
日本の薬事行政

2020 - 13 -

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
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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 
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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
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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、 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 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。 
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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 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 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） 
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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 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
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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 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。 
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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
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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 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
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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 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
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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 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
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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。
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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 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、 新の科学

的見地に基づく 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 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)「 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 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
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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
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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 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) 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 
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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、 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



日本の薬事行政 

 
2020 - 40 - 

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 

 


