
薬事課からの連絡事項



本日の内容

薬事⼯業⽣産動態統計調査について
薬機法等制度改正に関するとりまとめについて
連絡・問い合わせ先
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薬事工業生産動態統計調査について
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はじめに

薬事⼯業⽣産動態統計調査とは
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調査方法の変更について

変更内容ポイント

調査報告ルートの変更

原則オンライン報告

報告期限の変更

調査票の改廃
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調査方法の変更について

調査報告ルートの変更
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調査方法の変更について

報告⽅法・報告期限の変更
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調査方法の変更について

オンライン報告フローの変更
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調査方法の変更について

調査票の改廃
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調査方法の変更について

おねがい
★調査⽅法変更後の初回報告（

 
2019年１⽉分報告）の締切りは、2019年

２⽉15⽇です。
★2019年１⽉分調査からは、旧調査票での報告は受付できませんのでご注意く
ださい。

★2018年分で未報告がある場合は、２⽉末までに従来どおり静岡県に報告をお
願いします。

変更実施時期について
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総務省「基幹統計の点検及び今後の対応について」
 の公表について

平成31年1⽉24⽇、総務省は基幹統計の点検の取りまとめ結果を公表した。
この中で、56基幹統計のうち22基幹統計において、誤数値の訂正が必要な調査、
その他⼿続き等の問題等について所管省庁より報告があった旨も公表した。
薬事⼯業⽣産動態統計について、その他⼿続き等の問題点として、結果の公表
が計画から遅延している旨の報告があったことを公表した。
問題となっている毎⽉勤労統計のように、(中略)実際の調査⽅法、復元推計の
実施状況に問題のある事案はなかった。

【内容】

原
 因

①
 

⼯場からの報告が締切から１ヶ⽉程度遅れる場合があること
②

 
調査票データのエラー修正及び未提出業者への督促に時間を要すること

改
 善
 策

①
 

調査客体を本社のみに集約すること
②

 
報告⽅法を原則オンライン化とし、時間の短縮を図ること

【厚⽣労働省の対応】
 

※平成29⽉11⽉６⽇の総務省統計委員会産業統計部会より
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総務省「基幹統計の点検及び今後の対応について」
 の公表について

薬事⼯業⽣産動態統計調査規則 第17条(結果表の作成及び公表)
厚⽣労働⼤⾂は、第10条及び第11条の規定により同⼤⾂に提出さ

 れた調査票及び提出⽤記録媒体を審査集計して、結果表を作成
 し、これを調査⽉の翌々⽉までに薬事⼯業⽣産動態統計調査⽉

 報その他により公表する。
 

(昭和27年４⽉１⽇
 

厚⽣省令第10号)

（参考）
改正省令が平成30年12⽉28⽇公布（平成30年厚⽣労働省令第155号）
平成31年１⽉１⽇施⾏済
⇒

 
平成31年１⽉分の調査から以下の規定が適⽤。

第14条
 

厚⽣労働⼤⾂は、第９条、第10条及び第12条の規定により同⼤⾂に報
 告された電⼦調査票、電磁的記録媒体及び調査票⽤紙を審査集計して、結果
 表を作成し、これを調査⽉の翌⽉15⽇（15⽇が⽇曜⽇、⼟曜⽇⼜は国⺠の祝
 ⽇に関する法律に規定する休⽇に当たるときは、15⽇の直後のこれらの⽇以外の
 ⽇）の翌⽇から起算して60⽇後までに薬事⼯業⽣産動態統計調査⽉報その他
 により公表する。
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薬事工業生産動態統計の修正について

平成31年1⽉29⽇、厚⽣労働省は、当該統計の平成21年12⽉分
⽉報について、医療機器（コンドーム）の「⽣産数量」「出荷数量」を
修正した旨を公表した。
原因は、製造所による報告誤り。

【内容】

調査票を作成する際は、
記⼊誤りがないように記⼊
要領をよく確認しながら記
⼊してください。
⾦額の桁誤りをしないよう、
ご注意ください。
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問い合わせについて

（参考ＵＲＬ）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/105-1.html
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（参考）



薬機法等制度改正に関するとりまとめ



第１．はじめに
第２．高い品質・安全生を確保し、医療上の必要性の高い医薬品・医療機器等を迅速に

患者に届ける制度
（２）国際的な整合性のある品質管理手法の導入

①製造所ごとのGMP・GCTP適合性調査の導入
②QMS適合性調査の見直し
③リスクに応じた品質に係る承認事項の変更管理手法

（３）安全対策の充実
①添付文書情報の提供
②トレーサビリティ等の向上

第４．医薬品・医療機器等の製造・流通・販売に関わる者に係るガバナンスの強化等
（１）製造・流通・販売に関わる者のガバナンスの強化

①許可等業者・役員の責務の明確化
②経済的利得の是正を通じた違法行為の抑止

第６．おわりに

本日の内容
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薬機法等制度改正に関するとりまとめ
平成30年12月25日
厚生科学審議会

医薬品医療機器制度部会

第１はじめに
○平成25年、旧薬事法について安全対策の強化や医薬品販売規制の見直し等を内容と
する二度の法改正が行われ、この改正法の附則で施行後５年を目途とする見直しの検
討規定が置かれた。この規定を契機として、平成30年４月以降、厚生科学審議会医薬
品医療機器制度部会（以下、「本部会」）では、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（昭和35年法律第145号。以下、 「薬機法」）の施行状況に
加え、人口構成の変化や技術革新の進展などの環境変化を踏まえ、薬機法見直しの検
討を中心に、医薬品・医療機器等を取り巻く現状や課題について議論を行った。

○この「とりまとめ」は、これまで計 10 回にわたって議論を行った内容について、特に法
改正などの制度改正が必要と考えられる事項を中心にとりまとめたものである。

第１ はじめに

薬機法等制度改正に関するとりまとめ（抜粋）
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１．設置の主旨
○厚生科学審議会令第６条の規定に基づき厚生科学審議会の下に医薬品医療機器制度
部会を設置するものである。

※これまで、医薬関係の制度改正については、医薬品販売制度改正検討部会（平成16
年５月～平成17年12月）、医薬品等制度改正検討部会（平成23年３月～平成24年１
月）などにおいて、議論が行われてきた。

２．部会の検討事項
○医薬品、医療機器等施策に関する重要事項を処理すること。
（薬事・食品衛生審議会の所掌に属するものを除く。）

３．部会の構成
○医学、薬学、法律学の専門家、製薬業界・医療機器業界の関係者、患者代表等を委員
として参集する。

医薬品医療機器制度部会の設置について
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○赤池昭紀 和歌山県立医科大学客員教授
阿真京子 （一社）知ろう小児医療守ろう子ども達の会代表理事
荒井保明 国立がん研究センター理事長特任補佐
一條宏 （一社）日本医薬品卸売業連合会薬制委員会委員長
伊藤由希子 津田塾大学総合政策学部教授
乾英夫 （公社）日本薬剤師会副会長
奥田晴宏 国立医薬品食品衛生研究所所長
加茂谷佳明 塩野義製薬株式会社上席執行役員東京支店長
北澤京子 京都薬科大学客員教授
久芳明 （一社）日本医療機器産業連合会常任理事
早乙女芳明 東京都福祉保健局健康安全部薬務課長
中川俊男 （公社）日本医師会副会長
花井十伍 特定非営利活動法人ネットワーク医療と人権理事
平井みどり 兵庫県赤十字血液センター所長
本田麻由美 読売新聞東京本社編集局生活部次長
牧野利彦 （公社）日本歯科医師会副会長
三村優美子 青山学院大学経営学部教授
村島温子 国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター主任副センター長

◎森田朗 津田塾大学総合政策学部教授
山口育子 認定 NPO 法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長
山本隆司 東京大学大学院法学政治学研究科教授

◎部会長、○部会長代理 計20名

医薬品医療機器制度部会 委員名簿
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○平成25年薬事法等の一部を改正する法律（法律第84号）
附則の検討規定

（検討）
第６６条 政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況
を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要
な措置を講ずるものとする。

○ 平成25年に公布された安全対策の強化や医薬品の販売規制の見直し等に関する２本の改
正法の附則には、それぞれ検討規定が置かれ、施行後５年を目途として、改正後の規定等に
検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。

○平成25年薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律（法律第103号）
附則の検討規定

（検討）
第１２条 政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況
を勘案し、医薬品の店舗による販売又は授与の在り方を含め、医薬品の販売業の在り方等に
ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの
とする。

「改正法の施行後５年を目途とした検討」について
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国際的な整合性のある品質管理手法の導入
～①製造所ごとのGMP・GCTP適合性調査の導入～



○ 医薬品等製造販売業者は、医薬品等の承認前に、製造所における製造管理・品質
管理の方法に関する基準（GMP省令/GCTP省令）に適合しているかどうかの調査を
受ける必要がある。

○ 医薬品の承認後、品目毎に定期的(5年毎)にGMP等の適合性調査を受ける必要
がある。

１申請あたり一括申請の品目数
PMDA: 平均 約 4.1品目
都道府県:平均 約10.9品目

１製造所あたりの調査申請数（※）
平均 約3.2申請 /5年

（※PMDA及び都道府県の両者が調査した製造所があるため、まとめて記載）

調査対象となった製造所数
PMDA: 約1,400施設
都道府県:約1,300施設

●調査申請数及び調査対象品目数
PMDA: 約2,600申請、約11,000品目
都道府県:約5,800申請、約63,000品目

承認後のGMP定期適合性調査
（医薬品、平成25～29年度申請受付分、PMDA及び都道府県調査分） 資料出所:PMDA

不備(軽度を除く)を受けた施設数
88施設

（PMDAのみ）

（参考）承認時（新規・一変）のGMP定期適合性調査
（医薬品、平成25～29年度申請受付分、PMDA及び都道府県調査分）

調査申請数及び調査対象品目数
PMDA: 約6,000申請、約9,000品目
都道府県:約8,400申請、約12,000品目

不備(軽度を除く)を受けた施設数
150施設

（PMDAのみ）

調査対象となった製造所数
PMDA: 約2,000施設
都道府県:約1,000施設

（２）② 国際整合化に向けたGMP調査の見直し

GMP等の適合性調査の仕組み
平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会

参考資料２
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○ 多くの場合、１製造所で複数品目を製造しており、その承認日は異なるため、定期調査時は複数品目の一括
申請で対応しているが、5年間で5回以上調査申請された製造所も一定の割合存在している（約16%）。

○ 日本における承認後の定期的なGMP調査では、品目特有でない調査内容（製造所における共通した製造管
理・品質管理システム（逸脱管理、文書管理、設備のメンテナンス管理等））が多くを占めていることから、品目
毎の調査の度に、品目特有でない調査内容の重複が生ずる。

○ なお、剤形毎（内服剤、注射剤等）、工程毎（原薬の合成工程、培養工程等）で製造技術が異なることか
ら、それらに応じた調査が必要となる。

現状

定期調査

製造販売
業者a 品目ア

５年

品目イ

品目ウ
製造販売

業者b製造業者

【現状の調査申請スキーム例】

５年

５年
品目ア、イ、ウ

を製造

承認

承認

承認

定期調査(品目ア、イを一括申請)

製造販売
業者a

申請者側が判断して、
品目アの定期調査申請
に合わせることが可能

（２）② 国際整合化に向けたGMP調査の見直し

GMP等の適合性調査に関する現状
平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会

参考資料２
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品目イ

品目アにおけるGMP調査の範囲

製造所
品目特有でない調査内容 (6つのサブシステム)

品目特有の調査内容
★品質システム
（文書管理、教育訓練、製品品質の照査、

変更管理、逸脱管理、回収処理、自己点検、
衛生管理、出荷判定、供給者管理 等）

★試験室管理システム
（標準品管理、サンプル管理、生データ
の信頼性、安定性モニタリング、参考品
等）

品目特有でない調査内容が、調査の多くを占めている。

★包装・表示システム
（ラベル検査、発行管理
等）

★製品原材料等
保管システム

（受入・出荷管理、
出納管理、
不合格品
管理 等）

★構造設備システム
（校正、メンテナンス、水・
空調管理等）

★製造システム
（手順書、工程管理、交叉汚染防止
等）

品目ア
製造記録・試験記録・
バリデーション※結果 等

製造記録・試験記録・
バリデーション※結果 等

（２）② 国際整合化に向けたGMP調査の見直し

GMP等の適合性調査の概要

※製造管理及び品質管理の方法が期待される結果を
もたらすか検証すること。

平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会

参考資料２
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○ 効率的な調査の実施や国際的な整合性の観点から、承認前の製造販売業者の申
請に基づく調査は承認審査の一環であることから維持する必要があるが、承認後は、欧
米における状況も踏まえ、製造所の申請に基づく製造所単位での調査も選択できること
を考えてはどうか。

○ 製造所単位での調査を認める場合には、例えば、剤形、工程の技術特性に合わせた
調査申請の区分を検討する必要があるのではないか。 等

課題等

参考:国際的な取り組み・諸外国での調査の仕組み

○ 医薬品等調査の国際的な協力の取組みとしてPIC/S*がある。（平成７年から開始）
○ EU諸国を中心に、米国、日本等の52の国が加盟。（日本は平成26年７月に加盟）
○ PIC/Sの活動は以下の通り。

 当局間の相互査察の促進（調査結果の共有）
 医薬品の製造及び品質管理の基準の国際調和（医薬品GMPに係る指針作成、相互トレーニング）

＊:PIC/S: Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme
（医薬品査察協定及び医薬品査察協同スキーム）

※ 欧米では、承認後の定期的に行われるGMP調査を製造所ごと行っている。（承認前は申請品目ごと）

（２）② 国際整合化に向けたGMP調査の見直し

GMP等の適合性調査に関する課題
平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会

参考資料２
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国際的な整合性のある品質管理手法の導入
～②QMS適合性調査の見直し～



○ 医療機器等の製造販売業者によっては、市場への安定供給等を目的とし、複数の製造ラインでの供給体制を
構築するため、利用する登録製造所が多くなるケースがある。

○ 申請に基づきQMS適合性調査が行われ、適合とされた場合、基準適合証が発行されるが、その基準適合証
に記載のある製造販売業者、製品群及び登録製造所※全てが同一の場合、他の品目のQMS適合性調査は
省略することができる。

○ ただし、同一の製品群で複数の製造ラインでの供給体制を構築し、基準適合証を交付を受けている場合でも、
他の品目の製造時に、基準適合証に記載の登録製造所※の一部しか利用しない場合、改めてQMS適合性調
査を受けなければならない。

※滅菌及び最終製品の保管を行う登録製造所を除く。

●QMS適合性調査申請数:約3,900件（平成27～29年度申請受付分、PMDA分） ※２ 設計、滅菌及び最終製品の保管を行う登録製造所を除
く。

うち同一製造販売業者、同一製品群で登録製造所※2が複数記載のもの及び左記複数記載の一部のみ記載されているもの:約1,100件
※約1,100件のうち、共通する登録製造所※2記載があるものは、約400グループある。

（２）③ 安定供給の確保に向けたQMS調査の見直し

QMS適合性調査に関する現状
平成30年６月７日第３回

医薬品医療機器制度部会 参考資料２
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課題
○ 既に基準適合証を取得している同一の製造販売業者・製品群のうち、登録製造所※が全て同一
である場合は、 QMS適合性調査が省略されているが、一部しか利用しない場合は、改めてQMS適
合性調査を受け、一部の登録製造所※の基準適合証を取得する必要がある。

※滅菌及び最終製品の保管を行う登録製造所を除く。

○ 市場への安定供給や企業再編などにより複数の製造ラインを持つ場合があるが、一定期間が
経過し、メインの製造ラインが安定化した場合などで、一部の製造ラインの利用を取り止めるケース
がある。

○ 安定供給等を目的に複数の製造ラインを持つ製造販売業者が、メインの製造ラインの安定化等が
された後に、同一製品群で他の品目の製造を一部の登録製造所※のみで行う場合、利用する当該
登録製造所※のQMS適合性は既に確認されているが、改めてQMS適合性調査を受けていること
について、見直しする必要はないか。 等

（２）③ 安定供給の確保に向けたQMS調査の見直し

QMS適合性調査に関する課題
平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会

参考資料２
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国際的な整合性のある品質管理手法の導入
～③リスクに応じた品質に係る承認事項の変更管理手法～



（問題意識）
ＡＩ、核酸医薬、ゲノム創薬、がんゲノムによる個別化医療、ビッグデータ利活用の進展等に

より画期的な医薬品・医療機器等が創出されると同時に、国際共同開発等が広がり、開発主体
が規制環境等を踏まえて開発や承認申請を行う国・地域を選択する時代に移行しつつある。一
国内で患者に医療上必要な製品をより早く提供するには、技術革新に柔軟かつ効率的に対応
した規制の実施が課題となっている。

承認審査の予見可能性向上に加え、品質・安全性確保の観点での企業負担軽減や国際整
合性確保に向けて、一層の制度の見直し・明確化が必要ではないか。

（検討の視点（例））
・ 安全確保を前提に、医療上の必要性が特に高く、かつ、開発段階で画期性が期待される医薬
品・医療機器等を迅速に実用化する承認制度の明確化

・ 患者レジストリーなどの電子的な医療情報を、新薬等の承認審査や製造販売後の安全対策な
どに円滑に利用するための制度の明確化

・ 規制の国際的な整合性と効率性に配慮した品質管理方法の合理化

・ 計画的な製造方法等の変更を認めるための予見性の高い変更手続きの導入
等

テーマ①
革新的な医薬品・医療機器等への迅速なアクセス確保・安全対策の充実

平成３０年度第１回制度部会資料の再掲
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日米欧の承認事項変更手続き
（２）① 品質に係る承認事項変更方法の見直し
日米欧の承認事項変更手続き

日本 米国 欧州

事前審査及び承認を要
する 一部変更承認申請

PAS
（Prior Approval Supplement

- Major Changes）

Major variations of 
Type II

照会等なければ受理か
ら30日後に変更可 ―

CBE-30
（Changes Being Effected in 30 

days – Moderate Changes）

Minor variations of 
Type IB

届出受理後に変更可 ―
CBE-0

（Changes Being Effected –
Moderate Changes）

―

変更後速やかに
届出

軽微変更届出
（30日以内）

―
Minor variations of 

Type IAIN
(immediate notification)

年次報告 ― Annual Report
(Minor Changes)

Minor variations of 
Type IA

（12ヶ月以内）

変更の対象となる
文書 承認書 CTD Module3／

established conditions CTD Module3

○ 欧米では、日本と同様の事前審査制度のほかに、変更内容のリスクに応じて複数の届出制度が設
けられている。

現状

平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会

参考資料２
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PACMPを用いた変更制度の考え方
（２）① 品質に係る承認事項変更方法の見直し
PACMPを用いた変更制度の考え方

データ収集・バリデーション 審査

データ収集・バリデーション 審査・確認PACMPPACMP
作成・相談

合
意

申
請

申
請

承
認

承
認

通常の変更手続き

PACMPを用いた変更手続き

すべてのデータを揃えてから手続き

あらかじめ合意・予定されていた結果が
得られているかを確認するなどにより、

短期間での審査・確認が可能

変更計画策定

○ ICHにおいては、「ICH Q12医薬品のライフサイクルマネジメント（案）」が合意され、
PACMP（承認後変更管理実施計画書）を用いた管理手法が示された。

現状

平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会

参考資料２
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①製造所ごとのＧＭＰ・ＧＣＴＰ適合性調査の導入
○医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品の承認後、製造販売業者は、品目毎にＧＭ
Ｐ・ＧＣＴＰ適合性調査を定期的(５年毎)に申請し、調査を受ける必要がある。この調査に
ついては、品目に共通な項目の重複調査回避、国際整合性を踏まえた品質管理の効率
化・重点化等の観点から、調査項目は維持しつつ、製造業者の申請に基づき、製造所単
位の調査を受けることも可能とすべきである。なお、製造所単位の調査では、剤形（固形
剤、液剤等）や製造工程の技術特性に合わせた区分を設けて適合性を確認すべきであ
る。

②ＱＭＳ適合性調査の見直し
○医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者が、安定供給や組織改編によるバッ
クアップ等を目的とし、同一の製造工程を複数の製造所で行うことがあるが、その後、製
造の安定等により、基準適合証に記載された一部の製造所を利用しなくなる場合がある。
このように、ＱＭＳ適合性調査を受けた製造所のうち同一工程を複数の製造所で行って
いたものの一部を利用しなくなる場合には、改めて当該調査を受けることまでは要しない
こととすべきである。

③リスクに応じた品質に係る承認事項の変更管理手法
○製造技術のイノベーションの活用やグローバル化したサプライチェーンの効率的な管
理を促進するため、製造方法等に関する承認事項の変更手続を円滑に行えるようにす
る必要がある。このため、ＰＡＣＭＰ（承認後変更管理計画書）を活用した品質に係る承認
事項の変更管理手法を導入し、当該計画に沿った変更を行う場合は、より柔軟な手続を
可能とするとともに、リスクに応じた予見可能性の高い変更管理手法を検討すべきである。

第２（２） 国際的な整合性のある品質管理手法の導入

薬機法等制度改正に関するとりまとめ（抜粋）
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安全対策の充実
～①添付文書情報の提供～



１．添付文書情報の提供方法

○ 現行、医薬品、医療機器等の用法、用量、使用方法、使用上の注意等は、医薬品医療機器法第52条、第63条の２等に
基づき、容器・被包に記載できない場合は、添付文書として、医薬品、医療機器等に同梱することが必要。

○ 課題として、①添付文書は頻繁に改訂される中で、卸売販売業者や医療機関等の在庫品に同梱されている添付文書は改
訂前のままで、迅速かつ最新の情報提供に必ずしも役立っていない、②同一医薬品、医療機器等が医療機関等に納品される
たびに、同じ添付文書が一施設に多数存在する状況は、紙資源の浪費にもつながっている、との指摘がある。

現状と課題

○ 全面的に全てを電子化するということは無理かもしれないが、電子化に今後移行していくというのは当然の流れではないか。
○ 紙・人的資源を効率的に使えるよう、紙の添付文書に代えて電子化を推進するべき。
○ 紙の添付文書が医薬品に同梱されていたとしても、見ていない医師もいる中で、紙の添付文書をなくすことで、最初から電子化

された最新の情報をとりにいかなければいけないという感覚を医療関係者にもってもらえるのではないか。
○ ICTリテラシーの高い医師ばかりではなく、高齢の医師はまず紙の添付文書を見るので、更新情報は電子化されたデータを見る

としても、紙媒体も残すべきではないか。紙媒体の廃止は時期尚早である。
○ 最新の添付文書の改訂情報が出た際には、メーカーの責任として、医療機関にプッシュ型で情報発信することが必要。
○ 医療機関・薬局の必要な人に必要な情報が確実に届く方策の担保を前提に、電子化を推進するという大きな方向性のもとで、

当面は共存が必要ではないか。
○ 医薬分業により医療機関には薬を置いていないので、医療機関は電子化されたデータで見ているが、紙媒体でないと使いづら

い場合もあるので、一つの方法に限定するのは難しいのではないか。
○ 医療機器としての多様性も考慮すべき。また、求めがあれば紙の添付文書を届けるという条件をつけた上で、電子化を明確に

認める方向はどうか。
○ 繰り返し使用する医療機器について、添付文書を電子化することには反対ではない。
○ 紙の添付文書を残すことに、紙資源のコスト以外に問題はないのではないか。

［主な意見］

平成30年11月8日第８回
医薬品医療機器制度部会

資料１
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以下の方向で検討を進めることとしてはどうか。

○ 医薬品、医療機器等の適正使用に資する最新の情報を速やかに提供するため、添付文書に記載されている情報を、電子的
な方法により提供することを基本とする。

○ また、添付文書の製品への同梱を廃止し、同梱に代わる確実な情報提供の方法として、製造販売業者又は卸売販売業者
による紙媒体の提供を行うとともに、製造販売業者は添付文書情報にアクセス可能なQRコード等を製品の外箱等に表記する
こととする。

○ 医薬品、医療機器等の適正使用が損なわれることがないよう、今回の制度改正にあたっては、十分な経過措置を設けることと
する。

検討の方向性

１．添付文書情報の提供方法

（留意事項）

○ 要指導医薬品及び一般用医薬品については、消費者が直接購入し、使用時に添付文書情報の内容を直ちに確認できる状
態を確保する必要があるため、現行のまま紙媒体による同梱を求めることとする。

○ 医療機器については、医薬品と同様に同梱を廃止し、同梱に代わる確実な情報提供の方法として、製造販売業者又は販売
業者による紙媒体の提供を行うとともに、製造販売業者は添付文書情報にアクセス可能なQRコード等を製品の外箱等に表記
する。
また、取扱説明書等と同様に、電子的方法又は紙媒体の提供等を通じて、最新の情報を医療機関等が確実に入手できる

状態を確保する。

平成30年11月8日第８回
医薬品医療機器制度部会

資料１
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○○○○錠10mg

（株）××

処方箋医薬品製造販売業者:
・外箱等に添付文書情報へ
アクセスできるQRコード等を表示
・紙媒体の提供も併用
（添付文書の同梱は不要）

製造販売業者 医療機関等

○ 製造販売業者又は卸売販売業者は、医療機関・薬局が医薬品を納入する場合、医療機関・薬局に赴く際に、原則紙媒体を
提供する。あわせて、添付文書情報の電子的入手方法を伝達する。

○ 添付文書情報が改訂された場合は、電子的方法及び紙媒体の提供等を通じて、改訂後の情報を医療機関・薬局に速やかに
提供する。

○ また、製造販売業者は製品の外箱等にQRコード等を表記し、医療機関・薬局がアクセスした場合に、最新の添付文書情報を
確実に入手できる状態を確保する。

○○○○錠10mg
使用上の注意改訂の

お知らせ

~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~

医療機関等:
QRコードを通じた最新の
添付文書情報の入手

MR・卸売販売業者

１．添付文書情報の提供方法

■添付文書情報の提供方法の在り方（医薬品の例）

製造販売業者:
最新の添付文書情報が
掲載されたHPを準備

○○○○錠10mg
~~~~~~~

【警告】

【効能・効果】

~~~~~
~~~~~

【使用上の注意】

~~~~~
【用法・用量】

~~~~~

~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~

電子的な情報提供

紙媒体の提供の併用

製造販売業者・卸売販売業者:
１）納入時、医療機関・薬局に赴く際に、原則添付
文書の紙媒体を提供
２）改訂時は、紙媒体の提供等を通じて、改訂後の
情報を医療機関・薬局に速やかに提供

平成30年11月8日第８回
医薬品医療機器制度部会

資料１
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①添付文書情報の提供
○医薬品・医療機器等の適正使用に資する最新の情報を速やかに医療現場へ提供する
とともに、納品されるたびに同じ添付文書が一施設に多数存在するといった課題を解決
するため、添付文書の製品への同梱を廃止し、電子的な方法による提供を基本とするこ
とが適当である。

○同梱に代わる確実な情報提供の方法として、製造販売業者の責任において、必要に応
じて卸売販売業者の協力の下、医薬品・医療機器等の初回納品時に紙媒体による提供
を行うものとする。また、最新の添付文書情報へアクセスを可能とする情報を製品の外箱
に表示し、情報が改訂された場合には紙媒体などにより医療機関・薬局等に確実に届け
る仕組みを構築する必要がある。

○なお、医療機器等については、プログラム医療機器や設置管理医療機器をはじめとし
た製品の特性に応じた情報提供の方法に留意すべきである。

○また、一般用医薬品等の消費者が直接購入する製品は、使用時に添付文書情報の内
容を直ちに確認できる状態を確保する必要があるため、現行のままの対応とすることが
適当である。

第２（３） 安全対策の充実

薬機法等制度改正に関するとりまとめ（抜粋）
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安全対策の充実
～②トレーサビリティ等の向上～



２．医薬品・医療機器のトレーサビリティの向上

○ 医薬品、医療機器、再生医療等製品にバーコードを表示することで、医療情報の一部として、電
子的に医薬品等の使用記録を作成・保存することが可能となり、回収ロットの追跡や製品の取り違
え防止など市販後安全対策上の活用が想定される。

○ 現状として、医療用医薬品・医療機器へのバーコード表示は、行政指導に基づく産業界の取り
組みにより一定の普及が進んでいるが、法令上の手当てはなされておらず、完全ではない。

現状と課題

○ 卸売販売業者の営業所管理における安全管理の面でも、バーコードはサプライチェーンの整備のために重要。
○ バーコードが最終的に患者の安全確保につながるのであれば、多少コストと手間がかかるとしても、義務化する

くらいきちんと進めていくべき。
○ ビッグデータの収集・解析には、個人情報について極めて慎重に対応すべき。
○ 鋼製器具と画像診断システムを一律に扱ってよいかなど、医療機器の多様性に配慮すべき。
○ バーコードは非常に重要な論点。医療機関での対応は大変なので、十分な準備期間を設けるべき。また、

バーコードリーダーの対応なども配慮すべき。

［主な意見］

■バーコード表示の例■バーコード読み取りによるデータ連係

製品データ
ベース

商品コードから
製品情報にアクセス

バーコード読み取り記録
（≒使用記録）と

製品情報を電子カルテ・
病院情報システムで管理

GS1-128で表示できる主な情報
(01) 商品コード（GTIN/JAN）

→ 事業者・商品・包装単位の固有コード

(11) 製造年月日

(17) 有効期限

(10) ロット番号

(21) シリアル番号

(30) 数量

※最初の（）内の数字でコードの意味を区別

医薬品バイアルのGS1コード

平成30年10月18日 第７回
医薬品医療機器制度部会 資料１
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以下の方向で検討を進めることとしてはどうか。
○ 医薬品、医療機器、再生医療等製品の直接の容器・被包や小売用包装に、標準化規格に基

づくバーコードを表示することを法令上規定する。
○ 表示の義務化にあたっては、製品情報のデータベース登録などを製造販売業者に求めるとともに、

医療現場などでバーコードを利用するシステムの実装を推進していく。

検討の方向性

（留意事項）

○ スムーズな導入のため、十分な経過措置期間を設ける必要がある。
○ 医薬品や医療機器等の種類や特性に応じた対応、段階的な法制化（医療機器の本体への表示など）、

表示面積が小さい場合等の技術的限界への手当てなどの配慮が必要。
○ 国内の商習慣などの実態や海外の規制・制度との整合に留意が必要（コード規格は国際的に受け入れられ

ているものとする、一般用医薬品については現行のJANコードの活用や電子版お薬手帳との連携など）。

２．医薬品・医療機器のトレーサビリティの向上

特定の医薬品、医療機器が
使用された患者の特定

■医療現場などで想定されるバーコードの活用
医薬品の調製やピッキング時

の取り違え防止
OTCの販売・購入の
履歴を電子的に記録

医療情報
データベース

薬・機器の使用記録をBig Dataとしてデータ解析に活用

電子版お薬手帳
との連携

回収となった医療機器
の院内在庫の把握

平成30年10月18日 第７回
医薬品医療機器制度部会 資料１
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②トレーサビリティ等の向上
○医療安全の確保の観点から、製造、流通から、医療現場に至るまでの一連において、
医薬品・医療機器等の情報の管理、使用記録の追跡、取り違えの防止などバーコードの
活用によるトレーサビリティ等の向上が重要である。このような取組による安全対策を推
進するため、医薬品・医療機器等の直接の容器・被包や小売用包装に、国際的な標準
化規格に基づくバーコードの表示を義務化することが適当である。

○バーコード表示を求めるに当たっては、医薬品・医療機器等の種類や特性に応じた効
率的・段階的な対応や一般用医薬品などを含めた現状のコード規格の普及状況などを
考慮する必要がある。

○また、バーコード表示の義務化と合わせて製品情報のデータベース登録などを製造販
売業者に求めるとともに、医療現場などにおけるバーコードを活用した安全対策の取組
を推進していく必要がある。

第２（３） 安全対策の充実

薬機法等制度改正に関するとりまとめ（抜粋）

28



製造・流通・販売に関わる者のガバナンスの強化
～①許可等業者・役員の責務の明確化～



①品質保証責任者、安全管理責任者を監督
②品質保証責任者、安全管理責任者の報告
に基づき措置を決定

総括製造販売責任者（薬機法第１７条第１項）
（品質管理及び製造販売後安全管理の総括的な責任を負う者）

相互に連携
指示

安全管理責任者
（ＧＶＰ省令第４条第２項）

（製造販売後安全管理業務について
責任を有する者）

安全管理情報の収集・検討
• 医療関係者からの情報
• 学会報告、文献報告
• 行政・海外当局からの情報

安全性確保措置の立案・実施
• 廃棄、回収、販売の停止
• 添付文書の改訂
• 厚生労働大臣への報告

自己点検の実施

教育訓練の実施

業務の記録及び保管

品質保証責任者
（ＧＱＰ省令第４条第２項）
（品質管理業務について
責任を有する者）

市場への出荷の管理

製造業者等との取決め

適正な製造管理及び品質管理の確保
（製造所監査）

品質等に関する情報及び品質不良等の処理

措置案の報告

③決定した措置の実施を品質保証責任者等に指示
④必要があると認める場合、製造販売業者に対し
意見を述べる

指示 措置案の報告

医薬品の場合の
体制

① ガバナンスを強化するための「三役」の要件・責任明確化

製造販売業者の「三役」の現状

○ 平成14年、医薬品等の品質管理、安全管理を適正に行うために、製造販売業者に責任者として、
｢総括製造販売責任者｣、｢品質保証責任者｣及び｢安全管理責任者｣（いわゆる｢三役｣）の設
置が義務づけられた。

現状

平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会

資料１
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製薬企業に対して、製造販売後安全管理業務に関する社内体制、未報告の副作用情報の有無につい
て自主点検を依頼
※平成２７年２月２４日付け安全対策課⾧通知（｢製造販売後安全管理業務に係る社内体制等に関する自主点
検について（依頼）｣）

 報告義務の対象となる副作用を把握していたにもかかわらず、定められた期限内に報告されてい
なかった。

（１）副作用報告の報告遅延等

 承認書上の製造工程と異なる製造方法で製造が行われていた。
（２）承認書との齟齬

製薬企業に対して、承認書と製造実態の整合性についての点検を依頼
※平成２８年１月１９日付け審査管理課⾧通知（｢医薬品の製造販売承認書と製造実態の整合性に係る点検の
実施について｣）

企業の自主点検等により行政が指導は行っているが、法令遵守の確保のためには、
三役制度の運用に関し、問題点の洗い出しや改善方策の検討が必要。

平成２９年６月２６日、三役留意事項通知を発出
（※平成３０年１月１７日、Q&Aを発出）

① ガバナンスを強化するための「三役」の要件・責任明確化

製販におけるガバナンス（三役留意事項通知の発出とその背景）

○ 三役制度により体制が強化されたにもかかわらず、依然として、法令遵守に問題のある事例が散見
されており、三役がその機能を十分に果たしていないことが明らかとなった。

○ このような状況を踏まえ、平成29年６月、「医薬品の製造販売業者における三役の適切な業務
実施について」（医薬・生活衛生局⾧通知）を発出し、三役による管理の改善を図った。

現状

平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会

資料１
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１．総括製造販売責任者に関する事項
総責の職位等 ⇒ 適切な職務上の位置付け（品責及び安責と同等以上）
総責の経営会議等への参加 ⇒ 原則、経営会議等に直接出席（代理出席も可）
総責の要件 ⇒ ３年の従事経験（第一種製造販売業）、総合的な理解力及び適正な判断力
三役会議等の開催 ⇒ 三役の連携のための定期的な開催

２．三役体制に関する事項
三役の役割等の社内の理解 ⇒ 三役の役割や権限の明確化及び社内への周知
人的資源の確保 ⇒ 将来的な三役（特に総責）の候補となりうる人材の育成

３．品質管理業務に関する事項
製造業者の職員個人の意図的な不正行為を想定した対応

⇒ 定期的な人事異動、内部通報制度の整備等

４．安全確保業務等に関する事項
安全管理情報の収集の範囲等

⇒ ①安全管理情報を収集しうる関係者からの報告、②効果的な教育訓練
営業所等の点検 ⇒ 安全管理統括部門等の営業所等への直接訪問等

① ガバナンスを強化するための「三役」の要件・責任明確化

三役留意事項通知の概要

○ 三役留意事項通知では、三役の業務実施に係る今後のあり方を可能な範囲で具体的に示した。
○ 今後も、三役留意事項通知の効果を確認するとともに、引き続き、三役の機能を強化するための

対策を検討する必要がある。

現状

平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会

資料１
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① ガバナンスを強化するための「三役」の要件・責任明確化
「三役」の法令・通知における規定／検討が必要な事項について

三役 法律 省令 三役留意事項通知 備考

総括製
造販売
責任者

薬剤師※

(薬機法第17条）
ー ・ ３年以上の従事経験

・ 総合的な理解力及び適
正な判断力

変更命令の対象
（薬機法第73条）

品質保
証責任
者

－ ・ ３年以上の従事経験（GQP
省令第４条第３項）

・ 適正な遂行能力（GQP省令
第４条第３項）

ー ー

安全管
理責任
者

－ ・ ３年以上の従事経験（GVP
省令第４条第２項）

・ 適正な遂行能力（GVP省令
第４条第２項）

ー ー

＜第一種医薬品製造販売業の場合＞

検討が必要な事項等

○ 総括製造販売責任者について、従事経験などの資格要件を法令上規定する必要はないか。

○ 品質保証責任者及び安全管理責任者について、現状GQP省令／GVP省令に規定されているが、
これを法律上に規定し、総括製造販売責任者との関係性を追記するとともに、それぞれの責務を明
確化する必要はないか。

※例外として、刻み生薬等の製造販売業においては、生薬の製造等に関する従事経験を有する者等が、
酸素等の医療用ガス類の製造販売業においては、薬学又は化学に関する専門知識を有する者等が、
薬剤師に代えて総括製造販売責任者となることが出来る。

平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会

資料１
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② ガバナンスを強化するための行政措置の見直し

ガバナンスの観点からみた不正事例の類型

○ 今般発生している薬機法違反の事例については、以下の類型のように、許可業者の役員による適切な
監視・監督や、ガバナンス体制の構築がなされていなかったこと等に問題があった。

（１）違法状態にあることを役員として認識しながら、その改善を怠り、漫然と違法行為を継続する類型

（２）適切な業務運営体制や管理・監査体制が構築されていないことにより、違法行為を発見又は改善でき
ない類型

現状

 収集された副作用情報を管理するシステムや、副作用報告を適時に行う社内体制が構築されていなかった（教育
訓練の不足を含む。）ために、副作用情報が報告されることなく放置されることが常態化していた事例

 販売情報提供に用いる資材を社内で適切にチェックする体制が構築されていなかったために、担当者が独断で不適
切な広告資材を作成し、販売情報提供に用いていた事例

 総括製造販売責任者にその責務を果たせるような権限が与えられていないなど、適切な組織体制が構築されてい
なかったほか、実効的な内部監査、自己点検の実施等の品質保証に関する社内体制が構築されていなかったため
に、承認書と異なる製造方法での製造が継続された事例

 承認書と異なる製造方法で医薬品の製造が行われていることを役員が認識しながら、これを改善することなく、⾧
期間にわたりそのような製造を継続していた事例

 一部変更承認が必要であることを役員が認識しながら、改造した医療機器を製造販売していた事例

 不適切な広告資材であることを役員が認識しながら、漫然と当該資材を用いた広告を行った事例

＜具体的な事例＞
類型（１）

類型（２）

平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会

資料１
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② ガバナンスを強化するための行政措置の見直し

許可業者の役員と管理者・責任者に関する規定の現状

○ 薬機法上、各許可業者は、現場における業務を管理する管理者・責任者を置くこととされており、これら
の管理者・責任者に法令等の違反があった場合や、管理者・責任者として不適当と認められる場合には、
厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該管理者・責任者の変更を命ずることができる。

○ また、許可業者については、法令等の違反があった場合は、業務改善命令・業務停止のほか、業許可
の取消しといった処分の対象となるが、役員に対して直接その責任を問うことができる規定は存在しない。

現状

意見申述義務

役員
監視・監督

品質管理
製造販売後安全管理

総括製造販売責任者

意見尊重義務

- 品質管理等業務に関
する遵守事項

- 製造販売業者の業務
に関する遵守事項

製造販売業者 - 業務改善命令
- 業務停止命令
- 許可取消

管理者・責任者の
変更命令

直接責任を問える
処分規定なし

意見申述義務

役員
監視・監督

製造所

製造管理者

意見尊重義務

- 製造業務に関する注意
義務

- 製造業者の業務に関
する遵守事項

製造業者

平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会
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② ガバナンスを強化するための行政措置の見直し

欧米の薬事関連法令における役員に関する規定

○ 日本、英国においては、薬事関連法令に違反した役員に対し、刑事裁判手続を経た上での懲役・罰
金を課すことができる規定が存在するに留まり、役員個人に対する行政上の責任追及に関する規定は定
められていない。

○ 他方、米国においては、FDC法（Federal Food Drug, and Cosmetic Act）において、同法に違反し
た役員に対し、FDAが行政処分として、民事制裁金（Civil Money Penalty）を課すことができるものと
されている。

参考:欧米の薬事関連法令における役員個人の責任追求に関する規定の比較

日本 米国 英国

役員個人に対する
行政処分 × 民事制裁金

(Civil Money Penalty) ×

役員個人に対する
刑事罰

懲役・罰金
（両罰規定） 懲役・罰金 懲役・罰金

このほか、米国においては、役員等の個人が、医薬品の開発・承認等に関して違法行為を行い、有罪判決を受けた場合に、当該役員等の個人
に対し、医薬品の承認を受けた者又は承認申請者に対する一切の業務の提供を禁止する処分（Debarment）も存在する。

（注1）

（注1，２）

（注2）

民事制裁金の金額の上限は、FDCAの違反類型ごとに定められており、個人に対する民事制裁金の金額の上限は、279米ドル～
11,569,531米ドル（2017年2月3日施行の米連邦規則による調整後の金額）である。

なお、薬機法においては、禁錮以上の刑に処せられ執行を終える等した者や、薬事に関する法令等に違反した者は、一定期間、業許可に関す
る欠格事由に該当し、欠格事由に該当する申請者（業務を行う役員を含む。）に対しては、業許可を与えないことができるほか、許可業者
（業務を行う役員を含む。）が欠格事由に該当する場合は、その許可を取り消すことができる。

平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会
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２．許可等業者・役員の責務の明確化、ガバナンスの強化

○ 今般発生している薬機法違反の事例には、製造販売業者又は製造業者の経営陣が、現場に
おける法令遵守上の問題点を把握していないことや、こうした問題点に対して許可等業者としての
適切な対応を行っていないことに起因すると思われるものが散見される。

○ 総括製造販売責任者等の技術責任者と経営陣の、それぞれが負うべき責務や相互の関係が、
薬機法上明確でないことにより、技術責任者による意見申述が適切に行われない状況や、経営陣
による技術責任者任せといった実態を招くおそれがあり、法令遵守のための改善サイクルが機能しに
くくなっているのではないか。

○ 医薬品の製造販売業者が選任する総括製造販売責任者には、薬剤師要件が課されていると
ころ、同要件が課されているために、総括製造販売責任者として適切と判断する人材を選任するこ
とができない場合などにおいて、総括製造販売責任者としての責務を十分に果たすことができない
事態となるおそれがある。

○ また、製造販売業者の業務（承認申請、製造販売、品質管理・安全管理、広告等）や、製
造業者の業務（製造、製造管理・品質管理等）は、薬機法を遵守して行われなければならない
が、このような法令遵守や、そのための社内体制の整備等に責任を有する者が、許可等業者にお
いて不明確となっているのではないか。

現状と課題

平成30年11月8日第８回
医薬品医療機器制度部会
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○ 現場における法令遵守上の問題点について、技術責任者と経営陣の認識に乖離がある状況を解消し、
許可等業者として必要な改善措置が行われる仕組みを強化するために、以下の義務を法律上に規定す
るべきではないか。

• 技術責任者が、許可等業者に対して必要な意見を述べること（意見申述義務）

• 許可等業者が、技術責任者の意見を尊重し、必要な措置を講じること（意見尊重・措置義務）

○ 現場の技術的事項に関する管理を行う技術責任者の責務に対し、許可等業者の経営陣が負うべき責
務を明確にするために、まず、以下を許可等業者の義務として法律上明確に規定すべきではないか。

• 業務を行うに当たっては、薬事に関する法令を遵守すること（法令遵守）

• 必要な能力及び経験を有する技術責任者を選任すること（技術責任者の選任）

• 許可等業者としての法令遵守体制を整備すること（法令遵守のための体制整備）

○ 医薬品の製造販売業者が選任する総括製造販売責任者については、薬剤師を原則としつつも、総括
製造販売責任者が市販後安全管理及び品質管理に係る責務を果たす上でやむを得ない場合には、薬
剤師以外の者を選任することができるような例外規定を設けるべきではないか。
※ 総括製造販売責任者が薬剤師でない場合であっても、総括製造販売責任者としての責務の内容は同様。

検討の方向性①

２．許可等業者・役員の責務の明確化、ガバナンスの強化 平成30年11月8日第８回
医薬品医療機器制度部会
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２．許可等業者・役員の責務の明確化、ガバナンスの強化

○ その上で、前記の許可等業者の義務の遵守に向けて行動する責任主体は、許可等業者の経営陣であ
ることを、薬機法上も明確にするとともに、法令遵守を確保するための担保措置を規定すべきではないか。

• 薬事に関する業務に責任を有する役員を法律上明確に位置付ける（責任役員）

• 薬事に関する法令違反等があり、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために特に必要な
場合には、当該違反等にかかる薬事に関する業務に責任を有する役員の変更を命じることができる
ものとする措置を定める（役員変更命令）

○ 許可等業者の法令違反に対しては厳正な措置行う一方で、許可申請書類を簡素化する等、平時の企
業活動における対行政の事務負担については、可能な限り軽減するべきではないか。

検討の方向性②

平成30年11月8日第８回
医薬品医療機器制度部会
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品質管理、製造販売後安全管理部門

総括製造販売責任者

製造販売業者

品質保証責任者 安全管理責任者

指示 指示
措置案
の報告

措置案
の報告

相互連携

市場への出荷の管理

製造業者等との取決め

適正な製造管理及び品質管理
の確保（製造所監査）

品質等に関する情報及び品質
不良等の処理

必要な能力等を有する
責任者の選任

法令遵守のための体制整備

安全管理情報の収集・検討

安全性確保措置の立案・実施

自己点検の実施

教育訓練の実施

業務の記録及び保管

品責・安責の監督

品責・安責の報告に基づく
措置の決定・実行

２．許可等業者・役員の責務の明確化、ガバナンスの強化（製造販売業者のガバナンス）

法令遵守

品質管理業務 製造販売後安全管理業務

意見尊重・措置義務意見申述・記録義務

新規に法律で定める事項

薬事に関する業務に責任を有する役員

GQP省令 GVP省令

他部門

・ 承認申請

・ 広告

・ その他

法令遵守を確保する
ための担保措置

（役員変更命令）

※医薬品、医薬部外品、化粧品、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者について、同様の改正を行う。

(*1)

(*2)

（*1）薬事に関する法令の遵守を
広く含む。

（*２）法令違反等に関する内部通
報等を尊重し、必要な措置を
講じる仕組みの構築も含む。

許可申請書類等
の簡素化

薬剤師以外の例外規定
※医薬品のみ

平成30年11月8日第８回
医薬品医療機器制度部会
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製造所

製造管理者

製造業者

製造管理

法令遵守のための体制整備

品質管理

出荷の管理

製造部門・品質部門
の統括・管理監督

品質不良等に対する措置
の指示・進捗確認

２．許可等業者・役員の責務の明確化、ガバナンスの強化（製造業者のガバナンス）

法令遵守

製造部門 品質部門

意見尊重・措置義務意見申述義務

新規に法律で定める事項

薬事に関する業務に責任を有する役員

GMP省令

法令遵守を確保する
ための担保措置

（役員変更命令）

※医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品の製造業者について、同様の改正を行う。

許可申請書類等
の簡素化

必要な能力等を有する
責任者の選任

平成30年11月8日第８回
医薬品医療機器制度部会
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①許可等業者・役員の責務の明確化
○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・流通・販売に関
わる薬機法上の許可等業者が、法令を遵守して業務を行うことを確保する必要がある。
このため、許可等業者について、法令遵守、法令遵守のための体制整備等の必要な措
置、必要な能力及び経験を有する責任者・管理者等の選任等の義務を明確化すべきで
ある。

○許可等業者が法人である場合には、その役員が許可等業者の法令遵守に責任を有す
ることを明確にするため、以下の点を規定すべきである。
・許可等業者の薬事に関する業務に責任を有する役員（責任役員）を薬機法上位置づ
けること。
・責任役員による許可等業者の法令遵守を担保するため、必要な場合に、当該責任役
員の変更を命じることができるものとする措置を定めること。

第４（１） ガバナンスの強化

薬機法等制度改正に関するとりまとめ（抜粋）
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①許可等業者・役員の責務の明確化（つづき）
○許可等業者が、必要な能力及び経験を有する技術責任者の選任義務を果たすことが
できるようにするため、医薬品の製造販売業者が選任する総括製造販売責任者に求め
られる要件を、以下のように整理すべきである。
・現行制度を基本に、薬剤師であり、かつ一定の従事経験を有し、品質管理業務又は安
全確保業務に関する総合的な理解力及び適正な判断力を有する者が任命されるよう、
要件を明確化すること。
・総括製造販売責任者としての責務を果たすことが可能な職位を有する薬剤師が確保
できない場合などに限り、薬剤師以外の者を選任できるような例外規定を設けること。
・その場合であっても、例外規定が長く続かないように、専門的見地から総括製造販売
責任者を補佐する社員たる薬剤師の配置、薬剤師たる総括製造販売責任者の社内で
の継続的な育成などの体制を整備すること。

○なお、許可等業者の法令違反等に対しては厳正な措置を行う一方で、許可申請書類を
簡素化する等、平時の企業活動における事務負担については、可能な範囲で軽減する
ことを検討すべきである。

第４（１） ガバナンスの強化

薬機法等制度改正に関するとりまとめ（抜粋）
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製造・流通・販売に関わる者のガバナンスの強化
～②経済的利得の是正を通じた違法行為の抑止～



①虚偽・誇大広告に関する事例
事例１

高血圧症治療薬の効果に係る臨床研究においてデータ改ざんが行われ、これを基にした学術論
文や販売促進用資材が問題となった。

→ 平成26年１月、薬機法第66条第１項違反の疑いにより刑事告発し、東京高裁で係争
中。

事例２
高血圧症治療薬の効果に係る臨床研究の結果を用いた販売促進用資材等が薬機法第66

条の『誇大広告』に当たるとして、平成27年６月に行政処分（業務改善命令※）。
（※業務改善命令の概要）

・ 広告等の審査体制について、外部の有識者等も含めたものに整備し、新規だけではなく過去
の資材も審査すること
・ 再発防止のため、法規定や業界自主基準を改めて周知徹底し、適切な教育訓練を充実さ
せること。

②無許可医薬品の広告及び販売に関する事例
医薬品的効能効果を標榜して未承認薬の広告及び販売を行い、警察に検挙されるケースが多

く確認されている。

② ガバナンスを強化するための行政措置の見直し

広告に関する処分等の事例

○ 売り上げの向上による収益の確保を目的として行われる違法行為としては、広告違反が最たるもの
であり、国において過去、刑事告発及び行政処分等が行われたものとして以下の事例が挙げられる。

平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会
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１．課徴金制度の導入

○ 近年、医薬品等に関する虚偽・誇大広告や、未承認の医薬品等の広告・販売等の薬機法違
反事例が散見され、違反事例は減少していない状況にある。

○ これらの薬機法違反は、薬機法上の業許可を持たない事業者により行われる事例も多く、特にそ
のような事例においては、許可の取消しや業務停止命令といった行政処分を行うことができないこと
により、抑止効果が働きにくい状況があるのではないか。

○ また、これらの薬機法違反は、経済的利得を主たる目的として行われていると考えられるものがあ
り、特に医薬品に関する虚偽・誇大広告の事例に対して、当該違法行為によって得られた経済的
利得を徴収するべきとの指摘もなされている。

○ 欧米においては、違法行為によって得られた経済的利得を徴収することができる罰則、行政処分
が存在しており、当該規定が薬事関連法規の違反に対しても適用されているが、我が国の薬機法
においては、法人に対する場合は両罰規定により１億円を最高額とする罰金のみであり、違法行
為によって得られる高額な経済的利得に対して、抑止効果が働いていないのではないか。

現状と課題

平成30年11月22日第９回
医薬品医療機器制度部会
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② ガバナンスを強化するための行政措置の見直し

欧米における違法行為による経済的利得に対する是正措置

○ 欧米においては、薬事関連法規それ自体に経済的利得に対する是正措置が規定されているわけでは
ないが、以下のとおり、薬事関連法規の違反事例に対しても、違法行為による経済的利得に対する是
正が図られている。

＜米国＞
刑事罰としての罰金の算定要素に違法行為による経済的利得の接収を含むことが可能である。

＜ＥＵ＞
行政罰としての制裁金の算定要素に違法行為による経済的利得の接収を含むことが可能である。

参考:欧米における違法行為による経済的利得に対する是正措置について

米国 EU

違法行為による経済的
利得に対する是正 罰金 制裁金

平成30年６月７日第３回
医薬品医療機器制度部会
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１．課徴金制度の導入

参考２:課徴金制度とは

１．制度の趣旨目的
○ 導入当初は違法に得た利益を行政的に剥奪することを意図したものだったが、現在は違反者が得た不当な利得

の剥奪を直接の目的とするものではなく、あくまでも違反行為の摘発に伴う不利益を増大させて、その経済的誘因を
減少し、違反行為の予防効果を強化することを目的とする行政上の措置と位置づけられている。

２．我が国における導入状況
○ 現在、我が国において課徴金制度が導入されているのは以下の４法のみである。（詳細は参考３を参照）
・ 独占禁止法（昭和52年導入）、金融商品取引法（平成17年導入）、公認会計士法（平成20年導入）、
景品表示法（平成28年導入）

３．対象となる違反行為
○ 歴史的には独禁法や金商法における規制対象である不当な金銭的利得を直接的な目的とした経済犯が対象と

されていたが、景表法における広告規制が対象とされたことで広がりをみせている。

４．行政における裁量権
○ 課徴金制度を導入している４法はすべて「納付することを命じなければならない。」として、納付命令の実施部分に

ついては羈束行為※として定められており、義務的賦課制度となっている。
※羈束行為:違反事実が認められた場合には、法令に定められたとおりの課徴金納付を命じなければならない。

○ ただし、公認会計士法においては、違反行為が認定される場合であっても、一定の要件※を満たすときには、課徴
金納付命令を行わないことができるものとされている。
※一定の行政処分（懲戒、業務改善命令等）がなされる場合であって、虚偽が財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的

軽微である場合 等

平成30年11月22日第９回
医薬品医療機器制度部会
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１．課徴金制度の導入

法令名 目 的 課徴金納付命令の対象 算 定 方 法 算定率（最大）

独占禁止法
（昭和52年導入）

・市場経済における社会的公
正を確保すること

・カルテル、私的独占等の排除

・不当な取引制限（カルテル、入
札談合）

・支配型・排除型私的独占
・共同の取引拒絶
・差別対価及び不当廉売
・再販売価格の拘束
・優越的地位の乱用

・違法行為に伴う売上額に一定
率を乗じる簡明な算定方式を採
用

・ただし、課徴金が100万円未満
は除外

（大企業の場合）
・ 製造 業 等１ ０ ％ 、 小売 業
３％、卸売業２％ 等

景品表示法
（平成28年導入）

・不当な表示による顧客の誘
引の防止することにより、消費
者保護を図ること

・優良誤認表示行為、有利誤
認表示行為の排除

・優良誤認表示

・有利誤認表示

・独禁法と同様に定率性

・ただし、課徴金が150万円未満
は除外

・一律３％
（返金措置の実施による課徴
金額の減額あり）

金融商品
取引法

（平成17年導入）

・証券市場の公正性・透明性
を確保し、投資家の信頼が
得られる市場を確立すること

・証券市場への信頼を害する
違法行為の排除

・有価証券書・有価証券報告書

の虚偽記載及び不提出

・風説の流布及び偽計

・相場操縦等

・内部者取引（インサイダー取

引）

・基本は独禁法と同様に定率性

・ただし、違反行為の類型ごとに
多様な算定方式を実施

・インサイダー取引:「公表後２
週間の最高値×買付等数量」
から「公表前に買付け等した株
券等の価格×買付等数量」を
控除した額

・有価証券届出書等の不提出・
虚偽記載:募集・売出総額の
２．２５％（株券等の場合
は４．５％） 等

公認会計士法
（平成20年導入）

・金融商品取引法に同じ
・公認会計士・監査法人によ
る虚偽証明の排除

・故意による虚偽証明
・相当注意義務違反による虚偽
証明

・基本は独禁法と同様に定率性
・故意犯には報酬以上の課徴金
を負荷

・故意による虚偽証明:監査報
酬相当額の１．５倍

・相当注意義務違反による虚偽
証明:監査報酬相当額

（監視指導・麻薬対策課調べ）参考４:他法令における課徴金制度

平成30年11月22日第９回
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②経済的利得の是正を通じた違法行為の抑止
○経済的利得を主たる目的とするものと考えられる広告違反等の違反行為が、薬機法上
の業許可を持たない事業者によっても行われるなど、現行の行政処分によっては抑止
効果が機能しにくい実態があることを踏まえ、違法行為の抑止を図るため課徴金制度を
検討すべきである。

○課徴金制度については、行政処分が機能しにくい業許可を持たない事業者等に対す
る取締りを実効的に行うことができるようにするとともに、その執行が適正に行われるこ
とを確保するため、以下のような明確な要件を検討すべきである。なお、納付された課徴
金を医療費等に還元する可能性についても検討すべきであるとの指摘があった。
・他の行政処分が機能している場合等には課徴金納付命令を行わないことができるも
のとする除外規定を設けること。
・不当な経済的利得が一定規模以上の事案を課徴金納付命令の対象とすること。
・課徴金の額の算定については、違法行為の対象となった製品の売上額に一定の算定
率を乗じる簡明な算定方式を採用すること。
・納付命令の実施主体については、国と都道府県等の双方に権限を付与すること。

○加えて、広告違反行為に対しては、訂正広告等を命じる措置命令を検討すべきである。

○また、違反広告と併せて行われることが多い未承認の医薬品・医療機器等の販売、授
与等の禁止への違反行為に対する十分な抑止措置も検討すべきである。

第４（１） ガバナンスの強化

薬機法等制度改正に関するとりまとめ（抜粋）
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第６おわりに
○以上が本部会で検討した内容であるが、各事項について、厚生労働省は関係機関と
の調整を行うなど、法制化の作業を迅速に進めていくほか、必要な施策を推進していくよう
求める。

○また、とりまとめた基本的な考え方に基づき、医薬品・医療機器等の品質、有効性及
び安全性の向上に資する措置については、今回とりまとめた内容にとどまらず、必要に応じ
実施していくべきである。

○今後も、引き続き、人口構造をはじめとした社会経済情勢の変化や技術革新・国際化
の状況に適切に対応した制度となるように、適時適切に見直しを行うよう求める。

第６ おわりに
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連絡・問い合わせ先



■許可申請、変更届（役員、責任者の変更等）
→管轄保健所薬務主管課
賀茂、熱海、東部、御殿場、富士、中部、西部、
静岡市、浜松市

■許可申請、変更届（構造設備の変更等）、調査日程、
GVP、GQP、QMS体制、GMP適合性調査の代表品目選
定等
→管轄薬事監視機動班

第一機動班 0545-65-2158（静岡市清水区以東）
第二機動班 054-644-9295（静岡市駿河区、葵区以西）

お問い合わせ先



■ 適合性調査申請、化粧品製造販売届、
知事承認申請、薬事工業生産動態統計調査、
その他全般
→薬事課 薬事審査班
TEL：054-221-2869、FAX：054-221-2199
E-mail：yakuji@pref.shizuoka.lg.jp

Fax,メール等をご活用いただき、
お問い合わせの背景や状況、問い合わせ内容
に対するご意見等、具体的にお書きいただき、
お問い合わせください。

お問い合わせ先



URL：http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko530/yakujisidou/mayaku/yakujihou2.html

・薬事課からのお知らせ、厚生労働省からの通知等は薬事
課ホームページに掲載します。
・定期的に薬事課ホームページをご確認いただき、必要な情
報を入手してください。

・「医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品の製造販売業
、製造業及び医療機器修理業に関する情報ページ」から
アクセスしてください。

薬事課ホームページについて
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