 ｺｰﾄﾞ 内容 ｺｰﾄﾞ 内容 ｺｰﾄﾞ 内容 

Step 5 

Q1A(R2) 

Q1B 

Q1C 

Q1D 

Q1E 

Q2(R1) 

Q3A(R2) 

Q3B(R2) 

Q3C(R7) 

Q3D 

Q4B 

Q4B(Annex1)(R1) 

Q4B(Annex2)(R1) 

Q4B(Annex3)(R1) 

Q4B(Annex4A, 4B, 

4C) (R1) 

Q4B(Annex5)(R1) 

Q4B(Annex6)(R1) 

Q4B(Annex7)(R2) 

Q4B(Annex8)(R1) 

Q4B(Annex9)(R1) 

Q4B(Annex10)(R1) 

Q4B(Annex11) 

Q4B(Annex12) 

Q4B(Annex13) 

Q4B(Annex14) 

Q5A(R1) 

Q5B 

Q5C 

Q5D 

Q5E 

Q6A 

 

Q6B 

Q7 

Q8(R2) 

Q9 

Q10 

Q11 

安定性試験法：新有効成分含有医薬品 

安定性試験法：光安定性 

安定性試験法：新剤型及び一部変更 

安定性試験法：ﾌﾞﾗｹｯﾃｨﾝｸﾞ&ﾏﾄﾘｷｼﾝｸﾞ 

安定性試験法：安定性ﾃﾞｰﾀの評価 

分析法ﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ：実施項目&実施方法 

原薬の不純物 

製剤の不純物 

医薬品の残留溶媒 

医薬品の元素不純物 

薬局方ﾃｷｽﾄの ICH地域における相互利用 

強熱残分試験法 

注射剤の採取容量試験法 

注射剤の不溶性微粒子試験法 

微生物限度試験法及び非無菌医薬品の微生物学的品質
特性 

崩壊試験法 

製剤均一性試験法 

溶出試験法 

無菌試験法 

摩損度試験法 

ポリアクリルアミドゲル電気泳動法 

キャピラリー電気泳動法 

粒度測定法（ふるい分け法） 

かさ密度及びタップ密度測定法 

エンドトキシン試験法 

ﾊﾞｲｵ医薬品の品質：ｳｨﾙｽﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ 

ﾊﾞｲｵ医薬品の品質：遺伝的安定性 

ﾊﾞｲｵ医薬品の品質：製品の安定性 

ﾊﾞｲｵ医薬品の品質：細胞株管理（ｾﾙｻﾌﾞｽﾄﾚｰﾄ） 

ﾊﾞｲｵ医薬品の品質：同等性比較 

医薬品の規格及び試験方法（化学物質 / 3局方との調和
を継続） 

ﾊﾞｲｵ医薬品の規格及び試験方法 

原薬 GMP 

製剤開発 

品質ﾘｽｸ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

医療品品質システム 

原薬の製造と開発 

S1A 

S1B 

S1C(R2) 

S2(R1) 

S3A 

 

S3B 

S4 

S5(R2) 

S6(R1) 

S7A 

S7B 

S8 

S9 

S10 

がん原性試験を必要とする条件 

医薬品のがん原性の評価方法 

医薬品のがん原性試験のための用量選択 

遺伝毒性試験 

ﾄｷｼｺｷﾈﾃｨｸｽ：毒性試験における全身的暴露の評
価 

薬物動態試験：反復投与組織分布試験 

単回及び反復投与毒性試験 

医薬品の生殖発生毒性試験 

ﾊﾞｲｵ医薬品の安全性試験 

安全性薬理試験 

QT 延長の非臨床評価 

免疫毒性試験 

抗悪性腫瘍薬の非臨床評価 

光安全性の評価 

E1 

 

E2A 

 

E2B(R2) 

E2B(R3) 

 

E2C(R2) 

E2D 

E2E 

E2F 

E3 

E4 

E5(R1) 

E6(R2) 

E7 

E8 

E9 

E10 

E11(R1) 

E12 

E14 

 

E15 

E16 

 

E17 

E18 

慢性疾患に対し長期間の投与が想定される新医薬品の臨
床試験段階において必要な症例数と投与期間 

臨床試験段階における安全性ﾃﾞｰﾀの取扱い：定義と緊急
報告の基準 

臨床安全性ﾃﾞｰﾀの取扱い：報告様式 

個別症例安全性報告(ICSR)のデータ項目とメッセージ仕
様 

定期的ベネフィット・リスク評価報告(PBRER) 

承認後の安全性ﾃﾞｰﾀの取扱い 

ﾌｧｰﾏｺﾋﾞｼﾞﾗﾝｽ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ(PvP) 

開発段階における定期的安全性報告(DSUR) 

治験の総括報告書の構成と内容 

新医薬品の承認に必要な用量反応関係の検討方法 

外国臨床ﾃﾞｰﾀ受入れの際に考慮すべき人種・民族的要因 

「医薬品の臨床試験の実施の基準」に対する補遺 

高齢者に使用する医薬品の臨床評価 

臨床試験の一般指針 

臨床試験のための統計的原則 

臨床試験における対照群選定 

「小児集団における医薬品の臨床試験」に対する補遺 

降圧薬の臨床評価 

非抗不整脈薬における QT/QTc間隔の延長と催不整脈作
用の潜在的可能性に関する臨床的評価 

ゲノム薬理学における用語集 

医薬品またはバイオテクノロジー応用医薬品の開発におけ
るバイオマーカー 

国際共同治験の計画及びデザインに関する一般原則 

将来の利用に向けたゲノム試料の収集方法 

M1 

M2 

M3(R2) 

M4 

M4E(R2) 

M7(R1) 

 

M8 

M8 

ICH国際医薬用語集(MedDRA) 

医薬品規制情報の伝送に関する電子的標準 

非臨床試験の実施時期 

ｺﾓﾝ・ﾃｸﾆｶﾙ・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ 

「CTDにおけるベネフィット・リスク情報の標準化」の改訂 

潜在的発がんリスクを低減するための医薬品中DNA反応
性（変異原性）不純物の評価及び管理 

電子化申請様式（v.3.2.2） 

電子化申請様式（v.4.0） 

 

 

Step 4 
Q3D(R1)  

Q12 

「医薬品の元素不純物」の改訂 

医薬品のライフサイクルマネジメント 

  E9(R1) 

 

「臨床試験のための統計的原則」に対する補遺 

 

M9 

 

BCSバイオウェーバー 

 

Step 3 
  S5(R3) 

S11 

「医薬品の生殖発生毒性試験」の改訂 

幼若動物を用いた非臨床安全性試験 

E8(R1) 

E19 

「臨床試験の一般指針」の改訂 

安全性データ収集の最適化 

M10 生体試料中薬物濃度分析法バリデーション 

Step 2a/2b         

Step 1 

Q2(R2)/Q14 

Q3C(R8) 

Q3D(R2) 

Q5A(R1) 

Q13 

分析法の開発とQ2(R1)（分析法バリデーション）の改訂 

「医薬品の残留溶媒」の改訂 

「医薬品の元素不純物」の改訂 

「ﾊﾞｲｵ医薬品の品質：ｳｨﾙｽﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ」の改訂 

連続生産 

S1(R1) 

S12 

 

医薬品のがん原性試験 

遺伝子治療製品の非臨床生体内分布試験 

E2D(R1) 

E6(R3) 

E11A 

E20 

「承認後の安全性ﾃﾞｰﾀの取扱い」の改訂 

「医薬品の臨床試験の実施の基準」の改訂 

小児用医薬品開発における外挿 

アダプティブ臨床試験 

M7(R2) 

 

M11 

 

M12 

「潜在的発がんリスクを低減するための医薬品中DNA反
応性（変異原性）不純物の評価および管理」の改訂 

Clinical electronic Structured Harmonized 

Protocol(CeSHanP) 

薬物間相互作用 

（注1） Step1 ： 専門家作業部会でのガイドライン原案作成～合意  Step 2a/2b ： ICH調和ガイドライン案に関して、運営委員会・規制当局により承認 

Step 3 ： 各極におけるガイドライン案に対する意見聴取、寄せられた意見に基づくガイドライン案の修正  Step 4 ： ICH調和ガイドライン最終合意  Step 5 ： 各極における国内規制への取入れ 

（注2） ガイドライン Q&Aは上記の表には記載していない。（個別トピックのページを参照） 

表 13  ICHトピック＆ガイドライン 進捗状況 2019年11月20日現在  

https://www.pmda.go.jp/files/000233035.pdf 

https://www.pmda.go.jp/files/000233035.pdf
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第 4 章 

医薬品の製造

販売後の調査

等と安全管理 
 

 

医薬品の市販後の品質、有効性及び安全性を

確保し、製造販売後の医薬品の適正な使用方法

を確立するためのPMS（Post-marketing 

Surveillance）は、副作用・感染症情報の収集・

報告制度（以下、副作用・感染症報告制度）、

再審査制度及び再評価制度の3つの制度で構成さ

れている（図13 医薬品のPMS）。 

1979年10月の薬事法改正により新医薬品の再

審査制度が導入され、これらPMSの適正な実施

と調査資料の信頼性の確保を図るため、「新医

薬品等の再審査の申請のための市販後調査の実

施に関する基準：GPMSP」が厚生省薬務局長通

知として発せられ、1993年4月より適用されてき

た。その後、医薬品の市販後の安全対策につい

て、より一層の充実強化を図るため、1996年か

ら1997年にかけて薬事法及び同法施行規則の大

改正が行われ、従来行政指導通知であった

GPMSPが「医薬品の市販後調査の基準に関する

省令（医薬品GPMSP）」として法制化され、

1997年4月より施行された（1997年3月10日、厚

生省令第10号）。更に、医薬品GPMSPの一部改

正（2000年12月27日付厚生省令第151号）が公

布され、新医薬品の「市販直後調査」が新設さ

れ、市販後早期の安全対策の充実が図られた

（2001年10月1日施行）。 

このGPMSPは、市販後の調査・試験を実施す

る際の製造業者等の遵守基準としてと同時にこ

れらに係る資料の適合性基準として適用される

こととなった。 

また、1996年1月 ICHにおいて新医薬品等の

安全性情報の定期的な報告が合意され、「市販

医薬品に関する定期的安全性最新報告

（PSUR）」（1997年3月27日付薬安第32号）に

おいてPSURを導入、従来の年次報告から安全性

定期報告制度に変更（1997年3月27日付厚生省

令第29号）、更に、「医療用医薬品の使用成績

調査等の実施方法に関するガイドライン」

（1997年3月27日付薬安第34号）において使用

成績調査の市販開始後の集中実施等を示してい

た。しかし、市販後の医薬品に治験段階では発

見できなかった副作用が発生し安全対策を行う

事例が増加したことから、1998年3月11日「医

薬品の安全対策の徹底について」（医薬安発第

25号）及び「医薬品の副作用・感染症報告症例

票等の記載について」（事務連絡）、「生物由

来製品に関する感染症定期報告制度について」

（2003年5月15日付医薬発第0515008号）、更に

「医療用医薬品の市販直後調査の実施方法につ

いて」（2006年3月24日付薬食安発第0324001

号）を通知し安全対策の一層の徹底が求められ

てきた（図14 医薬品の市販後安全性情報の収

集、報告、措置）。 

2005年4月1日に施行された改正薬事法では、

医薬品の製造承認から欧米に合わせた製造販売

承認への変更が行われ、GPMSP省令を適正使用

情報の収集・評価、検討及び安全確保措置の実

施等に係る市販後安全対策に関する部分と、再

審査・再評価資料の作成のために実施する試

験・調査に関する部分とに分け、前者をGVP省

令（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、厚

生労働省令第135号、2004年9月22日付）、後者

をGPSP省令（医薬品の製造販売後の調査及び試

験の実施の基準に関する省令、厚生労働省令第
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171号、2004年12月20日付）として整理した｡こ

れに伴いGPMSP省令は廃止された。 

新医薬品の製造販売後早期における医薬品安

全性監視活動（ICH E2Eガイドライン）につい

ては、その計画の立案を支援することを意図し

て「医薬品安全性監視の計画について」（2005

年9月16日付薬食審査発0916001号・薬食安発

0916001号）が示されてきた。2017年6月、医療

情報データベースシステム（MID-NET）が医薬

品安全性監視に利用できる環境が整いつつある

ことを踏まえ、「製造販売後の医薬品安全性監

視における医療情報データベースの利用に関す

る基本的考え方について」（2017年6月9日付薬

生薬審発0609-(8)・薬生安発0609-(4)）が発出さ

れ、医薬品製造販売業者が製造販売後の医薬品

安全性監視において医療情報データベースを利

用する上での基本的な考え方が示された。2018

年4月には、「MID-NETの利活用に係る申出等の

事務処理手続の取扱いについて」（2018年4月1

日付薬機レギ長発第0401001 号）が発出され、

MID-NETの本格運用が開始された。MID-NETの

利活用に関する関連通知等の各種情報は、

PMDAのHPに掲載されている。 

http://www.pmda.go.jp/safety/mid-net/0002.html 

2017年10月26日には「製造販売後データベー

ス調査」を製造販売後調査の種類として追加す

ることなどを目的に、GPSP省令が改正され、

「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の

基準に関する省令等の一部を改正する省令の公

布について（医薬品の製造販売後の調査及び試

験の実施の基準に関する省令関係）」（2017年

10月26日付薬生発1026-(1)）が発出され、2018

年4月1日より施行された。本改正に伴い、製造

販売後データベース調査実施計画書を作成する

際の参考として、2018年1月、PMDAより「製造

販売後データベース調査実施計画書の記載要

領」が提示され、2018年2月には「医薬品の製造

販売後データベース調査における信頼性担保に

関する留意点について」（2018年2月21日付薬

生薬審発0221-(1)）が発出され、2019年6月に

は、本通知のQ&Aが発出されている（2019年6

月19日付事務連絡）。また、本改正により、製

造販売後調査等の手法として医療情報データベ

ースを用いた製造販売後の調査の位置づけが明

確になり、調査目的に応じて科学的に最適な手

法を選択して効率的、効果的な調査を実施する

ことが求められることから、2018年1月23日、

PMDAより「製造販売後調査等の実施計画の策

定に関する検討の進め方について」が提示さ

れ、製造販売後調査等の実施計画の策定に関

し、基本的な検討の進め方が示された。 

2012年、医薬品安全性監視計画に加えて、医

薬品のリスクの低減を図るためのリスク最小化

計画を含めた「医薬品リスク管理計画」（以

下、RMP）を策定するため、「医薬品リスク管

理計画指針について」（2012年4月11日付薬食

安発0411-(1) / 薬食審査発0411-(2)）が発出さ

れ、新医薬品及びバイオ後続品については2013

年4月1日以降製造販売承認申請する品目から、

後発医薬品については、2014年8月26日以降に

製造販売承認申請する品目から適用されること

となった。また、医薬品リスク管理計画の策定

及び実施の確実な履行の確保を図ることを目的

として2013年3月11日にGVP省令及びGPSP省令

の改正が行われた。2016年3月には、「医薬品リ

スク管理計画書の概要の作成及び公表につい

て」（2016年3月31日付薬生審査発0331-(13)・

薬生安発0331-(13)）及び「医薬品リスク管理計

画書の公表資料等の提出時の留意点について」

（2016年3月31日付薬機安一発第0331001号）が

発出され、医療現場におけるRMPの利活用を推

進するため、RMPの概要の作成及び公表の取扱

い及びPMDAへ公表資料等を提出する際の留意

点が示された。なお、「医薬品リスク管理計画

（RMP）における追加のリスク最小化活動のた

めに作成・配布する資材への表示について」

（2017年6月8日付事務連絡）が示され、適正使

用ガイド等の該当資材がRMPにおける医薬品リ

スク最小化活動に基づくものであることを、医

療従事者が認識しやすくするために、RMPのマ

http://www.pmda.go.jp/safety/mid-net/0002.html
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ークを医療従事者向け資材や患者向け資材等に

表示することとなった。さらに、「「医薬品リ

スク管理計画書の公表について」の一部改正に

ついて」（2018年10月29日付薬生薬審発1029-

(1)・薬生安発1029-(1)））が発出され、RMPに

基づき作成された医療従事者向け資材及び患者

向け資材をPMDAのウェブサイトに掲載するこ

ととなった。なお、2019年5月に「医薬品リスク

管理計画書の軽微変更時の資料作成の留意点

（Q&A）について」も発出されている（2019年

5月10日付事務連絡）。 

「薬事法等の一部を改正する法律」（2013年

法律第84号）が2013年11月27日に公布され、こ

れにより再生医療等製品が新たに定義された。

改正法「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」（薬機法）第

23条の21第2号の規定に基づき、再生医療等製品

の製造販売業の許可の基準として、GVP省令の

一部が改正され（医薬品、医薬部外品、化粧

品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後

安全管理の基準に関する省令）、法第18条第3項

等の規定に基づく製造販売後安全管理に係る業

務の委託に関して、再委託に関する規定が追加

された（規則第98条）。 

更に、再生医療等製品の特性を踏まえた新た

な承認制度が創設されたこと等に伴い、新たに

再生医療等製品GPSP省令（再生医療等製品の製

造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する

省令、2014年厚生労働省令第90号、2014年7月

30日付）が公布された。再生医療等製品の使用

成績調査又は製造販売後臨床試験を行う場合に

は、本省令に基づき、必要な文書を作成する必

要があるが、その具体的な取り扱いについて

は、通知「再生医療等製品の製造販売後承認条

件評価基本計画書及び製造販売後調査等基本計

画書の記載方法等について」（2015年8月26日

付薬食機参発0826-(1)）により示された。なお、

2018年4月1日、再生医療等製品の製造販売後の

安全性等の情報の収集に医療情報データベース

を利用できる環境が整いつつあることを踏ま

え、医薬品と同様に再生医療医薬品についても

GPSP省令の一部が改正、施行された。 

2013年5月、ICH E2C（R2）において、従来

の、医薬品の安全性情報を定期的に報告するこ

とを意図していた「市販医薬品に関する定期的

安全性最新報告（PSUR）」から、リスク評価の

みならず、ベネフィットと関連づけて総合的に

評価することを目的とした「定期的ベネフィッ

ト・リスク評価報告（PBRER）」が取りまとめ

られ、報告書作成のためのガイドラインが通知

された（2013年5月17日付薬食審査発0517-

(1)）。2014年8月には、PBRERに関するQ&Aも

発出されている（2014年8月25日付事務連

絡）。 

なお、医薬品等の登録、記録文書及び安全性

監視における規制上のコミュニケーションのた

めに、即ち市販前及び市販後のいずれの規制段

階にも用いる単一の国際的規制関連医学用語を

標準化することを目的にICHで合意（M1）され

たMedDRA（Medical Dictionary for Regulatory 

Activities）の使用が推奨されており、医薬品の

規制に関わる用語（副作用、症状、徴候、診

断、適応症、臨床検査、外科及び内科的処置、

患者背景）について国際的整合性を図る努力が

なされている。MedDRAは、2000年3月末日以

降、臨床試験資料、再審査・再評価資料、添付

文書等にも使用可能となり、医薬品の市販前及

び市販後の両規制段階において、データ入力、

検索、評価及び提示に用いられることになっ

た。更に、2003年10月27日より副作用・感染症

報告制度における個別症例安全性報告は

MedDRAを使用することを義務づけられた。そ

のメンテナンスは、MSSO（Maintenance and 

Support Service Organization）によりなされて

おり、おおむね年2回バージョンが更新されてい

る。 
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1．GVP 

GVP (Good Vigilance Practice) は、製造販売

業の許可要件として適切な組織・体制の構築、

手順の整備、医薬品等の適正使用情報の収集・

評価、検討及び安全確保措置の実施に係る製造

販売後安全管理に関する基準を定めたものであ

る。2013年3月11日に、医薬品リスク管理計画

をGVPに位置づける改正が行われた。 

なお、製造販売後安全管理に関する委託の範

囲などは、薬機法施行規則で定められている。 

本省令は、全17条で構成されており、概略は

以下のとおりである。 

 

(1) 趣旨（第1条） 

本省令は薬機法第12条の2第2号に規定する

製造販売後安全管理に係る厚生労働省令で定

める基準を定めるものとする。 

 

(2) 用語の定義（第2条） 

① 安全管理情報：医薬品等の品質、有効性及

び安全性に関する事項その他医薬品等の適

正使用のために必要な情報をいう。 

② 安全確保業務：製造販売後安全管理に関す

る業務のうち、安全管理情報の収集、検討

及びその結果に基づく必要な措置に関する

業務をいう。 

③ 医薬品リスク管理：安全確保業務のうち、

医薬品の製造販売業者が安全性及び有効性

に関し特に検討すべき事項を有する医薬品

について、その安全性及び有効性に係る情

報収集、調査、試験その他医薬品を使用す

ることに伴うリスクの最小化を図るための

活動を実施するとともに、その結果に基づ

く評価及びこれに基づく必要な措置を講ず

ることにより、医薬品の安全性及び有効性

に係る適切なリスク管理を行うものであっ

て、承認に条件として付されるものをい

う。 

④ 医薬情報担当者、医療機器情報担当者：医

薬品又は医療機器の適正な使用に資するた

めに、医療関係者を訪問すること等により

安全管理情報を収集し、提供することを主

な業務として行う者をいう。 

 以下の第3条～第12条は第一種製造販売業

者（処方箋医薬品、高度管理医療機器又は

再生医療等製品の製造販売業者）について

定めたものである。 

 

(3) 総括製造販売責任者の業務（第3条） 

総括製造販売責任者は次の業務を行わなけ

ればならない。 

① 安全管理責任者を監督する。 

② 安全管理責任者の意見を尊重する。 

③ 安全管理責任者、品質保証責任者、その他

必要な責任者との密接な連携を図らせる。 

④ 医薬品リスク管理を行う場合は、製造販売

後調査等管理責任者との相互の密接な連携

を図る。 

 

(4) 安全確保業務に係る組織及び職員（第4条） 

① 次に掲げる要件を満たす安全確保業務の統

括に係る部門（安全管理統括部門）を置か

なければならない。 

・ 総括製造販売責任者の監督下にある。 

・ 安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しう

る能力を有する人員を十分に有する。 

・ 医薬品等の販売に係る部門その他安全確

保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及

ぼす部門から独立している。 

② 次の要件を満たす安全管理責任者を置かな

ければならない。 

・ 安全管理統括部門の責任者である。 

・ 安全確保業務その他これに類する業務に

3年以上従事している。 

・ 安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しう

る能力を有す。 
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・ 医薬品等の販売に係る部門に属しない、

その他安全確保業務の適正かつ円滑な遂

行に支障を及ぼすおそれがない。 

③ 安全確保業務の全部又は一部を安全管理責

任者以外の者に行わせる場合は、当該業務

に係る責任者（安全管理実施責任者）を置

かなければならない。 

 

(5) 製造販売後安全管理業務手順書等（第5条） 

① 次に掲げる手順を記載した製造販売後安全

管理業務手順書を作成しなければならな

い。 

・ 安全管理情報の収集に関する手順 

・ 安全管理情報の検討及びその結果に基づ

く安全確保措置の立案に関する手順 

・ 安全確保措置の実施に関する手順 

・ 安全管理責任者から総括製造販売責任者

への報告に関する手順 

・ 安全管理実施責任者から安全管理責任者

への報告に関する手順 

・ 医薬品リスク管理を行う場合にあって

は、医薬品リスク管理に関する手順（市

販直後調査に関する手順を含む。） 

・ 自己点検に関する手順 

・ 教育訓練に関する手順 

・ 記録の保存に関する手順 

・ 品質保証責任者、その他の処方箋医薬

品、高度管理医療機器又は再生医療等製

品の製造販売に係る業務の責任者との相

互の連携に関する手順 

・ 医薬品リスク管理を行う場合にあって

は、製造販売後調査等管理責任者との相

互の連携に関する手順 

・ その他製造販売後安全管理に関する業務

を適正かつ円滑に実施するために必要な

手順 

② 製造販売後安全管理に関する業務に従事す

る者の責務及び管理体制を文書により適切

に定めなければならない。 

③ 安全確保業務の適正かつ円滑な実施のため

に必要な事項を文書により定めなければな

らない。 

④ ①の手順書や②及び③の文書を作成し、又

は改訂したときは、それらにその日付を記

録し、保存しなければならない。 

⑤ 総括製造販売責任者がその業務を行う事務

所に①の手順書、②及び③の文書やその他

安全確保業務に必要な文書を備え付けると

ともに、安全確保業務を行うその他の事務

所には手順書等のうち、その事務所が担当

するものに係るものの写しを備え付けなけ

ればならない。 

 

(6) 安全管理責任者の業務（第6条） 

① 安全管理責任者は次に掲げる業務を行わな

ければならない。 

・ 安全確保業務を統括する。 

・ 安全確保業務が適正かつ円滑に行われて

いるかを確認し、その記録を作成・保存

する。 

・ 安全確保業務について必要がある場合に

は、総括製造販売責任者に対し文書によ

り意見を述べ、その写しを保存する。 

・ 医薬品リスク管理を行う場合は、製造販

売後調査等管理責任者との相互の密接な

連携を図る。 

 

(7) 安全管理情報の収集（第7条） 

① 安全管理責任者又は安全管理実施責任者は

次に掲げる安全管理情報を収集し、その記

録を作成しなければならない。 

・ 医療関係者からの情報 

・ 学会報告、文献報告その他研究報告に関

する情報 
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・ 厚生労働省その他政府機関、都道府県及

びPMDAからの情報 

・ 外国政府、外国法人等からの情報 

・ 他の製造販売業者からの情報 

・ その他安全管理情報 

② 安全管理実施責任者は①の記録を文書によ

り安全管理責任者に報告する。 

③ 安全管理責任者は、①の記録、②の報告を

保存する。 

 

(8) 安全管理情報の検討及びその結果に基づく

安全確保措置の立案（第8条） 

① 安全管理責任者は次に掲げる業務を行わな

ければならない。 

・ 収集した安全管理情報を遅滞なく検討

し、その結果を記録する。 

・ 品質保証責任者等が把握する必要がある

安全管理情報については、品質保証責任

者等に遅滞なく文書で当該情報を提供す

る。 

・ 安全管理情報を検討した結果、必要があ

ると認めるときは、廃棄、回収、販売の

停止、添付文書の改訂、医薬情報担当

者、医療機器情報担当者又は再生医療等

製品情報担当者による医療関係者への情

報の提供又は法に基づく厚生労働大臣へ

の報告その他の安全確保措置を立案す

る。 

・ 安全確保措置案を総括製造販売責任者に

文書で報告し、その写しを保存する。 

② 安全管理責任者は、安全管理実施責任者に

安全管理情報の検討をさせる時には、文書

によりその実施を指示し、写しを保存す

る。また、安全管理実施責任者に検討の記

録を作成させ、文書により報告させる。安

全管理責任者はその報告を保存する。 

 

(9) 安全確保措置の実施（第9条） 

① 総括製造販売責任者は次に掲げる業務を行

わなければならない。 

・ 安全確保措置案を適正に評価し、安全確

保措置を決定するとともに記録を作成

し、保管する。 

・ 安全確保措置を安全管理責任者に行わせ

る場合は、文書により指示し、これを保

存させる。 

・ 安全確保措置を安全管理実施責任者に行

わせる場合は、文書により指示し、その

写しを安全管理責任者に保存させる。ま

た、安全管理実施責任者にその記録を作

成させ、文書により報告させるととも

に、その写しを安全管理責任者に交付さ

せる。 

・ 報告を確認し、必要な措置を決定する。 

② 安全管理責任者は次に掲げる業務を行わな

ければならない。 

・ 総括製造販売責任者の指示に基づき安全

確保措置を行い、その記録を作成・保存

する。 

・ 安全確保措置を安全管理実施責任者に行

わせる場合は、文書により指示し、その

写しを保存する。また、記録を作成さ

せ、文書により報告させるとともに、こ

れを保存する。 

・ 安全確保措置の実施の結果等について総

括製造販売責任者に文書により報告し、

その写しを保存する。 

・ 安全管理実施責任者からの報告の写しを

保存する。 

③ 安全確保措置案のうち、あらかじめ製造販

売後安全管理業務手順書等に定めるものに

ついての安全確保措置案の評価、安全確保

措置の決定、記録作成・保存業務は、総括

製造販売責任者に代わって安全管理責任者

に行わせることができる。この場合は、①

及び②に規定する業務について必要な事項
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をあらかじめ製造販売後安全管理業務手順

書等に定めておく。 

 

(10) 医薬品リスク管理（第9条の2） 

① 医薬品リスク管理を行う場合にあっては、

総括製造販売責任者又は安全管理責任者は

次に掲げる業務を行わなければならない。 

・ 医薬品リスク管理ごとに次に掲げる事項

を記載した計画書（医薬品リスク管理計

画書）を作成すること。 

・ 安全性・有効性に関し特に検討すべき事

項 

・ 安全性・有効性に関する情報収集・調

査・試験の概要 

・ リスクの最小化を図るための活動の概要 

・ 医薬品リスク管理の実施状況・評価を行

う時期 

・ その他必要な事項 

・ 必要に応じ、医薬品リスク管理計画書を

改訂すること。 

・ 作成・改訂した時は、医薬品リスク管理

計画書にその日付を記載し、保存するこ

と。 

② 総括製造販売責任者は、その業務を行う事

務所に医薬品リスク管理計画書を備え付

け、医薬品リスク管理を行うその他の事務

所に医薬品リスク管理計画書の記載事項の

うち、その事務所が担当するものの写しを

備え付けなければならない。 

③ 安全管理責任者は、医薬品リスク管理が適

正かつ円滑に実施されていることを確認

し、記録を作成・保存する。 

④ 医薬品リスク管理を安全管理実施責任者が

行う場合は、安全管理実施責任者がその記

録を作成し、文書により安全管理責任者に

報告し、安全管理責任者はこれを保存す

る。 

 

(11) 市販直後調査（第10条） 

① 市販直後調査（販売を開始した後の6ヵ月

間、診療において医薬品の適正な使用を促

し、重篤な副作用等の発生を迅速に把握す

るために行うものであって、医薬品リスク

管理として行うものをいう。）を行う場合

にあっては、総括製造販売責任者又は安全

管理責任者は次に掲げる業務を行わなけれ

ばならない。 

・ 市販直後調査ごとに医薬品リスク管理計

画書に基づき、次に掲げる事項を記載し

た実施計画書（市販直後調査実施計画

書）を作成すること。 

・ 市販直後調査の目的 

・ 市販直後調査の方法 

・ 市販直後調査の実施期間 

・ その他の必要な事項 

・ 必要に応じ、市販直後調査実施計画書を

改訂すること。 

・ 作成又は改訂した時は、市販直後調査実

施計画書にその日付を記載し、保存する

こと。 

② 総括製造販売責任者がその業務を行う事務

所に市販直後調査実施計画書を備え付け、

調査を行うその他の事務所にその写しを備

え付けなければならない。 

③ 安全管理責任者は、市販直後調査が適正か

つ円滑に実施されていることを確認し、記

録を作成・保存する。 

④ 市販直後調査を安全管理実施責任者が行う

場合は、安全管理実施責任者がその記録を

作成し、文書により安全管理責任者に報告

し、安全管理責任者はこれを保存する。 

 

(12) 自己点検（第11条） 

① あらかじめ指定した者に製造販売後安全管

理に関する業務について定期的に自己点検

を行わせなければならない。 
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② ①のあらかじめ指定した者が安全管理責任

者の場合は、安全管理責任者は自己点検の

記録を作成し、保存する。 

③ ①のあらかじめ指定した者が安全管理責任

者以外である場合は、当該者が自己点検記

録を作成し、安全管理責任者に文書で報告

する。安全管理責任者はこれを保存する。 

④ 安全管理責任者は自己点検結果を総括製造

販売責任者に文書で報告し、その写しを保

存する。 

⑤ 総括製造販売責任者は、自己点検結果に基

づく製造販売後安全管理の改善の必要性を

検討し、必要性があるときはその所要の措

置を講じ、その記録を作成する。安全管理

責任者はその記録を保存する。 

 

(13) 教育訓練（第12条） 

① 総括製造販売責任者は、製造販売後安全管

理に関する業務に従事する者に対する教育

訓練計画を作成・保存する。 

② あらかじめ指定した者に教育訓練を計画的

に行わせなければならない。 

③ ②のあらかじめ指定した者が安全管理責任

者の場合は、安全管理責任者が教育訓練の

記録を作成・保存する。 

④ ②のあらかじめ指定した者が安全管理責任

者以外の場合は、当該者が教育訓練の記録

を作成し、安全管理責任者に文書で報告す

る。安全管理責任者は、これを保存する。 

⑤ 安全管理責任者は、教育訓練結果を総括製

造販売責任者に文書で報告し、写しを保存

する。 

 

(14) 第二種製造販売業者（処方箋医薬品以外の

医薬品又は管理医療機器の製造販売業者

（体外診断用医薬品製造販売業者を含

む））の製造販売後安全管理の基準（第13

条～第14条） 

下記以外は第一種製造販売業者の基準を準

用する。 

① 安全管理統括部門の設置規定がない。 

② 安全管理責任者の資格要件がない。 

③ 安全管理実施責任者の資格規定がない。 

 

(15) 第三種製造販売業者（医薬部外品、化粧品

又は一般医療機器の製造販売業者）の製造

販売後安全管理の基準（第15条） 

下記以外は第一種製造販売業者の基準を準

用する。 

① 上記（14）の①～③ 

② 製造販売後安全管理業務手順書の規定がな

い。 

③ 医薬部外品と化粧品は、（7）の安全管理

情報収集は研究報告とその他安全管理情報

のみ。 

④ 自己点検、教育訓練の規定がない。 

 

(16) 安全確保業務に係る記録の保存（第16条） 

① 文書その他の記録の保存期間は、当該記録

を利用しなくなった日から5年間とする。

ただし、生物由来製品及び再生医療等製品

については10年間、特定生物由来製品及び

指定再生医療等製品は30年間、特定保守管

理医療機器及び設置管理医療機器は15年間

とする。また、自己点検、教育訓練に係る

記録は作成した日から5年間保存する。 

② 製造販売後安全管理業務手順書等に基づ

き、製造販売業者が指定する者に、本省令

に規定する記録を保存させることができ

る。 

 

 

2．GPSP 

GPSP（Good Post-marketing Study 

Practice）は、製造販売業者等が行う製造販売後

の調査及び試験に関する業務が適正に実施さ
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れ、また、再審査及び再評価の申請を行う際の

資料の信頼性を確保するために、遵守すべき事

項を規定した基準である。2013年3月11日、

GVPに医薬品リスク管理計画を位置づけたこと

に伴い、GPSPとの関係を明確化する所要の改正

が行われた。更に、2018年4月1日、医薬品の製

造販売後の安全性等の情報の収集に医療情報デ

ータベースを利用できる環境が整いつつあるこ

とを踏まえ、省令の一部が改正、施行された。 

本省令は、全12条で構成されており、概略は

以下のとおりである。 

 

(1) 趣旨（第1条） 

本省令は、医薬品の製造販売業者等の行う

製造販売後の調査及び試験の業務に関して遵

守すべき事項を定めるものとする。 

このGPSPの適用対象は、医療用医薬品の再

審査及び再評価に係る調査等である。なお、

製造販売後調査のうち製造販売後臨床試験に

ついては本基準の他、GCPも適用される。 

 

(2) 用語の定義（第2条） 

① 製造販売後調査等：医薬品の製造販売業者

等が医薬品の品質、有効性及び安全性に関

する情報の収集、検出、確認又は検証のた

めに行う使用成績調査、製造販売後データ

ベース調査又は製造販売後臨床試験をい

う。 

② 使用成績調査：医療機関から収集した情報

を用いて、診療において、医薬品の副作用

による疾病等の種類別の発現状況並びに品

質、有効性及び安全性に関する情報の検出

又は確認を行う調査であって、一般使用成

績調査、特定使用成績調査又は使用成績比

較調査をいう。 

③ 製造販売後データベース調査：医療情報デ

ータベース取扱事業者が提供する医療情報

データベースを用い、医薬品の副作用によ

る疾病等の種類別の発現状況並びに品質、

有効性及び安全性に関する情報の検出又は

確認を行う調査をいう。 

④ 製造販売後臨床試験：治験、使用成績調査

若しくは製造販売後データベース調査の成

績に関する検討を行った結果得られた推定

等を検証し、又は診療においては得られな

い品質、有効性及び安全性に関する情報を

収集するために承認された用法・用量、効

能及び効果に従い行う試験をいう。 

 

 (3) 製造販売後調査等業務手順書（第3条） 

製造販売業者等は、製造販売後調査等を適

正かつ円滑に実施するため、次に掲げる手順

を記載した製造販売後調査等業務手順書を作

成しなければならない。製造販売後調査等業

務手順書を作成又は改訂したときは、当該手

順書にその日付を記載し、これを保存しなけ

ればならない。 

① 使用成績調査に関する手順 

② 製造販売後データベース調査に関する手順 

③ 製造販売後臨床試験に関する手順 

④ 自己点検に関する基準 

⑤ 製造販売後調査等業務に従事する者に対す

る教育訓練に関する手順 

⑥ 製造販売後調査等業務の委託に関する手順 

⑦ 製造販売後調査等業務に係る記録の保存に

関する手順 

⑧ その他製造販売後調査等を適正かつ円滑に

実施するために必要な手順 

 

(4) 製造販売後調査等管理責任者（第4条） 

① 製造販売業者等は、製造販売後調査等に係

る業務を統括する者（製造販売後調査等管

理責任者）を置かなければならない。 

② 製造販売後調査等管理責任者は、販売に係

る部門に属する者であってはならない。 

③ 製造販売後調査等管理責任者が行う業務 
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・ 医薬品ごとに使用成績調査、製造販売後

データベース調査又は製造販売後臨床試

験の概要を記載した製造販売後調査等基

本計画書を作成し、これを保存する。 

・ 製造販売後調査等業務手順書及び製造販

売後調査等基本計画書（医薬品リスク管

理計画書を作成したときは、医薬品リス

ク管理計画書）に基づき、使用成績調査

実施計画書、製造販売後データベース調

査実施計画書又は製造販売後臨床試験実

施計画書その他製造販売後調査等を行う

ために必要な事項を文書により定める。 

・ 必要に応じ、製造販売後調査等基本計画

書等を改訂する。 

・ 製造販売後調査等基本計画書等を作成

し、又は改訂した場合は、当該文書に日

付を記載し、保存する。 

・ 製造販売後調査等を行うのに必要がある

と認めるときは、製造販売業者等に文書

により意見を述べ、当該文書又はその写

しを保存する。 

④ 医薬品リスク管理計画書を作成・保存して

いるときは、製造販売後調査等基本計画書

を作成・保存することを要しない。 

⑤ 製造販売業者等は、製造販売後調査等管理

責任者が述べる意見を尊重しなければなら

ない。 

⑥ 製造販売業者等は、製造販売後調査等管理

責任者が業務を遂行するにあたって支障を

生ずることがないようにしなければならな

い。 

 

(5) 製造販売後調査等（第5条） 

① 製造販売後調査等管理責任者が行う業務 

・ 製造販売後調査等の実施についての企

画、立案及び調整 

・ 製造販売後調査等が製造販売後調査等業

務手順書及び製造販売後調査等基本計画

書（医薬品リスク管理計画書を作成した

ときは、医薬品リスク管理計画書）に基

づき適正かつ円滑に行われていることの

確認 

・ 製造販売後調査等の結果についての文書

による製造販売業者等（医薬品リスク管

理計画書を作成したときは、製造販売業

者等及び安全管理責任者）への報告 

② 製造販売業者等は、使用成績調査、製造販

売後データベース調査又は製造販売後臨床

試験の実施ごとに、製造販売後調査等管理

責任者に調査及び試験の実施状況を把握す

るための記録を作成させ、これを保存させ

なければならない。 

③ 製造販売業者等は、医薬品リスク管理計画

書を作成したときは、使用成績調査、製造

販売後データベース調査又は製造販売後臨

床試験の実施ごとに、製造販売後調査等管

理責任者に調査及び試験の実施状況の記録

を安全管理責任者に文書により提供させな

ければならない。 

 

(6) 使用成績調査（第6条） 

① 製造販売業者等は、使用成績調査を実施す

る場合には、製造販売後調査等業務手順書

等に基づき、製造販売後調査等管理責任者

又は製造販売業者等が指定する者に行わせ

なければならない。 

② 使用成績調査の目的を十分に果たしうる医

療機関と文書により契約を行い、これを保

存する。 

③ 契約は電磁的方法により行うことができ

る。 

④ 使用成績調査実施計画書には、調査の目

的、調査対象者数、調査対象者の範囲、調

査方法、実施期間、調査事項、解析項目及

び方法、その他必要な事項について定めな

ければならない。 
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なお、製造販売後データベース調査を実施す

る場合には、①～③を準用する。この場合、

「使用成績調査」は「製造販売後データベー

ス調査」、「医療機関」は「医療情報データ

ベース取扱事業者」をいう。 

 

(7) 製造販売後臨床試験（第7条） 

① 製造販売業者等は、製造販売後臨床試験を

実施する場合には、製造販売後調査等業務

手順書等に基づき、製造販売後調査等管理

責任者又は製造販売業者等が指定する者に

行わせなければならない。 

② GCPを遵守して行う。 

 

(8) 自己点検（第8条） 

① 製造販売業者等は、定期的に自己点検を行

う。ただし、GCP監査を実施された事項に

ついては、自己点検の実施を要しない。 

 製造販売後調査等管理責任者以外の者が自

己点検を行う場合には、点検の結果を製造

販売後調査等管理責任者に対し文書により

報告する。 

 自己点検の結果の記録を作成し、これを保

存する。 

② 製造販売後調査等管理責任者は、自己点検

の結果を製造販売業者等に文書で報告す

る。 

③ 自己点検の結果に基づき、業務の改善が必

要と認めるときは、その措置を講ずるとと

もに、当該措置の記録を作成し、保存す

る。 

 

(9) 教育訓練（第9条） 

① 製造販売業者等は、製造販売後調査等管理

責任者又は製造販売業者等が指定する者に

製造販売後調査等業務に従事する者に対し

て、製造販売後調査等業務に関する教育訓

練を計画的に行わせなければならない。 

② 製造販売後調査等管理責任者以外の者が教

育訓練をする場合には、その実施状況を製

造販売後調査等管理責任者に対して文書に

より報告させる。 

③ 教育訓練に関する記録を作成し、これを保

存する。 

 

(10) 製造販売後調査等業務の委託（第10条） 

製造販売業者等は、製造販売後調査等業務

の一部を、その業務を適正かつ円滑に遂行し

うる能力のある者に委託することができる。 

 

(11) 製造販売後調査等業務に係る記録の保存

（第11条） 

再審査又は再評価に係る記録は、審査又は

評価が終了した日から5年間、その他の記録は

利用しなくなった日又は当該記録の最終の記

載から5年間保存されていなければならない。 

 

(12) 製造販売後調査等に係る再審査等の資料の

基準（第12条） 

製造販売後調査等に係る再審査又は再評価

申請のための資料の収集及び作成について

は、GCP省令に定めるものの他、本省令の第3

条から第8条まで、第10条及び第11条の規定を

準用する。 

 

 

3．再審査及び再評価申請資料の適

合性書面調査及びGPSP実地調査 

医薬品の再審査資料及び再評価資料が、厚生

労働大臣の定める基準に従って収集され、作成

されたものであるかどうかに関しては、適合性

書面調査及び医薬品GPSP実地調査が行われる。

これら調査については、「新医薬品の承認申請

資料適合性書面調査の実施要領について」

（2014年11月21日付薬食審査発1121-(5)）並び

に「医薬品のGPSP実地調査に係る実施要領につ

いて」（2005年3月30日付薬食審査発第0330003
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号）において、その実施要領が示されており、

「医薬品のGPSP実地調査に係る実施要領につい

て」は2018年9月、一部改正が発出されている

（2018年9月13日付薬生薬審発0913-(9)）。ま

た、調査の実施手続きについては、「医薬品の

再審査及び再評価申請資料の適合性書面調査及

びGPSP実地調査の実施手続きについて」

（2014年11月21日付薬機発第1121007号）にて

定められており、2018年9月、一部改正が発出さ

れている（2018年9月13日付薬機発第0913026

号）。なお、2016年7月21日、医薬品再審査適

合性調査相談が新設された。これにより、医薬

品の再審査申請時に添付する予定の資料のう

ち、既に終了した製造販売後臨床試験、使用成

績調査等に関する資料について、信頼性基準へ

の適合性に関する相談を行うことができるよう

になった。 

 

 

4．副作用・感染症報告制度 

医薬品の副作用等安全性情報の収集・報告シ

ステムとしては、製薬企業が行う企業報告制

度、医薬関係者による医薬品・医療機器等安全

性情報報告制度、諸外国との安全性情報交換を

行うWHO国際医薬品モニタリング制度がある

（図15 医薬品の安全性情報の収集、報告、措

置）。 

 

4.1 企業による副作用・感染症報告制度  

この制度は、薬機法上の企業報告制度（法第

68条の10）であり、PMDAが情報の整理を行っ

ている。エイズウイルス汚染の非加熱血液製剤

使用によるエイズ感染症発生等の問題を踏ま

え、1997年4月施行の改正薬事法において「副作

用報告」に加え、報告対象に「当該品目の使用

によるものと疑われる感染症の発生」が明文化

された。 

また、同時に施行された薬事法施行規則の改

正において、ICHの合意事項を踏まえ、報告対象

となる「重篤な症例」の範囲が明確化され、安

全性の問題を理由としてとられた外国での製

造・販売の中止措置等の規制情報についても報

告対象とすることとなった。 

これら国内外の安全性情報の収集、検討及び

その結果に基づく対応等はGVPの製造販売後安

全管理業務手順書に従って行わなければならな

い。 

施行規則第228条の20における副作用等報告の

規定は、15日報告と30日報告の2つから成る。

2005年3月17日付薬食発第0317006号「薬事法施

行規則の一部を改正する省令等の施行について

（副作用等の報告について）」により、15日報

告を求められる症例が規定された。この変更

は、市販後の使用経験の少ない医薬品の副作用

による重篤な症例を重点的に監視するためと、

副作用の報告基準を国際的基準と調和させるた

めに行われた。その規定の概略は次のとおりで

ある。 

① 15日報告 

次に掲げる事項を知った時は、その日から

15日暦日以内に報告 

a) 次に掲げる症例のうち、国内外を含む当

該医薬品の副作用によるものと疑われる

ものであり、かつそのような症例等の発

生又は発生頻度、発生条件等の発生傾向

が当該医薬品の添付文書等に記載された

使用上の注意から予測できないもの（未

知で重篤な症例） 

① 死亡 

② 障害 

③ 死亡又は障害につながるおそれのある

症例 

④ 治療のために入院又は入院期間の延長

が必要とされる症例 

⑤ ①から④までに掲げる症例に準じて重

篤である症例 

⑥ 後世代における先天性の疾病又は異常 

b) 国内外を含む当該医薬品の使用によるも

のと疑われるすべての未知の感染症及び
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既知の感染症による上記①から⑥までに

掲げる症例 

c) 外国の規制当局がとった製造又は販売中

止等の措置の実施 

d) 既知・死亡症例 

e) 既知・重篤副作用の発生傾向の変化が保

健衛生上の危害の発生又は拡大を示すも

の 

f) 新有効成分含有医薬品であり、かつ承認

を受けた日後2年を経過していないもの

の副作用によるものと思われる重篤な症

例（未知・既知問わず） 

g) 新有効成分含有医薬品以外で市販直後調

査が承認条件とされた医薬品の副作用の

うち、当該医薬品の市販直後調査により

得られた重篤な症例（未知・既知問わ

ず） 

② 30日報告 

次に掲げる事項を知った時は、その日から

30暦日以内に報告 

a) 国内の当該医薬品の既知の副作用による

ものと疑われる前号a項 ②から⑥までに

掲げる症例（既知で重篤な症例） 

b) 国内外での当該医薬品の承認を受けた効

能・効果を有しないことを示す医薬品に

ついての研究報告 

なお、薬機法施行規則において、機械器

具等と一体的に製造販売するものとして承

認を受けた医薬品（コンビネーション医薬

品）の機械器具等に係る部分の不具合報告

の規定が新たに設けられ、医療機器の不具

合報告の判断基準及び報告期限等について

の規定を準用することとされた。また、薬

機法において、再生医療等製品についての

副作用等の報告義務が規定されたことに伴

い、施行規則において、再生医療等製品の

不具合報告の判断基準及び報告期限等の規

定が設けられた。（2014年10月2日付薬食

発1002-(20)「医薬品等の副作用等の報告に

ついて」） 

これにより、報告義務のある機械器具部

分の不具合があって、報告義務のある医薬

品による副作用等がない場合は不具合報告

のみを、報告義務のある機械器具部分の不

具合があって、報告義務のある医薬品によ

る副作用等がある場合はその両方を報告す

ることが必要となった。 

2017年6月には「「コンビネーション製品

の副作用等報告に関するQ&Aについて」の

改訂について」（2017年6月9日付事務連

絡）が示された。 

③ 医薬品未知・非重篤副作用定期報告 

従来は副作用症例の重篤度については、重

篤、中等度、軽微と3段階に分けていたが、国

際的に用いられている重篤と非重篤の2段階の

区分となった。医薬品の副作用によるものと

疑われる症例等の発生のうち、未知であり、

かつ非重篤の症例については、一定期間の集

積報告を求められることとなった。 

 

企業における副作用の評価、判定及び副作用

報告のより一層の適正化並びに迅速化を図るた

め、報告を行う症例の範囲についての判断のた

めの具体的な目安として「副作用の重篤度分類

基準」が定められている（1992年6月29日付薬

安第80号）。 

この副作用の重篤度分類は、肝臓、腎臓、血

液、過敏症状、呼吸器、消化器、循環器、精神

神経系、代謝・電解質異常の9種類からなってい

る。 

また、1997年4月よりICHの合意事項を踏ま

え、「重篤な症例」の範囲が明確化され、「承

認後の安全性情報の取扱い」（2005年3月28日

付薬食安発0328007号）によりICH E2Dガイド

ラインの合意内容が通知された。 

2003年10月27日よりICHのE2B/M2の対応とし

て①インターネットを経由した提出、②FD報告



日本の薬事行政 

 
2020 - 111 - 

を主体とし紙媒体とともに提出、③紙媒体を主

体としFD報告を添付の3種類の提出方法が定め

られたが、2013年7月、ICH E2B(R3)において

「個別症例安全性報告の電子的伝送に係る実装

ガイド」がまとまり、「個別症例安全性報告の

電子的伝送に係る実装ガイドについて」（2013

年7月8日付薬食審査発0708-(5)・薬食安発0708-

(1)）が示された。続いて「E2B(R3)実装ガイド

に対応した市販後副作用等報告及び治験副作用

等報告について」（2013年9月17日付薬食審査

発0917-(1)・薬食安発0917-(2)）により報告方法

等の取り扱いが示され、更なる電子情報処理及

び電子データベース化の推進としてインターネ

ットを経由した提出が推奨された。更に、2017

年3月には本通知が全面改正され（2017年3月31

日付薬生審発0331-(6)・薬生安発0331-(1)）、製

造販売後に実施する盲検下の臨床試験等におけ

る盲検解除前の市販後副作用等報告に関する取

扱いを定めるとともに、医薬部外品及び化粧品

の副作用等報告の電子的伝送に関する取扱いが

定められた。更に、市販後の外国感染症症例報

告及び外国副作用症例報告の電子的報告に関す

る取扱いの一部変更により、本通知が一部改正

された（2019年7月10日付薬生薬審発0710-(1)・

薬生安発0710-(1)）。また、「E2B(R3)実装ガイ

ドに対応した市販後副作用等報告及び治験副作

用等報告に関するQ&Aについて」（2017年113

月28日付事務連絡）が発出され、上記通知の一

部変更に伴い、Q&Aが改正された（2019年7月

10日付事務連絡）。 

更に、市販後副作用等報告及び治験副作用等報

告の受付、報告に当たっての注意事項等の一部

手順の見直しが行われ「E2B(R3)実装ガイドに

対応した市販後副作用等報告及び治験副作用等

報告の留意点について」（2017 年 3 月 31 日付薬

機審マ発第 0331001 号・薬機安一発第 0331001

号・薬機安二発第 0331002 号）が発出された。

関連通知として「個別症例安全性報告の電子的

伝送に係る実装ガイドの修正等について」（2017

年 3 月 15 日付薬生薬審発 0315-(6)・薬生安発

0315-(1)）、「個別症例安全性報告の電子的伝送に

関する質疑応答集（Q&A）について」（2018 年

11 月 8 日付事務連絡）、「E2B（R3）メッセージ

における個別症例安全性報告の剤形及び投与経

路対する EDQM 用語の使用に関する ユーザー

ガイドについて」（2018 年 11 月 8 日付事務連

絡） が発出され、2019 年 9 月に Q&A が改正さ

れた（2019 年 9 月 26 日付事務連絡）。 

2006年1月からは下記、PMDAのHPで、企業

から報告されたすべての副作用が疑われる症例

について閲覧可能となっている。 

https://www.pmda.go.jp/safety/info-

services/drugs/adr-info/suspected-adr/0005.html 

 

4.2 医薬関係者による医薬品・医療機器等安全

性情報報告制度 

厚生労働省が医薬関係者から直接安全性情報

を収集する制度で、製造販売後の安全対策上、

より一層情報収集量を増やす必要があることか

ら、1997年7月から報告対象施設は限定せず全て

の医療機関、薬局に拡大し、報告様式も簡素化

され、広く医師、歯科医師、薬剤師から報告を

求める制度に改定された。更に、2003年7月より

医薬関係者の責務にて報告することが薬事法に

明記された（法第77条の4の2第2項）。 

＊ 2006年6月14日公布の薬事法改正で、新た

に登録販売者からも報告を求めることとさ

れた。 

報告対象情報は、医療用医薬品、一般用医薬

品、医療機器等を使用した結果みられた副作用

等であり、よく知られた軽微なものを除き使用

医薬品等との関連が明確でないものを含む全て

の情報とされている。 

医薬品等について特に重点的に調査したり情

報を収集したりする必要がある場合、厚生労働

省は医療機関を選定し、その協力を得て「市販

直後安全性情報収集事業（定点観測事業）調

査」を実施することとされている。 

 

https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/adr-info/suspected-adr/0005.html
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/adr-info/suspected-adr/0005.html
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4.3 患者からの医薬品副作用報告 

医薬品による副作用が疑われる症例について

の報告を、患者又はその家族から直接収集する

ことにより、医薬品の安全対策に活用すること

を目的として「患者からの医薬品副作用報告」

実施要領が策定され、PMDAにおいて受付が開

始された（2019年3月26日付薬生安発0326-

(1)）。患者からの報告の内容は以下の通りとな

っている。 

（1）報告者：医薬品の使用により副作用が疑

われる症状が現れた方又はその家族 

（2）報告対象医薬品：国内で製造販売されて

いる医療用医薬品、要指導医薬品及び一

般用医薬品 

（3）報告方法：PMDAのウェブサイト又は郵 

送 

（4）報告項目： 

・報告者に関する情報 

・患者に関する情報 

・副作用が疑われる症状を引き起こしたと思

われる医薬品に関する情報 

・他に使用していた医薬品に関する情報 

・症状に関する情報 

・詳しい情報を聞くことができる医療機関に

関する情報 

報告された情報は、PMDAにて報告内容を確

認するとともに、氏名等の個人情報等を除き、

データベースに入力する。PMDAは報告された

情報の整理を行い、一定期間ごとに厚生労働省

に報告する。厚生労働省は報告状況について薬

事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会に報

告し、必要に応じて安全対策措置を講ずること

となっている。 

また、報告された症例に関する情報は、個人

が特定されない形に加工した上でPMDAのホー

ムページ上ウェブサイト上で公表される。 

 

4.4 WHO国際医薬品モニタリング制度 

1961年のサリドマイドによる奇形発生によ

る、世界的な医薬品の安全対策の必要性の高ま

りを受け、WHOでは1968年以来、国際医薬品モ

ニタリング制度を実施しており、参加国から副

作用情報を収集し、検討結果の概要を各国にフ

ィードバックしている。日本も1972年にこの制

度に加盟し、我が国の副作用情報をWHOに報告

すると共に、WHOから随時情報提供を受けてい

る。また、米国、英国、ドイツ等とも情報交換

を行っている。 

 

 

5．感染症定期報告（法第68条の14

及び24） 

血液凝固因子製剤によるエイズ感染事件、ク

ロイツフェルト・ヤコブ病事件等を教訓とし

て、2002年7月公示の薬事法改正により､人その

他の生物（植物を除く）に由来するものを原材

料として製造される製品のうち､保健衛生上特別

の注意を要するものについて､厚生労働省が生物

由来製品に指定することになった。生物由来製

品の製造業者等に対し、当該生物由来製品の原

材料による感染症に関する最新の論文等により

得られた知見に基づき当該製品を評価し、その

成果を厚生労働大臣に6ヵ月毎に報告させる「感

染症定期報告制度」が2003年7月30日より導入

された。 

なお、2017年4月には「再生医療等製品及び生

物由来製品に関する感染症定期報告制度につい

て」（2017年4月28日付薬生発00428-(1)）が示

され、報告書の様式を改めるとともに電子媒体

による提出が求められることとなった。更に、

2017年7月に「再生医療等製品及び生物由来製品

の感染症定期報告に関する Q&A について」

（2017年7月29日付事務連絡）が発出された。 

 

 

6．再審査制度（法第14条の4、23

条の29） 

再審査制度は新医薬品について承認後一定期

間、PMSの一環として製造販売後調査等を実施
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して、当該医薬品の有効性、安全性等に関する

情報を収集して、医薬品の有用性を再確認する

ことを目的とした制度であり、1980年4月より施

行されている。1993年10月の改正により、希少

疾病用医薬等については、再審査期間は最長10

年となっている。 

新医薬品の承認時に評価検討される資料、情

報の質及び量には限界がある。例えば承認時ま

での臨床試験では、症例数が少ないこと、使用

期間が長期でないこと若しくは併用薬、合併症

及び患者年齢等多種多様な条件下での使用でな

いこと等がある。承認前にこれらの事項をすべ

て確認することには限度がある。 

このため厚生労働省では再審査として承認後

においても製造販売業者等に対し製造販売後調

査等を義務づけている。調査すべき事項は、有

効性については、広範囲な使用がなされた場

合、効果の面で問題が生じていないか、並びに

投与量、投与期間、合併症及び併用薬等の各種

要因により効果の程度が変化しなかったか等で

ある。また、安全性に関しては、未知の副作用

の把握、既知の副作用についてその発生頻度に

著しい変化はなかったか、並びに投与量、投与

期間、合併症及び併用薬等の各種要因により副

作用の発現傾向等について変化はなかったか等

である。 

なお、1997年4月施行の改正薬事法により、こ

れら再審査申請のために必要な調査、試験等は

その目的に応じGPMSP、GCP又はGLPを遵守し

て実施すること及び申請資料はこれらの基準に

沿って作成しなければならないことが義務付け

られた。2005年4月施行の改正薬事法により、

GPMSPは廃止され、GPSP及びGVPとなった。 

 

6.1 再審査の指定 

対象となる医薬品は、既に承認を与えられて

いる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効

能、効果等が明らかに異なる医薬品として厚生

労働大臣がその承認の際指示したもの等であ

る。（法第14条の4） 

再審査を受けるべき時期については、新医薬

品等の承認の際に厚生労働大臣が定めるが、原

則として次のとおりとなっている。 

① 承認の日後10年 

・ 希少疾病用医薬品 

② 承認の日後8年 

・ 新有効成分含有医薬品 

③ 承認の日後6年 

・ 新投与経路医薬品 

④ 承認の日後4年～6年 

・ 新医療用配合剤 

・ 新効能医薬品 

・ 新用量医薬品 

なお、薬剤疫学的調査の実施又は小児用量設

定等のための臨床試験の実施の場合には、必要

に応じて再審査期間終了前に当該調査期間の延

長が行われる（再審査期間は最長10年）。 

再審査期間中に追加で効能を取得した場合、

追加効能の再審査期間は、以下のようになる。 

・既存効能が、一般効能の場合 

追加効能が一般効能である場合：4年もしく

は、既存効能再審査期間の残余期間 

追加効能が希少疾病用医薬品効能の場合： 

10年 

・既存効能が、希少疾病医薬品効能の場合 

追加効能が一般効能の場合：5年10ヵ月 

追加効能が希少疾病用医薬品効能の場合： 

10年 

 

6.2 安全性定期報告（施行規則第63条） 

ICHでの定期的安全性最新報告制度（PSUR）

の合意を踏まえて、1997年4月の薬事法改正を機

に、「安全性定期報告制度」が法制化された。

なお、PSURは、2013年5月、定期的ベネフィッ

ト・リスク評価報告（PBRER）が取りまとめら

れたことに伴い、PBRERに変更されている。 

本報告の報告期限の起算日にはPBRERでの国

際誕生日の概念が導入され、これを踏まえて厚

生労働大臣が承認の際に指定する日を起算日と



日本の薬事行政 

 
2020 - 114 - 

する。報告頻度は、この日から起算して2年間は

半年毎、それ以降の再審査期間中は1年毎であ

る。適用されるのは再審査指定を受けた医療用

医薬品（医療機器は従来とおりの年次報告）で

あり、海外にて薬剤が販売されている場合には

当該国における副作用や規制措置情報を含めて

報告しなければならなくない。なお、外国の企

業でPBRERが作成されている場合は、我が国の

安全性定期報告の「調査結果を踏まえた今後の

安全対策」の項において使用成績調査等で得ら

れた情報と併せて検討し提出するか、PBRERの

内容を我が国の安全性定期報告に加えて編集し

て一報として提出するか、いずれでも可とされ

ている。提出すべき報告事項の概略は次のとお

りである。 

・ 調査期間 

・ 調査症例数 

・ 出荷数量 

・ 使用成績調査等の調査実施状況 

・ 調査結果の概要及び解析結果 

・ 副作用等の種類別発現状況 

・ 副作用等の発現症例一覧 

・ 使用上の注意の改訂等適正な使用を確保す

るために取られた措置 

・ 添付文書 

・ 調査結果を踏まえた今後の安全対策 

 

6.3 再審査申請に必要な資料及び再審査の手続 

再審査申請に必要な使用成績調査、製造販売

後データベース調査又は製造販売後臨床試験等

の製造販売後調査等に係る資料は、GPSP（製造

販売後臨床試験はGCPを含む）を遵守して実施

し、かつこの基準に沿って収集、作成されたも

のでなければならない。 

再審査の申請は、指定の期間を経過した日か

ら起算して3ヵ月以内の期間に行わなければなら

ない。提出すべき資料及びその構成について

は、おおむね下記のとおりであるが、申請に係

る医薬品の製造販売後調査等に関する資料が中

心となり、その他当該医薬品の効能・効果、安

全性に関し承認後に得られた研究報告に関する

資料、再審査申請日の直近に提出した安全性定

期報告を添付するとされている。 

① 再審査申請資料概要 

申請品目の概要、再審査申請迄の経緯（出

荷の数量及び金額の推移、推定患者数、外国

における承認・市販状況等）、製造販売後調

査の概要、安全性・有効性に関する検討、ま

とめ、引用文献 

② 再審査申請添付資料 

使用成績調査、製造販売後データベース調

査又は製造販売後臨床試験に関する資料、副

作用・感染症報告に関する資料、研究報告に

関する資料、国内外の措置に関する事項、重

篤な有害事象の発現に関する資料 

③ 適合性調査資料 

GPSP等適合性調査資料及び必要に応じて

GCP適合性調査資料、GLP適合性調査資料 

④ 参考資料 

使用成績調査等に用いた調査票等、再審査

申請時の添付文書、回答概要、審査報告書、

承認申請時の資料概要（部会用）、承認書の

写し、再審査申請日の直近に提出した安全性

定期報告 

再審査は、上記の申請資料に基づき、図16

（再審査のフローチャート）の流れで進めら

れる。即ち、申請受付後、「PMDA」におい

てGPSP等適合性の調査と品質、有効性及び安

全性に関する調査が行われた後、薬事・食品

衛生審議会・薬事分科会での審議と答申を経

て、審査結果が公表される。再審査の結果

は、法第14条第2項第3号の3つの承認拒否事由

（①申請された効能・効果があると認められ

ない時、②効能・効果に比して著しく有害な

作用を有することにより、使用価値がないと

認められる時、③性状又は品質が保健衛生上
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著しく不適当な時）に照らして、次の3区分で

示され、必要な措置がとられる。 

 

＊ 指定区分 

［I］承認不可 

（製造・販売中止、承認取消） 

［II］承認事項変更 

（指示に従い承認事項の変更） 

［III］承認 

（再審査申請とおり） 

なお、2017年11月に「新医療用医薬品の再審

査申請に際し添付すべき資料について」（2017

年11月28日付薬生薬審発1128-(2)）が示され、

再審査にRMPの考え方を取り入れ、より適切に

医薬品のベネフィット・リスクバランスを評価

し、その維持向上を図るとともに、GPSP省令の

改正に対応するため、再審査資料の取扱いにつ

いて見直された。本通知は2019年10月1日以降

に行われる再審査申請について適用される。ま

た、本通知の発出に伴い、「「安全性定期報告

書別紙様式及びその他の記載方法について」の

一部改正について」（2017年11月28日付薬生薬

審発1128-(5) 薬生安発1128-(4)、「「医薬品の

再審査及び再評価申請資料の適合性書面調査及

びGPSP実地調査の手続きについて」の一部改正

について」（2017年11月28日付薬機発第

1128005号）が合わせて発出された。更に、

2018年6月には「「新医療用医薬品の再審査申請

に際し添付すべき資料について」に関する質疑

応答集（Q&A）について」（2018年6月1日付事

務連絡）が発出された。 

 

 

7．再評価制度（法第14条の6、23

条の31） 

医薬品の再評価は、既に承認された医薬品に

ついて、現時点の医学・薬学の学問水準から有

効性及び安全性を見直す制度である。本制度

は、1971年7月7日付薬発第610号「薬効問題懇

談会の答申について」に基づく同年12月からの

行政指導による再評価の実施に始まり、1985年1

月からの薬事法に基づく再評価、更に1988年5月

からの新再評価制度へと経過してきている。 

新再評価制度：すべての医療用医薬品の

有効性、安全性を繰り返し見直す制度が

1988年5月に通知された。この再評価は、薬

事・食品衛生審議会で審議し、必要があれ

ば薬事法に基づき再評価を実施するという

方法がとられている（図17 再評価のフロー

チャート）。 

新再評価指定は1990年2月より行われた。 

旧厚生省は後発医薬品のあり方について「21

世紀の医薬品のあり方に関する懇談会」の最終

報告（1993年5月28日）において、先発品を含

めた薬剤の製造管理・品質管理の徹底の必要性

が示唆され、それらを確認する日常的な方法と

して溶出試験法が提言された。これを受け、

1997年2月、「品質再評価」が開始され、溶出試

験が規定されていない先発医薬品について試験

条件・規格等を設定し、それとの同等性を確認

することにより後発医薬品の品質を確保するこ

とを目的としている。 

その後、先発医薬品に対する後発医薬品の治

療学的な同等性を保証することを目的とした

「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライ

ン」が1997年12月22日に通知され、2001年5月

31日（医薬審発第786号）、2006年11月24日

（薬食審査発第1124004号）及び2012年2月29日

薬食審査発0229-(10)に一部改正の通知が出され

た。 

品質再評価が終了し、それに伴い溶出試験が

設定された品目は「公的溶出試験」として「日

本薬局方外医薬品規格第三部」（1999年3月23

日に創設）に収載されている。 
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図 13  医薬品のPMS 
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図 14  医薬品の市販後安全性情報の収集、報告、措置 
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図 15  医薬品の安全性情報の収集、報告、措置 
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図 16  再審査のフローチャート 
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図 17  再評価のフローチャート



日本の薬事行政 

 
2020 - 121 - 

第 5 章  

医薬品の安全

管理情報の提

供・伝達 
 

 

医薬品の製造販売業者は、法の規定により、

医薬品の有効性、安全性及び品質等、医薬品の

適正な使用のために必要な情報を収集し検討す

ると共に、これらの情報を医薬関係者へ提供す

ることが義務づけられている。この目的のた

め、医薬品の製造販売業者は、GVP省令の規定

に基づき手順書を作成し、これに従って、医薬

品の安全管理情報の提供・伝達について総合的

な体制の整備に努めている。 

 

 

1．医療用医薬品添付文書 

医薬品の製造販売業者が医薬関係者に医薬品

情報を提供・伝達する媒体・手段の中で、最も

基本的なものが医薬品の添付文書である。この

添付文書は法の規定に基づき医薬品の適用を受

ける患者の安全性を確保し、適正使用を図るた

めに医師、歯科医師及び薬剤師等の医薬関係者

に対して必要な情報を提供する目的で医薬品の

製造販売業者が作成することが義務付けられて

いる公的文書である。また、法において、添付

文書又は容器・被包に記載しなければならない

事項（添付文書等記載事項）、記載するにあた

っての留意事項、及び記載の禁止事項が規定さ

れている。更に、2014年11月25日施行の法改正

により、添付文書等記載事項については最新の

論文等より得られた知見に基づいて記載しなけ

ればならないこと、販売名並びに使用及び取扱

い上の必要な注意については製造販売開始及び

変更の際には事前に届出し、直ちに公表するこ

とが規定された。これらの規定を逸脱したり、

虚偽や誤解を招いたりする記載内容には法にて

罰則が定められている。具体的な添付文書の記

載項目、記載順序及び記載要領並びに使用上の

注意の記載要領については厚生労働省から行政

通知として示されている。また、製造販売後の

安全確保業務により副作用情報等を収集し、評

価の後、重要な内容については添付文書に逐次

反映される。なお、添付文書は紙面及び情報の

量に限度があることからこれを補完するため製

造販売業者等においていくつかの情報媒体が作

成されている。 

添付文書及び使用上の注意の様式や記載内容

については、1993年5月に「これからの医療にお

ける医薬品のあり方とそれを踏まえた行政の役

割」をメインテーマに発足した「21世紀の医薬

品のあり方に関する懇談会」（最終報告）及び

1995年7月の「医薬品適正使用推進方策検討会」

（中間報告）等により添付文書の全面的見直し

の必要性が提案される一方、この間にソリブジ

ン問題（抗がん剤との相互作用による重篤な副

作用の発現）が起こり、相互作用を中心とした

医薬品の安全性に関する情報提供のあり方につ

いて、旧厚生省、医療関係者、製薬企業間で検

討が行われ、緊急の対応がなされた（1993年11

月24日付薬発第999、1994年11月21日付製薬協

発第1445）。 

このような流れを受けて、旧厚生省により

「医薬品添付文書の見直し等に関する」3つの研

究班が設置され、詳細な検討の末、1996年5月に

答申が出され、その報告書に基づき1997年4月

「添付文書」及び「使用上の注意」の記載要領

が全面改正されることとなった（1997年4月25

日付薬発第606、1997年4月25日付薬安第59、

1997年4月25日付薬発第607）。 
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なお、2003年5月に生物由来製剤の添付文書記

載についての行政通知「生物由来製品の添付文

書に記載すべき事項について」（2003年5月15

日付医薬発第0515005）、｢生物由来製品の添付

文書の記載要領について｣（2003年5月20日付医

薬安発第0520004）が通達され、2003年7月から

施行された。 

 

その後、医療の進歩や高齢化、IT技術の進歩

など、医療を取り巻く状況が大きく変化したこ

と、2010年の「薬害再発防止のための医薬品行

政等の見直しについて（最終提言）」において

添付文書記載要領の見直しが提言されたこと、

並びに2008年から2013年に実施された厚生労働

科学研究での提言とその後の検討に基づき、添

付文書をより理解し易く活用し易い内容にする

ために、記載要領が改正され次の通知が発出さ

れた。 

① 医療用医薬品の添付文書等の記載要領につ

いて（2017年6月8日付薬生発0608-(1)） 

② 医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留

意事項について（2017年6月8日付薬生安

発0608-(1)） 

主な改正点は、「原則禁忌」の廃止、「慎重

投与」の廃止、「特定の背景を有する患者に関

する注意」の新設等の項目・構造の見直し、記

載されるべき内容の全体的な整理等であり、

2019年4月から適用された（既承認品目に対する

経過措置期間は5年間）。その後、添付文書等の

記載要領に関するQ&A集も出されている（2019

年1月17日付厚生労働省医薬安全対策課 事務連

絡、2019年1月17日付PMDA安全第一部、安全第

二部 事務連絡）。 

後発医薬品に関しては、情報提供の充実を図

る観点から「後発医薬品の添付文書等における

情報提供の充実について」（2018年4月13日付

薬生薬審発0413-(2)・薬生安発0413-(1)）が発出

され、「薬物動態」、「臨床成績」及び「薬効

薬理」等の項においても先発医薬品の添付文書

等に記載されている情報と同等の情報提供を行

うこと等が通知されている。 

また、最新の知見に基づいた使用上の注意、

取扱い上の注意等の作成については、「薬事法

等の一部を改正する法律等の施行等について」

（2014年8月6日付薬食発0806-(3)）により、法

やGVP省令の規定に基づいた副作用情報等の安

全管理情報の収集とそれらの評価及びその結果

から必要な注意喚起等を速やかに反映すること

等により行われることが示された。なお、製品

に添付する添付文書においても最新の知見に基

づいた添付文書等記載事項が記載されていなけ

ればならないが、改訂の場合であって以下のい

ずれかに該当する場合は、特例として改訂前の

旧添付文書の添付が認められる。 

① 添付文書等記載事項の変更時に既に製造販

売されたもの（市場流通品） 

② 変更時に現に変更前の添付文書等記載事項

が記載された添付文書（変更時に印刷済み

の旧添付文書）が使用されているもので、

以下の要件のすべてに該当するもの 

i. 当該医薬品が変更の日から6ヵ月以内に製

造販売されるもの（検定医薬品及び多数

の品目の添付文書等記載事項が変更され

変更後の添付文書等記載事項が記載され

た製品を速やかに製造販売できないもの

については１年以内）。  

ii. PMDAのHPに変更後の添付文書等記載事

項が掲載されている。 

iii. 当該医薬品の製造販売業者が、医師・薬

剤師等の使用者に対して、添付文書等記

載事項を変更した旨を速やかに情報提供

する。 

届出については、「添付文書等記載事項の届

出に当たっての留意事項について」（2014年9月

1日付薬食安発0901-(1)）により、PMDAのHPの

届出専用ページから行うこと、届出時期につい

ては、新製品等の新たに製造販売を開始する品

目の場合は製造販売開始まで（ただし、製造販

売開始の前に医療機関等へ情報提供を開始する
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場合は、事前に届出することが望ましい）、添

付文書等記載事項を変更する場合は当該変更の

情報提供を開始する日又は当該添付文書を添付

した製品の製造販売を開始する日のいずれか早

い日までであることが示された。また、添付文

書等記載事項の公表については、PMDAのHPへ

の掲載とし、PMDAへの届出後、直ちに行うこ

とも示された。ただし、届出日と添付文書等記

載事項の変更予定日が離れている場合には、変

更予定日に合わせて公表することが認められ

る。 

なお、PMDAへの届出後であれば、変更後の

添付文書等記載事項の情報提供等を開始するこ

とは可能であるが、PMDAによる確認時に不備

等が発見された場合は、修正等が必要となるこ

とから、PMDAによる受理を確認してから、情

報提供等を開始することが望ましいとされてい

る（2014年9月1日付安全対策課事務連絡）。 

 

1.1 添付文書の新記載要領の概要 

1) 添付文書等記載の原則 

① 医療用医薬品の添付文書等は、医薬品医

療機器法第52条第1項各号の規定に基づ

き、医薬品の適用を受ける患者の安全を

確保し適正使用を図るために、医師、歯

科医師、薬剤師等の医薬関係者に対して

必要な情報を提供する目的で当該医薬品

の製造販売業者が作成するものであるこ

と。 

② 添付文書等に記載すべき内容は、原則と

して当該医薬品が承認された範囲で用い

られる場合に必要とされる事項とするこ

と。ただし、それらの事項以外であって

も重要で特に必要と認められる事項につ

いては記載すること。 

③ 記載順序は、「記載項目及び記載順序」

に従い、項目番号とともに記載するこ

と。記載すべき内容がない項目について

は、欠番とすること。 

④ 「使用上の注意」は、「記載項目及び記

載順序」のうち、「3.組成・性状」、

「4.効能又は効果」及び「6.用法及び用

量」を除く「1.警告」から「15.その他の

注意」までの項目とする。 

⑤ 同一成分を含有する医薬品であっても、

使用者の誤解を招かないよう、投与経路

の異なる医薬品は添付文書等を分けて作

成すること。 

⑥ 効能又は効果や用法及び用量によって注

意事項や副作用が著しく異なる場合は分

けて記載すること。 

⑦ 後発医薬品及びバイオ後続品の「使用上

の注意」及び「取扱い上の注意」の記載

は、原則として、それぞれの先発医薬品

及び先行バイオ医薬品と同一とするこ

と。ただし、製剤の違いによって異なる

記載とする必要がある場合はこの限りで

はない。 

⑧ 既に記載している事項の削除又は変更

は、十分な根拠に基づいて行うこと。 

⑨ 複数の項目にわたる重複記載は避けるこ

と。 

⑩ 関連する項目がある場合には、相互に参

照先を記載すること。 

⑪ 「使用上の注意」の記載に当たって、デ

ータがないか、あるいは不十分な場合に

は、その記載が数量的でなく包括的な記

載（例えば、慎重に、定期的に、頻回

に、適宜など）であっても差し支えない

こと。 

 

1.2 添付文書の記載項目及び記載順序 

記載要領改正後の添付文書のレイアウト（イ

メージ）については以下の通りである。レイア

ウトについては図18（改正記載要領に基づく添

付文書のレイアウト（イメージ））を参照する

こと。なお、「警告」以降の全ての項目に付与
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した項目番号とともに記載すること。該当がな

い場合は欠番とすること。 

添付文書の記載項目及び記載順序 

ア 作成又は改訂年月 

イ 日本標準商品分類番号等 

ウ 承認番号、発売開始年月 

エ 貯法、有効期間 

オ 薬効分類名 

カ 規制区分（特定生物・生物由来製品、毒

薬・劇薬、習慣性医薬品、処方箋医薬品

等） 

キ 名称（承認を受けた販売名、一般的名称、

JAN等） 

 

1. 警告 

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 

3. 組成・性状 

3.1 組成 

3.2 製剤の性状 

4. 効能又は効果 

5. 効能又は効果に関連する注意 

6. 用法及び用量 

7. 用法及び用量に関連する注意 

8. 重要な基本的注意 

9. 特定の背景を有する患者に関する注意 

9.1 合併症・既往歴等のある患者 

9.2 腎機能障害患者 

9.3 肝機能障害患者 

9.4 生殖能を有する者 

9.5 妊婦 

9.6 授乳婦 

9.7 小児等 

9.8 高齢者 

10. 相互作用 

10.1 併用禁忌（併用しないこと） 

10.2 併用注意（併用に注意すること） 

11. 副作用 

11.1 重大な副作用 

11.2 その他の副作用 

12. 臨床検査結果に及ぼす影響 

13. 過量投与 

14. 適用上の注意 

15. その他の注意 

15.1 臨床使用に基づく情報 

15.2 非臨床試験に基づく情報 

16. 薬物動態 

16.1 血中濃度 

16.2 吸収 

16.3 分布 

16.4 代謝 

16.5 排泄 

16.6 特定の背景を有する患者 

16.7 薬物相互作用 

16.8 その他 

17. 臨床成績 

17.1 有効性及び安全性に関する試験 

17.2 製造販売後調査等 

17.3 その他 

18. 薬効薬理 

18.1 作用機序 

19. 有効成分に関する理化学的知見 

20. 取扱い上の注意 

21. 承認条件 

22. 包装 

23. 主要文献 

24. 文献請求先及び問い合わせ先 

25. 保険給付上の注意 

26. 製造販売業者等 
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1.3 使用上の注意 

「使用上の注意」は、行政通知の記載要領に

基づき、当該医薬品企業の自主的あるいは厚生

労働省の指導により作成され、医薬品の市販後

の使用成績調査や国内外の症例報告、文献報告

において得られた情報を収集・評価し、必要に

応じ逐次、最新の内容に改訂される。また、再

審査や再評価の結果を踏まえ、必要に応じて改

訂される。 

「使用上の注意」の記載項目は以下のとおり

である。なお「使用上の注意」に記載すべき内

容の詳細については薬発第606、薬生発0608-

(1)、薬生安発0608-(1)通知及び、生物由来製品

に関する通知（医薬発第0515005、医薬安発第

0520004）を参照すること。 

使用上の注意記載項目 

(1) 警告（添付文書本文の冒頭に「赤枠、赤

字」で記載） 

(2) 禁忌（次の患者には投与しないこと）

（「赤枠、黒字」で記載する。） 

(3) 効能又は効果に関連する使用上の注意事項

（本注意事項がある場合は、添付文書の

「効能・効果」の項に続けて「効能・効

果に関連する使用上の注意」として記

載） 

(4) 用法及び用量に関連する使用上の注意事項

（本注意事項がある場合は、添付文書の

「用法・用量」の項に続けて「用法・用

量に関連する使用上の注意」として記

載） 

(5) 重要な基本的注意 

(6) 特定の背景を有する患者に関する注意 

(7) 相互作用（記載様式は可能な限り表形式等

にして分かりやすくすること、薬剤名とし

て一般的名称又は薬効群名を記載するこ

と） 

・ 薬物相互作用に関する情報提供と注意喚

起について基本となる考え方は、厚労省

通知（2018年7月23日付薬生薬審発

0723-(4)）およびQ&A集（2018年7月23

日付事務連絡）を参照すること。 

① 併用禁忌（併用しないこと）（赤枠、黒

字で記載し、上述の「禁忌」の項にも簡

潔に記載すること） 

② 併用注意（併用に注意すること） 

(8) 副作用（医薬品の使用に伴って生じる副作

用を記載すること、発現頻度を精密かつ

客観的に行われた臨床試験等の結果に基

づいて記載すること） 

① 重大な副作用 

② その他の副作用 

(9) 臨床検査結果に及ぼす影響 

(10) 過量投与 

(11) 適用上の注意 

(12) その他の注意（動物実験で得られた特に

注意を要する毒性等） 

＊参考：小児等に用いている年齢区分（おおよ

その目安） 

小児：  15歳未満 

幼児：  7歳未満 

乳児：  1歳未満 

新生児： 出生後4週間未満 

低出生体重児：体重2500ｇ未満 

（WHOのレコメンデーションによる） 

 

1.4 医薬品添加剤の表示 

医薬品添加剤の表示については､日本薬局方､

生物学的製剤基準及び放射性医薬品基準に規定

される製剤において各々指定された用途（安定

剤､保存剤､賦形剤）の医薬品添加剤を配合した

場合は､これらの医薬品添加剤の名称及び分量を

添付文書又はその容器若しくは被包に記載する

ことになっている。 

また､医薬品添加剤によると思われる安全性の

問題が提起されたことから､1988年10月以降、

厚生省薬務局長通知（1988年10月1日付薬発第

853）によって、すべての医療用医薬品につい
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て、本通知で特定された医薬品添加剤の名称若

しくは分量を添付文書又は必要であれば、容器

若しくは被包への記載が義務づけられた。 

更に医薬品という生命関連商品について､可能

な限り情報の開示を求める社会的趨勢に応える

ため､厚労省通知（2017年6月8日付薬生安発

0608-(1)）に定める成分を除く、原則としてすべ

ての成分を記載することとしている。日本製薬

団体連合会の自主申し合わせ（2002年3月13日

付日薬連発第170）を参考にすること。 

 

1.5 生物由来製品の記載すべき事項 

特定生物由来製品 

(1) 規制区分 

「特定生物由来製品」 

(2) 名称 

遺伝子組換え製剤は、一般的名称の直後

に「（遺伝子組換え）」 

(3) 本文冒頭（「警告」の項の前） 

① 原材料に由来する感染症伝播のリスクを

完全に排除することはできないこと 

② 感染症の伝播を防止するために実施して

いる安全対策の概要 

③ 疾病の治療上の必要性を十分に検討した

上、その使用を最小限とすること 

(4) 組成・性状 

① 原料又は材料のうちヒトその他の生物に

由来する成分の名称 

② 原材料であるヒトその他の生物の部位等

の名称 

③ 原材料である血液が採取された国の国名

及び採血方法（献血又は非献血の別） 

(5) 使用上の注意・重要な基本的注意 

医師等の医療関係者は、当該製品の有効

性及び安全性その他適正な使用のために必

要な事項に関して、当該製品の使用を対象

者に説明する必要性があること 

(6) 取扱い上の注意 

医師等の医療関係者は、当該製品の使用

の対象者氏名、住所等を記録し、医療機関

等においてその記録を保存する必要性があ

ること 

(7) その他 適正に使用するために必要な事項 

生物由来製品（特定生物由来製品を除く） 

(1) 規制区分 

「生物由来製品」 

(2) 名称 

遺伝子組換え製剤は、一般的名称の直後

に「（遺伝子組換え）」 

(3) 組成・性状 

① 原料又は材料のうちヒトその他の生物に

由来する成分の名称 

② 原材料であるヒトその他の生物の部位等

の名称 

③ 原材料である血液が採取された国の国名

及び採血方法（献血又は非献血の別） 

(4) その他 適正に使用するために必要な事項  

 

1.6 医療用医薬品の販売名 

医療用医薬品の販売名については医療事故を

防止するために、厚生省医薬安全局長通知

（2000年9月19日付医薬発第935）によって、ブ

ランド名に剤形及び規格・含量の情報を付した

もの（例：○○○カプセル25mg）とする取扱いの

原則が示され、厚生労働省医薬食品局長通知

（2004年6月2日付薬食発第0602009）によっ

て、関係企業における積極的な取組みが要請さ

れた。更に、医薬食品局審査管理課長と安全対

策課長連名通知によって、医療用配合剤及びヘ

パリン製剤（注射剤）の販売名命名並びに注射

剤に添付されている溶解液の表示の取扱い

（2008年9月22日付薬食審査発第0922002・薬食

安発第0922002）及びインスリン製剤の販売名

命名の取扱い（2012年3月31日付薬食審査発第

0331001・薬食安発第0331001）について規定さ

れた。医療用配合剤及びインスリン製剤の販売



日本の薬事行政 

 
2020 - 127 - 

名命名の取扱いは、2014年7月10日付薬食審査

発0710-(7)・薬食安発0710-(5)により一部改正さ

れた。後発医薬品については、医薬食品局審査

管理課長通知（2005年9月22日付薬食審査発第

0922001）によって、一般的名称を基本とした

販売名とすることが規定され、バイオ後続品に

ついては医薬食品局審査管理課長通知（2013年2

月14日付薬食審査発0214-(1)）によって、販売

名の取扱いが規定された。 

配合剤の後発医薬品については、統一ブラン

ド名称の使用が検討され、2013年8月より日本ジ

ェネリック医薬品・バイオシミラー学会が統一

ブランド名称の商標を保有し、企業は許可を得

て当該統一ブランド名称を使用するとの自主申

し合わせが運用されている。 

また、2005年4月からは申請手数料が低額に改

正され、医療事故防止のための販売名変更につ

いては、年2回の薬価基準収載が行われた結果、

2009年9月の薬価基準収載により合計約5,400品

目の対応作業が終了した。 

 

1.7 医薬品添付文書改訂に係る相談業務 

添付文書は、医薬品の市販後の使用成績調査

や国内外の症例報告、文献報告において得られ

た情報を収集・評価し、必要に応じ逐次、最新

の内容に改訂される。 

一方、PMDAでは2017年12月25日より医薬品

添付文書に関して、製造販売後臨床試験等の結

果に基づき改訂を希望するものについては、有

効性を含む評価を実施した上で、添付文書改訂

の可否を評価する「医薬品添付文書改訂事前確

認相談」、「医薬品添付文書改訂相談」および

添付文書改訂の根拠となる臨床試験に関する資

料の信頼性を確認する「医薬品添付文書改訂根

拠資料適合性調査相談」の3つの相談を新設し、

相談業務の充実が図られた。 

 

1.8 英文添付文書情報 

医薬品・医療機器等分野での国際規制調和や国

際協力をより強力に推進していくため、我が国

の薬事規制に関する情報を国際社会へ積極的に

情報発信していくことが求められており、添付

文書についても英訳及び情報発信を進めるた

め、新記載要領に基づき作成された添付文書を

対象にした「医療用薬品付文書英訳ガイダン

ス」が取りまとめられた（2019 年 3 月 29 日付

薬生安発 0329-(8)）。本ガイダンスでは、添付文

書の英訳作成が望ましい医薬品として、「我が国

において世界で初めて承認された医薬品」、「新

しい作用機序を有する医薬品」、「国際共同治 

験データに基づき承認された医薬品」、「PMDA

のウェブサイトにおいて、審査報告書英訳が公

開される医薬品」、「審査報告書の英訳が公開さ

れている医薬品」、「その他、海外に向けて情報

を発信することが有用である医薬品」があげら

れている。 

 

2．添付文書を補完する情報媒体 

日本の添付文書はスペースに制約があるた

め、更に詳細な情報を提供するための主な媒体

として次のものがある。 

● 医療用医薬品製品情報概要 

● 医薬品インタビューフォーム 

● 新医薬品の「使用上の注意」の解説 

また、2001年10月以降に承認された新医薬品

においては、市販直後調査の製薬業界統一マー

クが表示され、市販直後調査の実施期間（販売

開始後6ヵ月間）が明記されることになった。 

 

2.1 医療用医薬品製品情報概要 

医療用医薬品製品情報概要（以下、製品情報

概要）は、医薬品に関する正確な情報を医薬関

係者に伝達し、その適正使用を推進することを

目的として、医薬品の製造販売業者等によって

作成される資材である。製品情報概要には、記

載項目を網羅した製品の全体像を示す総合製品

情報概要と臨床成績や薬効薬理等の特定の項目

について記載した特定項目製品情報概要があ

る。 
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製品情報概要は「医療用医薬品製品情報概要

等に関する作成要領」（製薬協作成、2015年9月

策定）に基づいて作成されるが、その内容は添

付文書の内容と整合をとり、製薬協コード･オ

ブ･プラクティスに留意することとされている。 

また、製品情報概要に対しては、製薬企業の

社内審査及び製薬協の自主審査が行われている

が、虚偽又は誇大な広告を禁止する法（第66

条）に違反する広告問題による行政処分等が

2014年～2015年に発生したことから、社内審査

の主管組織は営業部門外に置くこと、原則とし

て第三者を社内審査に参加させること等、製薬

企業の社内審査体制の強化策が2016年に導入さ

れた。製薬協の自主審査についても対象範囲の

拡大や電子審査システムの導入が2017年に図ら

れた。 

 

2.2 医薬品インタビューフォーム（IF） 

医療現場では医師・薬剤師等が医薬品の詳細

な情報を製薬企業の医薬情報担当者（MR）（以

下、MR）等とのインタビューにより収集するこ

とで日常業務に活用している。IFは当初この質

問事項を定めたものであったが、薬剤師及びMR

等の業務量を削減するために、質問に対する回

答（詳細情報）をあらかじめ記載し、当該医薬

品について説明、討議する学術資料として製薬

企業から医療関係者に提供されるものとなっ

た。 

2018年11月、日本病院薬剤師会より新たな作

成要領が公表され、2019年4月以降に承認された

新医薬品より新様式によるIFが作成されてい

る。 

後発医薬品については、主として後発医薬品

特有のデータと考えられる生物学的同等性試

験、溶出試験及び安定性試験の結果等の記載箇

所及び記載方法の例を示した「後発医薬品にお

けるインタビューフォーム作成にあたって」が

日本ジェネリック製薬協会から公表され、日本

病院薬剤師会の作成要領とあわせてIF作成基準

となっている。 

なお、IF の提供は PDF ファイルによる電子媒

体での提供が基本とされているが、添付文書と

共に PMDA の HP で検索が可能である。 

 

2.3 新医薬品の「使用上の注意」の解説 

新医薬品の発売に際し、「使用上の注意」を

詳しく解説するために医薬品の製造販売業者等

が作成する解説書である。 

1997年4月の添付文書及び使用上の注意の記載

要領改訂の通知を受けて、本解説書作成の手引

きが公表され（1997年6月27日付薬安第88）、

以後の新医薬品から作成が始められた。 

 

 

3．安全管理情報の提供・伝達 

医薬品を適正に使用していくために重要なこ

とは、必要な情報を医療関係者に適時、適切に

提供・伝達することである。 

厚生労働省等に報告された安全管理情報は、

PMDAにおいて専門家の意見を聴きながら評価

検討され、その結果について薬事・食品衛生審

議会医薬品等安全対策部会の了承を得、評価結

果に基づいて所要の行政措置が講じられる。行

政措置としては次のようなものがある。 

・ 医薬品の製造又は販売の中止、製品回収指

示 

・ 承認の取り消し 

・ 効能・効果、用法・用量等の承認事項の一

部変更 

・ 緊急安全性情報の配布指示 

・ 安全性速報の配布指示 

・ 使用上の注意の改訂指示 

・ 毒薬、麻薬、処方箋医薬品等の規制医薬品

への指定又は規制区分の変更 

・ 企業に対する調査、研究の実施指導 

これらの措置のうち、安全性に関する情報で

極めて緊急かつ重大な注意喚起や使用制限に係

る対策が必要な場合には、緊急安全性情報とし
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て、また一般的な使用上の注意改訂よりも迅速

な注意喚起等が必要な場合には安全性速報とし

て伝達される。 

緊急安全性情報と安全性速報以外の情報は

「使用上の注意改訂のお知らせ」等の改訂文書

として提供・伝達されるが、これが最も頻繁に

行われる行政措置となっている。 

使用上の注意の改訂等の医薬品の添付文書を

改訂する際に、製造販売業者等関係者が業務を

効率的に実施できるように、医薬食品局安全対

策課事務連絡（2014年11月25日付）により「医

薬品の添付文書改訂業務に至る標準的な作業の

流れ」が示され、PMDAのHP「安全対策の検

討・実施に関する相談（企業向け）」に公開さ

れている。 

http://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-

mah/0007.html 

http://www.pmda.go.jp/files/000144200.pdf 

PMDAにおける収集情報の整理（1次・2次ス

クリーニング）の結果、PMDAが安全対策措置

の検討が必要と考えた場合、PMDAからの企業

照会に始まり企業見解提出、面会相談実施、専

門協議開催（概ね5週毎に開催）、措置の実施

（通知発出等）に至る具体的なタイムスケジュ

ールが週単位で示されている。また、企業が安

全対策措置の検討が必要と考えた場合について

も、企業からの改訂相談に始まり、面会相談実

施、専門協議開催、措置の実施に至るまでが同

様に示されている（図19､20を参照）。 

また、PMDAでは個別の医薬品の添付文書の

改訂だけでなく、重篤な副作用発生を防ぐため

の適正使用の推進、医療安全など、医薬品の安

全性向上に関する企業からの相談についても幅

広く受け付けており、企業に対して的確な助

言・指導を行い、個別の医薬品等の安全性向上

を図ると共に、企業の安全対策に関する体制の

向上に貢献している。 

企業からの医薬品添付文書の改訂等に伴う相

談、その他の相談の申し込み手続きについて

は、次のPMDAのHPを参照されたい。 

http://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-

mah/0001.html 

安全管理情報の提供・伝達媒体及び手段等に

ついては、GVP省令の規定に基づき医薬品の製

造販売業者においてその手順書の作成が義務づ

けられており、手順書を遵守した提供・伝達が

実施されている。 

主な情報媒体と提供方法等について以下に記

述する。 

 

3.1 緊急安全性情報（イエローレター） 

1) 作成基準 

緊急安全性情報は、下記①のいずれかの

状況からみて、国民（患者）、医薬関係者

に対して緊急かつ重大な注意喚起や使用制

限に係る対策として②の措置を講じる必要

があると判断された場合に、厚生労働省か

らの命令又は指示、あるいは製造販売業者

の自主的な決定等により医薬品の製造販売

業者が厚生労働省及びPMDAと協議し作成

する。その具体的手順については安全対策

課長通知（2014年10月31日付薬食安発

1031-(1)）によって指針が示されている。 

① 状況 

● 副作用等の報告における死亡、障害若

しくはこれにつながるおそれのある症

例又は治療の困難な症例の発生状況 

● 未知重篤な副作用等の発現など安全性

上の問題が有効性に比して顕著である

等の新たな知見 

● 外国における緊急かつ重大な安全性に

関する行政措置の実施 

● 緊急安全性情報又は安全性速報等によ

る対策によってもなお効果が十分でな

いと評価された安全性上の問題 

② 措置 

● 警告欄の新設又は警告事項の追加 

● 禁忌事項の新設又は追加 

http://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-mah/0007.html
http://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-mah/0007.html
http://www.pmda.go.jp/files/000144200.pdf
http://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-mah/0001.html
http://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-mah/0001.html


日本の薬事行政 

 
2020 - 130 - 

● 新たな安全対策の実施（検査の実施

等）を伴う使用上の注意の改訂 

● 安全性上の理由による効能効果、用法

用量、又は使用方法等の変更 

● 安全性上の理由により、回収を伴った

行政措置（販売中止、販売停止、承認

取消し） 

● その他、当該副作用の発現防止、早期

発見等のための具体的な対策 

2) 様式 

作成にあたっては、色は黄色系とする

等、指針において医薬関係者向け及び国民

（患者）向け情報の記載要領・様式が示さ

れている。 

3) 提供方法 

① 医薬品の製造販売業者等のMRが、原則

として、直接、医療機関の医師、薬剤師

等の医薬関係者に配布するが、迅速性及

び網羅性を考慮し、直接配布、ダイレク

トメール、ファックス、電子メール等を

活用し、効果的に組み合わせる等により

実施する。また、PMDAからは、緊急安

全性情報及び添付文書の改訂内容等を医

薬品医療機器情報配信サービス（PMDA

メディナビ）にて電子メールアドレスを

登録した医薬関係者に配信される。 

② 製造販売業者等は、医学、薬学等の関係

団体に対して情報伝達を行い、会員等へ

の情報提供の協力及び関係団体のHP等

への掲載等の効果的な広報手段での周知

を依頼する。また、当該製品を使用する

患者団体を把握している場合には、当該

団体に対しても情報伝達を行うことを考

慮する。 

また、次項の安全性速報（ブルーレタ

ー）とともにPMDAのHPにも掲載される。 

日本語：

https://www.pmda.go.jp/safety/info-

services/drugs/calling-attention/esc-

rsc/0001.html 

英語：

https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-

services/drugs/esc-rsc/0001.html 

 

なお、添付文書等記載事項の届出の対象

となる医薬品については、製造販売業者は

添付文書の改訂内容を自社等のHPに掲載す

る前にPMDAに届け出なければならない。 

4) 配布の実施 

医療機関への配布は、配布等の計画に従

い通知日から1ヵ月以内に完了し、医薬品の

製造販売業者は指定された期日までに厚生

労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

宛の配布報告書を提出する。 

 

3.2 安全性速報（ブルーレター） 

1) 作成基準 

安全性速報は、保健衛生上の危害発生・

拡大の防止のため、緊急安全性情報に準

じ、医薬関係者に対して一般的な使用上の

注意の改訂情報よりも迅速な注意喚起や適

正使用のための対応（注意の周知及び徹

底、臨床検査の実施等の対応）の注意喚起

として、3.1 緊急安全性情報1)の②と同様の

措置を実施する場合に、厚生労働省からの

命令、指示、製造販売業者の自主的な決定

等により医薬品の製造販売業者が厚生労働

省及びPMDAと協議し作成する。その具体

的手順については安全対策課長通知（2014

年10月31日付薬食安発1031-(1)）により指

針が示されている。 

2) 様式 

作成にあたっては、色は青色系とする

等、指針において記載要領・様式が示され

ている。また、使用形態を踏まえて必要に

応じ、国民（患者）向け情報もあわせて作

成することとされている。 

https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/esc-rsc/0001.html
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/esc-rsc/0001.html
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/esc-rsc/0001.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/esc-rsc/0001.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/esc-rsc/0001.html
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3) 提供方法 

① 医薬品の製造販売業者等のMRが医療機

関の医師、薬剤師等の医薬関係者に迅速

性及び網羅性を考慮し、直接配布、ダイ

レクトメール、ファックス、電子メール

等を活用し、効果的に組み合わせる等に

より実施する。また、PMDAからは、安

全性速報及び添付文書の改訂内容等を

PMDAメディナビにて電子メールアドレ

スを登録した医薬関係者に配信される。 

② 製造販売業者等は、必要に応じて、医

学、薬学等の関係団体に対して情報伝達

を行い、会員等への情報提供の協力及び

関係団体のHP等への掲載等の効果的な

広報手段での周知を依頼する。また、必

要に応じ、当該製品を使用する患者団体

を把握している場合には、当該団体に対

しても情報伝達を行うことを考慮する。 

なお、添付文書等記載事項の届出の対象

となる医薬品については、製造販売業者は

添付文書の改訂内容を自社等のHPに掲載す

る前にPMDAに届け出なければならない。 

4) 配布の実施 

医療機関への配布は、配布等の計画に従

い通知日から1ヵ月以内に完了し、医薬品の

製造販売業者は指定された期日までに厚生

労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

宛の配布報告書を提出する。 

 

3.3 「新医薬品の「使用上の注意」の解説」に

よる伝達 

原則として医療機関が新医薬品を初めて使用す

る前に MR が配布し、「使用上の注意」の説明を

行い、理解を得、安全確保に万全を記すことと

なっている。 

 

3.4 使用上の注意の改訂のお知らせ（通称 「お

知らせ文書」） 

製造販売業者は、使用上の注意の改訂の際

に、改訂内容を明らかにした文書としてお知ら

せ文書を作成し、医療機関へ伝達する（2014年

10月31日付薬食安発1031-(1)、2015年2月26日

付日薬連発第129）。 

1) 作成基準 

① PMDAにおける検討の結果に基づき、厚

生労働省から安全対策課長通知による

「使用上の注意」等改訂の指示又は指導

があった場合 

② 医薬品の製造販売業者がPMDAに確認

後、自主的に「使用上の注意」を改訂し

た場合 

2) 様式 

作成にあたっては、色は黄色・青色系以

外を使用する。 

3) 提供方法 

上記 1) の①の場合は、医薬品の製造販

売業者等のMRが医師・薬剤師等の医薬関係

者に速やかに情報伝達する。また、PMDA

からは、安全対策課長通知の内容等が

PMDAメディナビにて電子メールアドレス

を登録した医薬関係者に配信される。 

上記 1）の②の場合、必要に応じて、上

記 1）の①に準じ医薬関係者への情報提供

が行われる。 

4) 配布の実施 

医療機関への配布は、安全対策課長通知

受理後又は自主改訂決定後速やかに伝達す

ることとされている。 

 

3.5 再評価、再審査終了医薬品の情報伝達 

再評価結果、再審査結果の公示に伴い、各医

薬品の製造販売業者は必要に応じ当該医薬品の

「再評価結果のお知らせ」、「再審査結果のお

知らせ」等を作成、医療機関に配布し情報伝達

を行っている。また、日本製薬団体連合会は、
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再評価結果全体をまとめ「医療用医薬品再評価

結果のご案内」を日本医師会、日本歯科医師

会、日本薬剤師会の雑誌に掲載し伝達の徹底を

行っている。 

 

3.6 「医薬品・医療機器等安全性情報」による

伝達（Pharmaceuticals and Medical Devices 

Safety Information） 

厚生労働省は、医薬品の製造販売業者からの

副作用症例報告及び研究報告又は医療関係者に

より収集・提出された副作用報告のうち、注目

すべき副作用について、その解説及び「使用上

の注意」の改訂・連絡等をまとめ、「医薬品・

医療機器等安全性情報」として副作用報告提供

者等にダイジェスト版を提供するほか、マスコ

ミ等への公表、PMDAのHP「医薬品に関する情

報」への掲載、医学・薬学専門雑誌（日本医師

会誌、医事新報、日本病院薬剤師会誌等）に掲

載する等、情報のフィードバックを行ってい

る。また、WHO等海外へも英文による提供を行

っている。 

この情報冊子は1973年6月より発行され、

PMDAのHPにも定期的に掲載されている。 

日本語：https://www.pmda.go.jp/safety/info-

services/drugs/calling-attention/safety-

info/0043.html 

英語：

https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-

services/drugs/medical-safety-

information/0002.html 

 

3.7 医薬品安全対策情報（DSU: Drug Safety 

Update） 

厚生労働省で評価された使用上の注意改訂に

関する情報をまとめ、網羅的かつ迅速に伝達す

るための情報誌として、厚生労働省監修の下、

医療用医薬品ではDSU（医薬品安全対策情報）

が、一般用医薬品ではOTC版DSU（OTC医薬品 

使用上の注意改訂情報）が発行されている。 

DSU（医薬品安全対策情報）は、日本公定書

協会と日本製薬団体連合会両者の連名で1992年9

月より定期的に編集・発行（2004年4月 No. 128

から日本製薬団体連合会のみで編集､発行）、通

常年10回、通知後1ヵ月以内に病院約1万施設、

診療所約9万施設、歯科診療所約6万施設、保険

薬局約5万、ほぼ全国すべての医療機関に郵送さ

れている。 

OTC版DSU（OTC医薬品 使用上の注意改訂

情報）は、日本一般用医薬品連合会が2015年11

月より編集・発行している。 

これらは、PMDAのHPにも発行後直ちに掲載

されている。http://www.pmda.go.jp/safety/info-

services/drugs/calling-attention/dsu/0001.html 

http://www.pmda.go.jp/safety/info-

services/drugs/calling-attention/otc-

dsu/0001.html 

 

3.8 患者向医薬品ガイド 

医薬品の製造販売業者は、医薬品の製造販売

の承認等に際して、厚生労働省により必要と認

められた場合に、患者向医薬品ガイドを作成す

る。患者等の医療用医薬品への正しい理解を促

し、重篤な副作用の早期発見に資するため、医

薬品を使用するときに特に知っておくべきこと

を、添付文書を基に平易な表現で記載した説明

文書である（2005年6月30日付薬食発第0630001

号、2014年3月31日付薬食安発0331-(1)・薬食監

麻発0331-(8)）。 

 

3.9 重篤副作用疾患別対応マニュアル 

事後対応ではなく、予測・予防的な安全対策

への転換を図ることを目的とし、2005年より厚

生労働省は「重篤副作用総合対策事業」を開始

した。関係学会の専門家等と連携を図り、重篤

度から判断して必要性の高いと考えられる副作

用について、患者及び臨床現場の医師、薬剤

師、看護師等が活用する治療法、判別法等を包

括的にとりまとめた重篤副作用疾患別対応マニ

ュアルが作成されている。また、最新の知見を

https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/safety-info/0043.html
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/safety-info/0043.html
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/safety-info/0043.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/medical-safety-information/0002.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/medical-safety-information/0002.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/medical-safety-information/0002.html
http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/dsu/0001.html
http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/dsu/0001.html
http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/otc-dsu/0001.html
http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/otc-dsu/0001.html
http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/otc-dsu/0001.html
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踏まえた改定・更新等を2020年度末までに実施

するとされている。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp061122-1.html 

 

4．安全性情報提供の電子化 

厚生労働省は1997年に設置された「インター

ネットを利用した医療関係者等に対する医薬品

情報の提供方策に関する研究班」の報告を受

け、インターネットを利用して医薬品情報を医

療関係者等に提供するシステム（医薬品情報提

供システム）を1999年5月末より稼動した。 

公開される情報は医薬品の適正使用に関する

お知らせ、医療用医薬品添付文書情報、厚生労

働省から出された安全性情報、厚生労働省に集

積された副作用が疑われる症例報告に関する情

報のほか、医薬品リスク管理計画（RMP）、緊

急安全性情報・安全性速報、患者向医薬品ガイ

ド、重篤副作用疾患別対応マニュアル、新薬承

認情報、回収情報等である。 

医薬品の適正使用に関するお知らせのうち、

「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」は、

警告等の重大な使用上の注意等の改訂を行った

以降も副作用等の報告や不適正な使用による副

作用が減少しない場合などに作成及び掲載が検

討され、必要に応じ製造販売業者も印刷媒体の

配布等を検討することとされている。 

医療用医薬品の添付文書情報については基本

フォーマットとしてSGML (Standard 

Generalized Markup Language) を採用していた

が、添付文書の改正記載要領に対応し、PMDA

のHPの添付文書検索システムの利便性向上を図

るため、2019年4月からXML（Extensible 

Markup Language）に変更された。 

なお、一般用医薬品添付文書情報の提供が

2007年3月より、更に医薬品インタビューフォー

ム情報の提供が2009年5月より開始された。 

また、使用上の注意の改訂等のPMDAのHP

「医薬品に関する情報」に掲載された情報を、

あらかじめ登録されたアドレスにメールを配信

してお知らせするサービス（PMDAメディナ

ビ）が無料で提供されている。 

http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-

navi/0006.html 

 

 

5．一般用医薬品添付文書 

旧厚生省は医療用医薬品添付文書の記載要領

の改訂に続いて、一般用医薬品添付文書につい

て1996年8月より「一般用医薬品の添付文書の改

善に関する研究班」を設置し、1998年9月に報告

書をまとめた。 

添付文書に記載すべき項目、「使用上の注

意」の記載方法、更に外部容器に記載すべき情

報等に関する事項を1999年8月12日付医薬安全

局長通知として一般用医薬品添付文書の記載要

領が示されたが、購入時の選択に資するよう外

部の容器又は被包への記載の見直し等が行わ

れ、2011年10月14日付医薬食品局長通知として

記載要領が改正され、1999年8月12日付医薬安

全局長通知は廃止された。また、承認基準が制

定されている一般用漢方製剤については、2011

年10月14日付薬食安発1014-(7)･薬食審査発

1014-(8)により添付文書等に記載する使用上の注

意の内容が示され、2013年3月27日付薬食安発

0327-(1)･薬食審査発0327-(1)により一部改正さ

れた。 

一般用医薬品添加物の表示については､日本製

薬団体連合会の自主申し合わせ（1991年3月27

日付日薬連発第165）、1991年6月3日 薬務局安

全課事務連絡により、医療用医薬品と同様の表

示が求められていたが、更に、2002年3月13日

付日薬連発第170の自主申し合わせにより、

2004年3月31日までに添付文書に全成分表示を

行い、外箱（又はそれに代わるもの）にも自主

記載指定成分を含む添加物の名称を表示するこ

とになった。 

当該自主申し合わせにより、日薬連発第165は

廃止、また、2002年4月9日付医薬安発第

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp061122-1.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp061122-1.html
http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0006.html
http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0006.html
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0409001により、1991年6月3日付薬務局安全課

事務連絡も廃止された。 

医療用医薬品の添加剤の表示に関する経緯

は、1.4 医薬品添加剤の表示の項を参照のこ

と。 

また、2014年11月25日施行の法改正により、

添付文書等記載事項については、医療用医薬品

と同様に、最新の論文等より得られた知見に基

づいて記載しなければならない。ただし、製品

に添付等する添付文書等記載事項についての特

例が医療用医薬品と同様に認められる（1. 医療

用医薬品の添付文書を参照）。 

 

 

6．要指導医薬品の添付文書 

要指導医薬品（第2章 3.2 医薬品の分類を参

照）の添付文書は、医療用医薬品の添付文書と

同様に、最新の論文等より得られた知見に基づ

いて記載すること、また、販売名並びに使用及

び取扱い上の必要な注意について、製造販売開

始時及び変更の際には事前に届出し、直ちに

PMDAのHPへの掲載によって公表することが求

められる（2014年8月6日付薬食発0806-(3)）。 

届出方法については、所定の届出様式に添付

文書等記載事項（写）を添付してPMDAへ提出

する（2014年9月1日付薬食安発0901-(1)）。 

また、製品に添付する添付文書についての特

例が医療用医薬品と同様に認められる（1. 医療

用医薬品の添付文書を参照）。 
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図 18  改正記載要領に基づく添付文書のレイアウト（イメージ） 

 
 

 
 
 
＊＊

20XX 年 XX 月  改  訂（  第 XX 版  、  ○ ○） 

 
貯 法： 

有効期間： 

 

薬効分類名 
 

一般的名称、基準名又は日本薬局方で定められた名称 

日本標準商品分類番号 

規制区分 

処方箋医薬品注） 販売名 
Name of Product 

注)  注意－医師等の処方箋により使用すること 

 

 
 

 

10.2 併用注意（併用に注意すること） 

 

 

3. 組成・性状 

3.1 組成 

<表形式> 

 3.2 製剤の性状 

<表形式> 

4. 効能又は効果 

 
5. 効能又は効果に関連する注意 

 
6. 用法及び用量 

 
7. 用法及び用量に関連する注意 

 
8. 重要な基本的注意 

 
9. 特定の背景を有する患者に関する注意 

9.1 合併症・既往歴等のある患者 

 
9.2 腎機能障害患者 

 
9.3 肝機能障害患者 

 
9.4 生殖能を有する者 

 
9.5 妊婦 

 
9.6 授乳婦 

 
9.7 小児等 

 
9.8 高齢者 

 
10. 相互作用 

10.1 併用禁忌（併用しないこと） 

 
11. 副作用 

11.1 重大な副作用 

11.1.1○○ 

 
11.2 その他の副作用 

 ○%以上 0.1～○%未満 0.1%未満 頻度不明 

     
     

 
12.  臨床検査結果に及ぼす影響 

 
13.  過量投与 

 
14.  適用上の注意 

 
15.  その他の注意 

15.1 臨床使用に基づく情報 

 
15.2 非臨床試験に基づく情報 

 
 

16.  薬物動態 

16.1 血中濃度 

 
16.2 吸収 

 

16.3 分布 

 
16.4 代謝 

 

16.5 排泄

1. 警告 薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

   

   

 

   
   
 ●mg ▲ mg 

承 認 番 号   
販 売 開 始 20XX年XX 

月 

20XX年XX 

月 
 

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

   

   

 



日本の薬事行政 

 
2020 - 136 - 

 

16.6 特定の背景を有する患者 

 
16.7 薬物相互作用 

 

16.8 その他 

 
 

17. 臨床成績 

17.1 有効性及び安全性に関する試験 

 
17.2 製造販売後調査等 

 

17.3 その他 

 
 

18. 薬効薬理 

18.1 作用機序 

 

18.2 ○○作用 

 
 

19. 有効成分に関する理化学的知見 

 
20. 取扱い上の注意 

 
21. 承認条件 

 
 

22. 包装 

 
23. 主要文献 

 
24. 文献請求先及び問い合わせ先 

 

25. 保険給付上の注意 

 
 

26. 製造販売業者等 
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図 19  PMDAでの添付文書改訂業務の標準処理手順（その1）
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図 20  PMDAでの添付文書改訂業務の標準処理手順（その2） 
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第 6 章 

医療保険制度

と薬価基準 
 

 

1．医療保険制度の歴史 

日本の医療保険制度は、一定の範囲の労働者

を対象としてその生活上の不安を除き労働能率

の向上と労使の協調によって国家産業の健全な

発達を図ることを目的として1922年に健康保険

法が制定され1927年から実施されたのが始まり

とされている。その後、国民健康保険法の制定

（1938年）、職員健康保険法、船員保険法の制

定（1939年）と拡充され、1961年に至り、日本

国民のすべての者が、健康保険等の各種の被用

者保険又は地域保険である国民健康保険のいず

れかに加入すべきことになり、ここに日本の“国

民皆保険”が実現した。 

この後、医療保険の保険給付の改善が進めら

れ、1973年からは老人福祉法による老人医療費

無料化の措置、又、各種難病の治療対策等、医

療費負担の軽減は大きく前進してきた。 

一方、医療保険財政は長い間赤字問題に悩ま

されつづけていた。このため、一般的な財政政

策に加えて抜本的な保険財政対策がとられてき

た。 

また、従来の老人医療費支給制度が、医療費

の保障に偏り、無料ということから老人医療費

の急激な増高を招くとともに、医療保険各制度

間の老人加入率に差があるため、老人医療費の

負担の不均衡が生じた。このため、制度の抜本

的な見直しが行われ、新しく老人保健法が制定

され、1983年から完全に実施された。 

この老人保健法は、疾病の予防、治療、機能

訓練に至る総合的な保健事業を実施するととも

に、老人医療費を国民が公平に負担するため、

公費と医療保険からの負担方式を導入した。 

その後、本格的な高齢化社会の到来及び家族

機能等の変化により、国民の介護への不安が高

まり、家族の過重な介護負担等が問題となって

来た。加えて、社会的入院すなわち介護を理由

とする高齢者の長期入院等医療保険財政の圧迫

も問題となり、現行制度の下でこの介護問題を

解決するには限界があり、新たな社会保障制度

の創設に向けて医療保険制度改革と並行して議

論が進められ、介護保険法は、1997年12月19日

第3次医療法改正と共に可決成立、1998年4月よ

り実施されて、5年毎に見直されている。 

並行して議論されていた医療保険制度改革に

より、1997年に健康保険の被保険者本人80％給

付、薬剤費の一部自己負担の導入等が行われ

た。その後、2002年に入り、本人の3割負担を骨

子とする健康保険法改正法が成立し、2003年4月

より被保険者本人も3割負担が実施されている。 

更に、2005年より医療保険制度改革法案が検

討され、2006年6月成立し、2006年10月より現

役並み所得の70歳以上につき自己負担3割を初

め、自己負担限度額、療養病床入院の食費居住

費負担増がなされ、2008年4月より、後期高齢者

医療制度がスタートした。 

 

 

2．医療保険における保険給付 

医療保険には上記のように種々の種類があ

り、その保険給付についても、医療保険の種類

及び被保険者又は被扶養者の別によって給付の

割合が異なる。例えば、一例として、健康保険

の被保険者本人の場合には1984年の健康保険法

改正で健保本人90%給付となった（本則では

80%給付で1986年4月以後の日で国会の承認を得

て厚生大臣が告示するまでは90%とされた）。

その後、1997年9月より、80%は健康保険から給

付されることとなり、加えて6歳未満の小児、低
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所得の高齢者を除き、外来の薬剤費一部負担が

導入された。 

その後、高齢者の負担について問題点が指摘

され、1999年7月に高齢者の外来薬剤費一部負担

金免除を臨時特例措置として政策決定し、2000

年12月、健康保険法が成立し、高齢者の一部負

担として上限を設けた医療費の1割負担と定額負

担の選択制が2001年1月1日より実施された。更

に、2002年10月より、70歳以上の高齢者の患者

負担は定率1割、一定の所得の者は2割にされ、

2006年10月からは3割負担に移行している。 

被扶養者の場合は何れの医療保険でも70%以

上が給付される。このほか、高額療養費の制度

があり、一部自己負担金の額が一定額以上にな

った場合には、一定額を超える額については保

険から償還される。この他にも、高度先進医療

及び患者の選択等を含んだ特定療養費の制度等

の補完的制度が設けられ医療保障の充実が図ら

れている。 

これらの医療保険による保険給付は、被保険

者の疾病又は負傷については直接その者に対す

る診療等を行ういわゆる現物給付が原則となっ

ているが、やむを得ない理由により現物給付を

行うことが困難である等の場合には、例外とし

て現金給付としての療養費の支給が行われてい

る。 

 

 

3．診療報酬 

保険医療機関は医療保険によって患者を診療

した場合、患者の一部自己負担金を除く診療報

酬については、それぞれの保険者に請求し、支

払いを受けることとなる。この診療報酬は、厚

生労働大臣が中央社会保険医療協議会（略称

「中医協」）に諮問し、その意見を聞いて定め

ることになっており、その算定方法は、健康保

険法（1918年法律第70号）第76条第2項及び高

齢者の医療の確保に関する法律（1982年法律第

80号）第71条第1項の規定に基づき、診療報酬の

算定方法（2008年厚生労働省告示第59号）の一

部を改正（2019年8月19日厚生労働省告示第85

号） 

ここでの主なこの算定方法は、数千の医療行

為の個々について点数が定められており、その

点数に単価（10円）を乗じて算定した額が診療

報酬となる。このように実際に行った個々の医

療行為に応じた額を医療機関の診療報酬として

支払う方式は、「出来高払い方式」と称され、

日本の診療報酬の基本となるものであるが、慢

性期の入院診療等については様々な包括点数が

設定されている。加えて、2003年4月より診断群

分類に基づく急性期入院医療の包括評価制度と

して、DPC（Diagnosis Procedure 

Combination）が大学病院等（大学病院、国立が

んセンター、国立循環器病センター：計82病

院）に導入された。この制度では1,860の診断群

分類に該当する患者について1人1日当たりの診

療報酬額が決められる。この診療報酬には「入

院基本料」「検査料」「画像診断料」「投薬

料」「注射料」及び「1,000点未満の処置料」が

包括され、以下の計算式で報酬額が算定され

る。 

診断群分類毎の1日当たりの点数×医療機関別

係数×入院日数×10円 

医療機関別係数はその病院の機能及び過去の

算定実績により設定されている。また、各診断

群の平均の在院日数より早く退院した場合は1日

当たりの点数が高くなるよう設定されている。 

また、その後も診断群分類の精緻化がなさ

れ、支払対象の分類数は2018年4月で4,955（支

払分類数は2,462）に変更されるとともに、支払

対象病院の数も2018年4月見込みで1,730病院

（約49万床）にまで拡大されている。 

投薬、注射等の医療行為には、薬剤の使用が

必要になるが、医療保険において使用できる医

薬品の品目表及び請求価格を定めたものが、

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」である。 
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4．薬価基準 

薬価基準は、保険医療機関及び保険医療養担

当規則等により規定された医療保険で使用する

ことのできる医薬品の品目表であると同時に

「健康保険法の規定による療養に要する費用の

額の算定方法」において、「薬価は厚生労働大

臣が別に定める」と規定されており、厚生労働

大臣が定めた保険医療機関等の使用医薬品の請

求価格を示している。 

 

 

5．既収載医薬品の薬価改定におけ

る薬価算定方式 

1980年台後半には、医療機関の購入価と薬価

基準価格との差（薬価差）が医療機関の収入と

なっていることが問題となり、薬価差の縮小と

購入価格のバラツキを是正するため、様々な薬

価算定方式が実施されていたが、改善が不十分

であった。 

この様な状況の下、1991年4月1日から医薬品

の流通改善が実施に移された機会をとらえ、薬

価基準への実勢価格のより適切な反映、価格の

不自然なばらつきの一層の是正、薬価算定方式

の簡素化等を図るため、従来のバルクライン方

式を廃止し、加重平均値を基にする算定方式に

することが適切とする1991年5月31日の“中医協"

の厚生大臣に対する建議書に基づき、既収載医

薬品の薬価改定における薬価算定方式等が改定

され、1992年に実施された薬価基準の全面改定

から適用された。 

すなわち、具体的な改定薬価の算定は、原則

として、銘柄別の全包装取引価格の加重平均値

に現行薬価の一定割合（一定価格幅）を加算し

た数値をもって新薬価とすることとなった（た

だし、現行薬価を限度とする。） 

なお、一定価格幅については、1992年15%、

1994年13%、1996年11%、1997年10%（長期収

載医薬品は8％）､1998年5%（価格差のある高薬

価品は2%）と徐々に縮小し、2000年には薬価基

準制度改革論議の中、従来の一定価格幅を薬剤

流通安定のための調整幅という考えから2%と

し、既収載医薬品の薬価算定方式を「市場実勢

価格加重平均値調整幅方式」へと変更した。 

 

並行して一部の医薬品の売り上げが問題とな

り、1995年11月22日中医協の建議が出され、

1996年4月には通常の薬価改定に加えて、市場規

模が薬価基準収載当初想定したものより、大幅

に超え（2倍以上）、かつ売上高（薬価換算）が

年間150億円を超えている医薬品についての再算

定、更には、薬価基準収載後に効能拡大等を行

ったものについても、同様に再算定が実施され

た。その後2014年にはオーファンドラッグの効

能追加等について10倍100億の規程が加わり、

2016年にはイノベーションの評価と国民皆保険

の維持が議論される中、双方を両立する観点か

ら特例的に市場拡大再算定の対象を年間販売額

が1000億円を超え1500億円以下かつ予想販売額

の1.5倍以上・年間販売額が1500億円超でかつ予

想販売額の1.3倍以上の場合に適用され薬価の特

例再算定が実施された。 

また、2010年から、従来の未承認薬及び新薬

承認のタイムラグが問題を受け、中医協での議

論を経て新たな「新薬創出・適応外薬解消等促

進加算」が収載後15年で後発品の無い新薬（薬

価調査の結果、全品目の平均乖離率以内の乖離

のもの）に対して適用され、2016年まで試行継

続されていたが、2018年4月から革新性・有用性

に着目して対象品目を厳選した上で企業の研究

開発状況に応じて加算額を段階的に設定する形

でルール化された。一方で医薬品及び医療機器

の費用対効果評価が2016年4月から試行的導入さ

れ、2019年4月より本格実施された。  

加えて、長期収載品(後発品のある先発品)は、

2014年から実施の特例引下げ(Z2)ルールの見直

しに加えて、後発初収載から 10年を経過したも

のを後発品置換え率 80%以上(G1 品目と80%未

満(G2 品目)に区分し、其々の薬価を段階的に後
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発品の薬価まで引き下げるルール等が導入され

た。 

更に保険医療上必要性の高い医薬品の安定供

給を確保する視点から基礎的医薬品の薬価維持

制度が以下の全ての要件を満たす医薬品（十分

な収益性が見込まれるものを除く。）を対象に

試行されることとなった。 

① 医療上の位置付けが確立し、広く臨床現場

で使用されていることが明らかであること 

② 当該既収載品並びに組成及び剤形区分が同

一である全ての類似薬のうち、薬価収載の

日から25年を経過しているものがあること 

③ 当該既収載品と組成及び剤形区分が同一で

ある類似薬がある場合には、当該既収載品

を含む類似薬の平均乖離率が、全ての既収

載品の平均乖離率を超えないこと  

④ 当該既収載品の市場実勢価格の薬価に対す

る乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率

を超えないこと 

2016年改定においては過去の不採算再算定品

目、並びに古くから医療の基盤となっている病

原生物に対する医薬品及び医療用麻薬、2018年

改定においても過去 3 回の乖離率が2%以下で

あった薬効分類などが対象品目に追加され、試

行が継続されている。   

既収載医薬品の算定方式については、薬価算

定の透明性を確保する観点から2000年3月に明文

化されている。（最終改正「薬価算定の基準に

ついて」2019年8月19日付 保発0819第2号）。 

 

 

6．最近の薬価基準の改定 

旧厚生省は、1991年の中医協の建議に基づ

き、1992年より加重平均一定価格幅方式により

既収載医薬品の薬価の全面改定を行って来た。 

薬価改定の具体的作業は、おおむね前年の9月

取引分を対象に、販売サイド（卸売り一般販売

業者の全数：約4,000）、購入サイド（それぞれ

定められた一定の抽出率で無作為抽出された病

院・診療所・薬局：約3,400機関）における薬価

基準収載全品目の薬価調査（本調査）を実施

し、更に補完調査として経時変動調査等を6回程

度実施することにより求められた販売価格の加

重平均値に消費税を勘案し、調整幅 (R) を加え

て新薬価を算出している。（計算式参照） 

＜計算式＞ 

新薬価 = 取引価格の加重平均値×（1＋消費

税率）＋現行薬価×(R)／100 

（ただし、新薬価は現行薬価を超えな

い。） 

この方式は取引件数の多い医薬品に対して適

用されるものであり、取引件数の少ない医薬品

については、同種同効品の改定率を用いる等調

整されている。 

1992年からおおむね2年毎に以上の要領で改定

を重ねて来たが、1997年は消費税率の引上げに

対する調整を行い、結果的には、1996年、1997

年及び1998年と3年連続の薬価基準引き下げとな

った。更に、2000年には調整幅2%として薬価基

準改定が行われ、2002年にも調整幅2%は踏襲さ

れたが、別に長期収載医薬品の特例として、後

発品のある先発品（局方品等を除く）について

平均5%の追加引き下げが行われた。2004年にも

調整幅2%と長期収載品の特例は踏襲され、銘柄

収載されている局方品についても後発品のある

先発品は追加引き下げが行われ、引き下げ率に

ついては、局方外の追加引き下げ率の 1/2 が適

用となった。2006年には長期収載品の特例とし

て、更に2%の追加引き下げが行われた。 

2010年には、従来から、未承認薬及び新薬承

認のタイムラグが問題視されており、中医協で

の議論を経て新たな「新薬創出・適応外薬解消

等促進加算」が収載後15年で後発品の無い新薬

（薬価調査の結果、全品目の平均乖離率以内の

乖離のもの）に対して適用され、2018年から制

度化されている。 

また、消費税率が2014年4月から8%に、2019

年10月から10%に引き上げられたため、薬価基

準への消費税転嫁が実施された。 
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1967年から2019年の薬価改定の結果及び1993

年以降の薬剤費及び推定乖離率の年次推移は、

表14（薬価改定の経緯）、表15（薬剤費及び推

定乖離率の年次推移）のとおり。 

 

 

7．新薬の薬価算定 

新薬の薬価の算定については、1991年5月の中

医協建議において近年における新薬開発の動向

に照らし、真に画期的な新薬に限り算定される

画期的加算を新たに設け、類似薬効比較方式に

おける補正加算について、画期性加算、有用性

加算及び市場性加算の3種に区分し、それぞれの

対象となる新薬の要件の明確化を図った。その

後、1996年4月1日以降承認分から薬理作用、効

能・効果が類似した複数の医薬品が既に薬価基

準に収載されていて、それらと比較して有効性

又は安全性の評価が客観的に同程度の場合（た

だし、同一薬理作用のもので最も先行するもの

から3年以内又は3番手以内のものは除く）の新

薬の1日薬価を新規性の乏しい新薬として、低い

価格に設定することとしたこと及び外国薬価と

の調整に関する取扱いが明確化された（調整の

最大は2倍までとされている）。 

加算率は、2014年2月現在で画期性加算、有用

性加算（I）、同（II）、小児加算、市場性加算

（I）、同（II）及び先駆け審査指定制度加算の7

種の区分につき、それぞれ、70～120%、35～

60%、5～30%、5～20%、10～20%、5%及び10

～20%を原則とし、加算を行うこととなってい

る（補正加算の要件については表16（補正加算

の要件）参照。 

更にイノベーションの評価の観点から原価計

算による薬価算定に開示度に応じた調整はある

ものの薬価本体への加算を行うこととなった。 

なお、新たに新医療用配合剤（内用薬）の特

例が設けられ、原則的には単剤合算の80％の算

定とすることとなった。 

これらの算定方式については、薬価算定の透

明性を確保する観点から2000年3月に明文化さ

れ、（最終改正「薬価算定の基準について」

2019年8月19日付 保発0819第2号）、薬価基準

算定手続きについても2000年9月に詳細が通知さ

れた（最終改正「医療用医薬品の薬価基準収載

等に係る取扱いについて」2019年3月29日付 

医政発0329第5号、最終改正「医療用医薬品の薬

価基準収載希望書の提出方法等について」2018

年2月7日付 医政経発0207第2号）。 

特に新医薬品の薬価基準算定及び再算定に関

して、比較薬選定及び補正加算適否の検討を医

学、薬学等の専門家が科学的に審査する目的で

薬価算定組織が設立された。 

なお、薬価算定組織の設立に伴い、新医薬品

の承認から収載までの流れは図21（新医薬品の

薬価算定に関する算定組織の運営）で示したと

おりである。 

（新薬の薬価基準の定期収載は、原則として

年4回実施されている。） 

 

 

8．後発品の薬価基準への収載 

後発品の薬価基準への収載については、従

来、2年に1回実施されていたが、1994年から年

1回、2008年より年2回（2009年から5月、11月

収載）実施されることとなった。1996年以降収

載分の薬価の算定は原則として次の方針により

実施されている。 

後発医薬品の収載に関しても新医薬品同様、

2000年3月に薬価算定の透明性を確保する観点で

明文化されている 

（最終改正「薬価算定の基準について」2019

年8月19日付 保発0819第2号）、薬価基準算定

手続きについても2000年9月に詳細が通知された

（最終改正「医療用医薬品の薬価基準収載等に

係る取扱いについて」2019年3月29日付 医政

発0329第5号、最終改正「医療用医薬品の薬価基

準収載希望書の提出方法等について」2018年2月

7日付 医政経発0207第2号）。 

(ア) 後発品が初めて収載される場合は、先発

品の最低価格に0.5を乗じて得た価格を当



日本の薬事行政 

2020 - 144 - 

該後発品の薬価とする。ただし、内用薬に

ついては、銘柄数が10を超える場合は0.4

を乗じる。また、すでに後発品が収載され

ている場合は、そのうちの最低薬価と同一

とする。 

また、バイオ後続品については、通常の後

発品算定額に臨床試験の充実度に応じて

100分の10を上限とする加算が特例として

設定された。 

また、バイオ後続品については、通常の後

発品算定額（係数はそれぞれ0.7と0.6）に

臨床試験の充実度に応じて100分の10を上

限とする加算が特例として設定された。 

 

 

9．未承認薬・適用外薬等への取り

組み 

本邦での未承認薬問題及び新薬承認のタイム

ラグが問題視され、厚生労働省では2005年に

「未承認薬使用問題検討会議」を設置し検討を

行ってきた。しかし、更に積極的な対応を図る

必要性から、製薬業界・行政の取り組みが加速

され、日本製薬工業協会の会員会社が中心とな

って2009年5月に一般社団法人「未承認薬等開発

支援センター」を設立し、開発の支援を行う体

制を整備するとともに、中医協での議論を経

て、2010年4月より新たな「新薬創出・適応外薬

解消等促進加算」が試行的に導入された。 

加えて、「医療上の必要性の高い未承認薬、

適応外薬の検討会議」を2010年2月より開催し、

医療上の必要性が高く、海外では承認、使用さ

れている未承認薬・適応外薬について、製薬企

業に開発要請を行うことにより早期承認につな

げる取り組みが行われている。更に、2010年8月

より、この「医療上の必要性の高い未承認薬・

適応外薬検討会議」において検討され、薬事・

食品衛生審議会において、 

公知申請で差し支えないとされた適応外薬の

効能等について、承認を待たず、保険適応をす

るという取り組みも始まっている。
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  薬事承認   

      
  製造販売業者等による薬価基準収載の希望   

      
  製造販売業者等からのヒアリング（経済課）   

      
 ヒアリング提出資料を事務局（医療課）で検討し、算定原案を作成  

      
  算定組織 第 1 回目 

• 製造販売業者等による直接の意見表明（希望する製造業者等の

み） 

• 算定原案に対する担当専門委員の意見を聴取し、以下の点を検討 

- 類似薬の有無 

- 類似薬・最類似薬の適否 

- 補正加算適用の必要性 

- 原価の評価、等 

（注）製造販売業者等の希望書等を配布 

• 委員の多数意見を踏まえ算定案を決定 

  

      
  算定案の製造販売業者等への通知   

      
      
 ＜不服がない場合＞   ＜不服がある場合＞   

      
   製造販売業者等からの不服意見書提出  

      

原則 60 日

以内、遅

くとも 90

日以内 

  算定組織第 2 回目 

• 製造販売業者等による直接の意見表明 

• 業者退席後に、原案修正の必要性と修正案を検

討し、委員の多数意見を踏まえ、算定案を決定 

 

      
   意見聴取後の検討結果の製造業者等への通知  

      
 中医協総会に算定案を報告し了承  

      
 薬価収載  

      
図 21  新医薬品の薬価算定に関する算定組織の運営  

 （注 1）  は薬価算定組織の関与部分  

 （注 2） タイムクロック（MOSS 協議合意項目）  

 
 

年 4 回、定期的に収載。承認後、原則として 60 日以内、遅くとも 90 日以内に

収載。ただし、算定案に更に不服がある場合を除く。 
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図 22  薬事承認と薬価基準収載時期の相関 

 

  

2012年以降の取り扱い

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月

医薬品第一・第二部会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

薬事分科会 ● ● ● ●

承認 ☆※ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

薬価収載（新有効成分） ◎ ◎※ ◎ ◎ ◎

☆
2/15
まで

☆
8/15
まで

◎※

・薬価収載は承認後、原則、60日以内（遅くとも90日以内）のルール有り
・再審査期間終了後の剤型追加品目は後発品となり年２回収載
・分科会報告品目は事後報告で運用する。★の承認は薬価基準収載手続き不要の承認
（年8回の承認のうち薬価基準手続きに係る承認☆は4回）
・※は薬価改定年の特例
※薬価改定年度は（２年に１回）、2月収載分は4月収載となる（90日ルールを適用）

薬価改定（２年に１回）

薬価収載
(部会報告品・新キット製品)

薬価収載（後発品）

承認

◎ ◎

◎ ◎
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表 14  薬価改定の経緯 

改正年月

日 

改正

区分 

収載品目

数 

改定率 

備考 薬剤費ベー

ス 

医療費ベー

ス 

1967.10.1 全面 6,831 ▲10.2% －  

1969.1.1 〃 6,874 ▲5.6% ▲2.4%  

1970.8.1 〃 7,176 ▲3.0% ▲1.3%  

1972.2.1 〃 7,236 ▲3.9% ▲1.7%  

1974.2.1 〃 7,119 ▲3.4% ▲1.5%  

1975.1.1 〃 6,891 ▲1.55% ▲0.4%  

1978.2.1 〃 13,654 ▲5.8% ▲2.0% 銘柄別収載 

1981.6.1 〃 12,881 ▲18.6% ▲6.1%  

1983.1.1 部分 16,100 

( 3,076) 

▲4.9% ▲1.5% 81%バルクライン方式 

1984.3.1 全面 13,471 ▲16.6% ▲5.1%  

1985.3.1 部分 14,946 

( 5,385) 

▲6.0% ▲1.9%  

1986.4.1 部分 15,166 

( 6,587) 

 

▲5.1% ▲1.5%  

1988.4.1 全面 13,636 ▲10.2% ▲2.9% 修正バルクライン方式 

1989.4.1 〃 13,713 ＋2.4% ＋0.65% 消費税分の引上げ 

1990.4.1 〃 13,352 ▲9.2% ▲2.7%  

1992.4.1 〃 13,573 ▲8.1% ▲2.4% 加重平均値一定価格幅方式

R15 

1994.4.1 〃 13,375 ▲6.6% ▲2.0% R13 

1996.4.1 〃 12,869 ▲6.8% ▲2.6% 

（薬価算定

方式の一部

変更及び材

料価格等を

含む。） 

R11 

1997.4.1 〃 11,974 ▲4.4% 

このほか 

消費税対応

分 

＋1.4% 

▲1.27% 

このほか 

消費税対応

分 

＋0.4% 

R10（長期収載医薬品R8） 

1998.4.1 〃 11,692 ▲9.7% ▲2.7% R5（長期収載医薬品R2） 
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2000.4.1 〃 11,287 ▲7.0% ▲1.6% 調整幅2% 

2002.4.1 〃 11,191 ▲6.3% ▲1.3% 調整幅2%（先発品の一定率

引き下げ） 

2004.4.1 〃 11,993 ▲4.2% ▲0.9% 調整幅2%（先発品の一定率

引き下げ） 

2006.4.1 〃 13,311 ▲6.7% ▲1.6% 調整幅2%（先発品の一定率

引き下げ） 

2008.4.1 〃 14,359 ▲5.2% ▲1.1% 調整幅2%（先発品の一定率

引き下げ） 

2010.4.1 〃 15,455 ▲5.75% ▲1.23% 調整幅2%（先発品の一定率

引き下げ） 

2012.4.1 〃 14,902 ▲6.00% ▲1.26% 調整幅2%（先発品の一定率

引き下げ） 

2014.4.1 〃 15,303 ▲5.64% 

このほか 

消費税対応

分 

＋2.99% 

▲1.22% 

このほか 

消費税対応

分 

＋0.64% 

調整幅2%（後発品への置換

えが進まない先発品の一定率

引き下げ） 

2016.4.1 〃 15,925 ▲5.57% ▲1.22% 調整幅2%（後発品への置換

えが進まない先発品の一定率

引き下げ） 

このほか、市場拡大再算定分

▲0.19%、市場拡大再算定の

特例分▲0.28%（医療費ベー

ス） 

2018.4.1 〃 16,434 ▲7.48% ▲1.65% 調整幅２％（後発品への置換

えが進まない先発品の一定率

引き下げ） 

改定率のうち、実勢価等改定

▲1.36%、薬価制度の抜本改

革▲0.29%(医療費ベース) 

2019.10.1 〃 16,510 ▲4.35% 

このほか 

消費税対応

分 

＋1.95% 

▲0.93% 

このほか 

消費税対応

分 

＋0.42% 

 

（注）部分改定における収載品目数欄の（ ）内の数値は改正対象品目数を示す。 
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表 15  薬剤費及び推定乖離率の年次推移 

年度 
国民医療費 

（A）（兆円） 

薬剤費 

（B）（兆円） 

薬剤費比率 

（B／A）（%） 

推定乖離率 

（C）（%） 

1993年度 24.363 6.94 28.5 19.6 

1994年度 25.791 6.73 26.1 － 

1995年度 26.958 7.28 27.0 17.8 

1996年度 28.454 6.97 24.5 14.5 

1997年度 28.915 6.74 23.3 13.1 

1998年度 29.582 5.95 20.1 － 

1999年度 30.702 6.02 19.6 9.5 

2000年度 30.142 6.08 20.2 － 

2001年度 31.100 6.40 20.6 7.1 

2002年度 30.951 6.39 20.7 － 

2003年度 31.538 6.92 21.9 6.3 

2004年度 32.111 6.90 21.5 － 

2005年度 33.129 7.31 22.1 8.0 

2006年度 33.128 7.10 21.4 － 

2007年度 34.136 7.40 21.7 6.9 

2008年度 34.808 7.38 21.2 － 

2009年度 36.007 8.01 22.3 8.4 

2010年度 37.420 7.88 21.1 － 

2011年度 38.585 8.44 21.9 8.4 

2012年度 39.212 8.49 21.7 － 

2013年度 40.061 8.85 22.1 8.2 

2014年度 40.807 8.95 21.9 － 

2015年度 42.364 9.56 22.6 8.8 

2016年度 42.138 9.22 21.9 － 

2017年度 43.071 9.46 22.0 9.1 

※2018年度の推定乖離率は7.2% 

（注） 

・国民医療費（厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室調べ）は、当該年度内の医療機関等における傷

病の治療に要する費用を推計したものであり、医療保険の医療費総額に、労災、原因者負担（公害健康被

害等）、全額自己負担、鍼灸等を加えたものである。 

・薬剤費は、労災等においても医療保険と同じ割合で薬剤が使用されたものと仮定し、国民医療費に医療保

険における薬剤費比率をかけて推計している。ＤＰＣを始めとする薬剤費が入院料に包括して算定される

場合の薬剤費は含まれていない。 

・推定乖離率における「－」は薬価調査を実施していないため、データが無いことを示している。 

・2000年度の介護保険の創設により国民医療費の一部が介護保険へ移行。 
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2018 年の薬価改定の概要は以下の通りである。  

改定率は、薬価ベースで▲7.48%、医療費ベースで▲1.65%であった。  

このうち、実勢価等改定分は、薬価ベースで 6.17%、医療費ベースで 1.36% であり、薬価制度改革

分は、薬価ベースで 1.31%であり、医療費ベースで 0.29%であった。 

なお、2018 年 4 月現在の収載数は下表の通りである。  

 内用薬  注射薬  外用薬  歯科用薬剤  合計  

告示数  10,253 3,827 2,324 28 16,432 

 

１．長期収載品の薬価の改定 

（１）後発品への置換えが進まない先発品の薬価の引下げ 

１）最初の後発品収載から 5 年を経過し、10 年を経過しないもののうち、後発品への置換え率 80%

未満となる先発品（希少疾病用医薬品等を除く。）について、市場実勢価格に基づく算定値から次

の率を引下げ。 

①置換え率が 40%未満のもの 2.00% 

②置換え率が 40%以上 60%未満のもの 1.75% 

③置換え率が 60%以上 80%未満の既収載品 1.50% 

 

（２）後発品収載後 10 年を経過した長期収載品の後発品価格への引下げ 

１）最初の後発品収載から 10 年を経過した先発品（希少疾病用医薬品等を除く。）のうち、後発

品置換え率が 80%以上になったもの（先発品と後発品の効能又は効果が同一でないものを除く。

以下「G1 品目」という。）については、次に掲げる額に引下げ。 

①G1 品目に該当してから初めて薬価改定を受けるもの 

後発品価格の加重平均値の 2.5 倍 

②G1 品目に該当してから 2 年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの 

後発品価格の加重平均値の 2 倍 

③G1 品目に該当してから 4 年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの 

後発品価格の加重平均値の 1.5 倍 

④G1 品目に該当してから 6 年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの 

後発品価格の加重平均値 

 

２）最初の後発品収載から 10 年を経過した先発品（希少疾病用医薬品等を除く。）のうち、G1 品

目以外のもの（以下「G2 品目」という。）については、次に掲げる額に引下げ。なお、バイオ医薬

品については、３）の規定を適用。 

①G2 品目に該当してから初めて薬価改定を受けるもの 

後発品価格の加重平均値の 2.5 倍 

②G2 品目に該当してから 2 年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの 

後発品価格の加重平均値の 2.3 倍 

③G2 品目に該当してから 4 年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの 

後発品価格の加重平均値の 2.1 倍 

④G2 品目に該当してから 6 年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの 

後発品価格の加重平均値の 1.9 倍 

⑤G2 品目に該当してから 8 年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの 

後発品価格の加重平均値の 1.7 倍 

⑥G2 品目に該当してから 10 年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの 

後発品価格の加重平均値の 1.5 倍 

 

３）２）の規定により算定される額が、次に掲げる区分に従い引下げた額を上回る品目は、２）の

規定に関わらず、当該区分に従い引下げた額に改定（C）。 

①置換え率が 40%未満のもの 2.00% 

②置換え率が 40%以上 60%未満のもの 1.75% 

③置換え率が 60%以上 80%未満の既収載品 1.50% 
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４）対象品目の成分数・品目数 

①後発品への置換えが進まない先発品の薬価の引下げ（Z2） 

 後発品置換え率 

合計 
40%未満 

40%以上 

60%未満 

60%以上 

80%未満 

成分数 30 成分 34 成分 21 成分 85 成分 

品目数 60 品目 79 品目 68 品目 207 品目 

 

②後発品収載後 10 年を経過した長期収載品の後発品価格への引下げ 

区分 成分数 品目数 

G1 38 成分 85 品目 

G2 137 成分 293 品目 

C 

後
発品 

置
換

え
率 

40%未満 111 成分 275 品目 

40%以上 60%未満 98 成分 189 品目 

60%以上 80%未満 59 成分 108 品目 

C 計 268 成分 572 品目 

合計 443 成分 950 品目 

 

２．小児適応又は希少疾病の効能追加等並びに真の臨床的有用性の検証に係る加

算 

小児適応の効能追加等に係る加算の対象品目の成分数・品目数 

 小児適応 希少疾病 真の臨床的有用

性の検証 

合計 

成分数 7 成分 11 成分 1 成分 19 成分 

品目数 27 品目 19 品目 3 品目 49 品目 

 

３．市場拡大再算定及び用法用量変化再算定 

 

対象品目の成分数・品目数 

 市場拡大再算定 特例拡大再算定 用法用量変化再算定 

成分数 9 成分 2 成分 3 成分 

品目数 19 品目 4 品目 5 品目 

 

４．後発医薬品の価格帯 

 

価格帯数 成分規格数 
最高価格に対する価格ごとの成分規格数 

30%未満 30%～50% 50%以上 

1 1,440 23 332 1,085 

2 364 95 348 285 

3 83 83 83 83 

 

５．基礎的医薬品 

（１）下記の要件を満たす医薬品について、最も販売額が大きい銘柄に価格を集約し、その薬価を

維持。 

①医療上の位置付けが確立し、広く臨床現場で使用されていることが明らかであること 

②当該既収載品並びに組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬のうち、薬価収載の日から 25

年を経過しているものがあること 

③当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である類似薬がある場合には、当該既収載品を含む類

似薬の平均乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えないこと 

④当該既収載品の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えな

いこと 

区分 成分数 品目数 

不採算 119 成分 370 品目 
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病原生物 81 成分 205 品目 

麻薬 9 成分 24 品目 

生薬 48 成分 55 品目 

軟膏基剤 3 成分 3 品目 

歯科用局所麻酔剤 1 成分 3 品目 

合計 261 成分 660 品目 

※複数区分に該当する場合は、上の区分に分類 

 

６．不採算品再算定 

不採算品のため現行薬価から引上げを行ったもの 

対象成分：87 成分 

品目数：184 品目 

 

７．新薬創出・適応外薬解消等促進加算  

（１）加算対象  

１）対象品目 

以下の要件を全て満たす新薬。 

ⅰ）薬価収載後 15 年以内で、かつ後発品が収載されていないこと 

ⅱ）次のいずれかの要件に該当すること 

①希少疾病用医薬品として指定された効能又は効果について承認を受けている医薬品 

②未承認薬等検討会議における検討結果を踏まえ、厚生労働省が開発を公募した医薬品 

③薬価収載の際、画期性加算、有用性加算（Ⅰ）、有用性加算（Ⅱ）若しくは営業利益率のプラス

の補正の対象となった医薬品又は薬価改定の際、市販後に真の臨床的有用性が検証された既収載

品の薬価の改定の特例を受けた医薬品（以下「加算適用品」という。） 

④新規作用機序医薬品であって、革新性・有用性に係る基準に該当する医薬品 

⑤薬価収載時に薬理作用類似薬が 1 又は 2 であり、かつ最も早く収載された薬理作用類似薬の収

載から３年以内に収載された医薬品であって、薬理作用類似薬のうち最も早く収載された医薬品

が加算適用品又は革新性・有用性に係る基準に該当するもの 

ⅲ）新医療用配合剤の特例で薬価算定されることとなる配合剤に相当するものについては、薬価収

載の日から 15 年を経過した既収載品の有効成分又は後発品が薬価収載されている既収載品の有

効成分を含有するものでないこと 

ⅳ）再算定対象品でないこと 

 

２）対象企業 

新薬創出等加算の対象企業は、未承認薬等検討会議における検討結果を踏まえ、厚生労働省から開

発を要請された品目について、開発の拒否、合理的な理由のない開発の遅延等、適切に対応を行わ

なかった企業以外の企業。 

 

３）薬価の改定方式 

１）に該当する品目については、２）に掲げる企業が製造販売するものに限り、市場実勢価格等に

基づく算定値について改定前薬価を上限として計算した額に対して加算係数を乗じて得た額を加

算。 

 

４）加算要件を満たした成分数・品目数 

 成分数 品目数 

①希少疾病用医薬品 147 成分 229 品目 

②開発公募品 8 成分 17 品目 

③加算適用品 91 成分 184 品目 
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④新規作用機序医薬品のうち基準該当品 51 成分 92 品目 

⑤新規作用機序医薬品から 3 年以内かつ 3 番手以内のうち

1 番手が加算適用品又は基準該当品 
17 成分 38 品目 

合計 314 成分 560 品目 

※ 複数区分に該当する場合は、上の区分に分類 

※ これに加えて、3/14 に加算適用品 1 成分 2 品目を追加収載 

 

５）企業区分ごとの企業数 

 区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 合計 

企業数 23 社 54 社 6 社 83 社 

 

６）新薬創出等加算の総額：810 億円 

 

（２）加算相当額を返還した品目  

１）前項１）ⅰ）又はⅲ）若しくは２）の要件を満たさなくなった新薬については、市場実勢価格

に基づく算定値から、これまでの薬価改定において加算を受けた相当額の総額を控除。  

２）加算額を返還する成分数・品目数  

成分数：57 成分 

品目数：143 品目 

 

３）新薬創出等加算の控除総額：650 億円 

 

８．その他 

平成 29 年薬価調査結果 

（１）平均乖離率：9.1% 
※平均乖離率とは、｛（現行薬価×販売数量）の総和－（実販売単価×販売数量）の総和｝／（現行薬価×販売数量）の総和で計

算される数値をいう。 

（２）後発医薬品の数量割合：65.8% 
※後発医薬品の数量割合とは、（後発医薬品の数量）／｛（後発医薬品のある先発医薬品の数量）＋（後発医薬品の数量）｝で計算

される数値をいう。 

（３）妥結率（薬価ベース）＝97.7% 
※妥結率（薬価ベース）は、価格妥結状況調査（平成 29 年 9 月分）の結果による。 

（４）分類別割合 

分類 品目数 
全体に対する薬

価ベース割合 

全体に対する数

量割合 

先発医薬品 
後発医薬品なし 2,276 55.8% 16.9% 

後発医薬品あり 1,667 22.5% 21.5% 

後発医薬品 9,254 15.0% 40.2% 

その他の品目 3,241 6.7% 21.4% 

 
※１ 「その他の品目」とは、局方品、漢方エキス剤、生薬、生物製剤（ワクチン、血液製剤等）及び承認が昭和 42 年以前の医

薬品等をいう。 

※２ 品目数は平成 30 年 4 月時点、乖離率、全体に対する薬価ベース割合、全体に対する数量割合及び後発医薬品の数量割合は

平成 29 年 9 月調査時の数量及び薬価による。 

※３ 数値は小数点第二位を四捨五入しているため、割合の合計は必ずしも 100.0%とはならない。 
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表 16  補正加算の要件 

＜加算の種類、要件及び加算率＞ 

① 

画期性加算： 加算率 70～120% 

（次の要件を全て満たす新規収載品に対する加算） 

イ） 臨床上有用な新規の作用機序を有すること 

ロ） 類似薬に比して、高い有効性又は安全性を有することが、客観的に示されていること 

ハ） 
当該新規収載品により、当該新既収載品の対象となる疾病又は負傷の治療方法の改善

が客観的に示されていること 

② 
有用性加算（I） 加算率 35～60% 

（上記 3 つの要件うち 2 つの要件を満たす新規収載品） 

③ 

有用性加算（II） 加算率 5～30% 

（次のいずれかを満たす新規収載品（画期性加算又は有用性加算（I）の対象となるものを

除く）に対する加算） 

イ） 臨床上有用な作用機序を有するもの 

ロ） 類似薬に比して、高い有効性又は安全性を有することが客観的に示されていること 

ハ） 
製剤における工夫により、類似薬に比して、高い医療上の有用性を有することが客観

的に示されていること 

ニ） 
当該新規収載品により、当該新規収載品の対象となる疾病又は負傷の治療方法の改善

が客観的に示されていること 

④ 

小児加算：加算率 5～20% 

（次の要件を全て満たす新規収載品） 

イ） 

当該新規収載品の主たる効能及び効果又は当該効能及び効果に係る用法及び用量に小

児（幼児、乳児、新生児及び低出生体重児を含む。）に係るものが明示的に含まれてい

ること 

ロ） 当該新規収載品の比較薬が小児加算の適用を受けていないこと 

⑤ 

市場性加算（I） 加算率 10～20% 

（次の要件を全て満たす新規収載品に対する加算） 

イ） 

薬事法第 77 条の 2 の規定に基づき、希少疾病用医薬品として指定された新既収載品

であって、対象となる疾病又は負傷に係る効能及び効果が当該新規収載品の主たる効

能及び効果であること 

ロ） 当該新規収載品の比較薬が市場性加算（I）の適用を受けていないこと 

⑥ 

市場性加算（II） 加算率 5% 

（次の要件を全て満たす新規収載品（市場性加算（I）の対象となるものを除く。）に対する加

算） 

イ） 
当該新規収載品の主たる効能及び効果が、日本標準商品分類に定められている薬効分

類のうち、市場規模が小さいものとして別に定める薬効群に該当すること 

ロ） 
当該新規収載品の比較薬が市場性加算（I）又は比較薬が市場性加算（II）の適用を受

けていないこと 
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⑦ 

先駆け審査指定制度加算 加算率 10~20% 

（次の要件を全て満たす新規収載品に対する加算 

なお、本加算の適用を受け算定された既収載品を比較薬として類似薬効比較方式（Ⅰ）又は

（Ⅱ）によって算定される場合は本加算を控除した額を比較薬の薬価とみなす） 

イ） 
外国（アメリカ合衆国、連合王国、ドイツ及びフランスに限る。）及び我が国のいずれ

かの国において承認されている既存の薬剤とは異なる新規の作用機序を有すること 

ロ） 外国に先駆けて我が国で、最初に薬事承認を取得したもの 

ハ） 
我が国だけで流通する見込みの医薬品でないことが外国での開発状況（開発計画を含

む）や治験届等により確認されているもの 

ニ） 画期性加算又は有用性加算（Ⅰ）の適用を受けるもの 
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参加企業一覧 
 

この資料は、厚生労働省監修のもとに、下記の編集者の皆様のご協力を得て定期的に更新されていま

す。 

 

リーダー： 来栖 克典  

第一章 サノフィ（株）  薬事薬制本部：来栖 克典 

第二章 

EA ファーマ（株） 薬事部：鈴木 成教 

武田薬品工業（株） 薬事部：八ッ繁 明 

第三章 

第一三共（株） 開発薬事部：荒牧 裕子 

ヤンセン ファーマ（株） 薬事企画部：白坂 太平 

MSD（株） 薬事政策・情報部：平井 寛二、小野 純 

ユーシービージャパン（株） 薬事部：長谷川 泰宏 

田辺三菱製薬（株） グローバル RA 部：池田 守 

第四章 

塩野義製薬（株） 薬事部：丸地 一世 

協和キリン（株） PV オペレーション部：大塚 宏之 

第五章 中外製薬（株） 薬制管理部：橘田 泰弘 

第六章 大塚製薬（株） 業務管理部：佐藤 利夫、薬事部：藤堂 紘久 

 
 
 

（問合せ先） 

事務局 

日本製薬工業協会 国際部 

103-0023 中央区日本橋本町 2-3-11  日本橋ライフサイエンスビル   

e-Mail address:  international @ jpma.or.jp 

   TEL: 03 – 3241 – 0340  
 FAX: 03 – 3242 – 1767   

 
 


