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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 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） 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。 

 



日本の薬事行政 

 
2020 - 9 - 

  

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  

 



日本の薬事行政 

 
2020 - 10 - 

 
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） 


