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薬事課からの連絡事項



本日の内容

 改正薬機法について
 法令遵守体制の整備、無通告査察について
 GMP省令の改正について
 手数料条例の改正について
 QMS省令の改正について
 医薬品等製造販売業者等の届出等のオンライン

　 提出について
 その他
 連絡・問い合わせ先
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　改正薬機法について

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
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改正薬機法等の公布・施行スケジュール

　改　正　法　公　布　　：令和元年12月4日

改正法施行　（１段階目）：令和２年９月１日

改正政令公布（２段階目）：令和３年１月５日（製造業関係）

改正省令公布（２段階目）：令和３年１月29日（製造業関係）

改正法施行　（２段階目）：令和３年８月１日

改正法施行　（３段階目）：令和４年12月１日

※3段階目施行に係る通知は、順次発出されていく予定
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改正薬機法抜粋（製造業関係）

■保管のみを行う製造所に係る登録（法第13条の２の
２）

■基準確認証の交付等（法第14条の２）

■医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認された事項に係
る変更計画の確認（法第14条の７の２）

■医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者等の遵
守事項等（法第18条）、医薬品、医薬部外品及び化粧
品の製造販売業者等の法令遵守体制（法第18条の２）

（その他該当条文あり）

令和３年８月１日施行
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保管のみを行う製造所に係る登録

　医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管のみを行う製造所につ
いては、改正前の薬機法では、製造所として個別に製造業許可
が必要であった。

　海外ではこのような施設については、許可制度から除外され
ていることから、製造業許可を不要とし、登録で足りることさ
れた。

薬機法第13条の２の２　業として、製造所において医薬品、
医薬部外品及び化粧品の製造工程のうち保管のみを行おう
とする者は、当該製造所について厚生労働大臣の登録を受
けたときは、第13条の規定にかかわらず、当該製造所につ
いて、同条第１項の許可を受けることを要しない。

（保管のみを行う製造所に係る登録）
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保管のみを行う製造所に係る登録２

省令第34条の２抜粋　

・最終製品の保管

・令第80条第２項第３号イからニまでに掲げる医薬品の製造工
程における保管

省令第34条の３抜粋

・登記事項証明書　　・管理者等との雇用契約書の写し等　

・管理者等の要件を充たしていることを証する書類

・図面　　　　　　　・他の製造業の許可証の写し等

保管のみを行う製造所に係る登録の申請の際の添付書類

登録によっては行うことができない保管
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保管のみを行う製造所に係る登録３

■令和３年４月28日付け厚生労働省医薬・生活衛
生局医薬品審査管理課長通知
「医薬品等の保管のみを行う製造所の取扱い等に
ついて」

■令和３年７月２日付け厚生労働省医薬生活衛生
局２課事務連絡
「医薬品等の保管のみを行う製造所に関する質疑
応答集（Q＆A）について」

通知
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基準確認証の交付等

　製造業者は、製造所における製造工程の区分ごとにGMP省令に適合
しているか確認を求めるための申請（区分適合性調査申請）を任意に
行うことができる制度が導入

　区分適合性調査申請の結果、GMP省令に適合している場合は、製造
工程の区分ごとに「基準確認証」（有効期間３年間）を交付

　製造販売業者は、「基準確認証」の製造工程の区分に属する品目の
定期的適合性調査の省略が可能

法改正前後の定期調査制度の比較

制度概要

  改正前 改正後

定期調査の単位 承認品目ごと 承認品目ごと 製造工程の区分ごと

申請者 製造販売業者 製造販売業者 製造業者

頻度 ５年ごと ５年ごと ３年ごと
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基準確認証の交付等２

厚生労働省令第17号　令和３年１月29日公布

　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
律第14条第８項の規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を
定める省令

※本省令第２条第１号から第６号までに製造工程区分が規定されてい
る。

留意点

区分省令

■同一の製造工程の区分に属する医薬品と医薬部外品を製造している
製造所において、どちらも基準確認証を利用する場合は、それぞれ別
の区分適合性調査申請をし、それぞれの基準確認証が必要

■輸出用医薬品については、今回の法改正の対象外であるため、基準
確認証を取得している場合であっても、輸出用医薬品に係る定期的適
合性調査の省略不可



総括製造販売責任者・製造管理者

必要な能力及び経験
を有する責任者の選任

法令遵守のための体制整備

法令遵守のための指針を示すこと

意見尊重書面による
意見申述

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

※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及び製造業者について、同様の改正を行う。

製造販売業者・製造業者

○　製造販売業者・製造業者の法令遵守に責任を有する者を明確にするため、薬事に関する業務に責任を有する役員（責
任役員）を法律上位置づけ、許可申請書に記載する（※）こととする。

○　製造販売業者・製造業者の遵守事項として、以下を規定する。
∘ 従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと
∘ 法令遵守上の問題点を把握し解決のための措置を行うことができる体制を含めた、法令遵守のための体制（※）を

整備すること
　　　　　　上記の法令遵守のための体制整備に係る改善命令
∘ 許可業者の業務が法令を遵守して適正に行われるために、必要な能力及び経験を有する総括製造販売責任者・

製造管理者を選任すること
∘ 総括製造販売責任者・製造管理者により述べられた意見を尊重し、法令遵守のために措置を講じる必要があるとき

は、当該措置を講じること

○　総括製造販売責任者・製造管理者による、製造販売業者・製造業者に対する意見申述義務を法律上規定する。

（※）法令を遵守して業務を行うための社内規程の整備や教育訓練等について規定する予定

措置義務

（※）現行法においては、「業務を行う役員」が欠格事由に該当しないことについて、許可申請書に記載することを求めている。

併せて、薬機法に基づく通常
の薬事監視における法令遵
守体制の監視を実施。

改善命令
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製造販売業者・製造業者における法令遵守体制の整備



製造販売業者・製造業者における法令遵守体制の整備

　改正法の施行に伴い「業務を行う役員」が廃止され、許可
申請を行う際に「薬事に関する業務に責任を有する役員」の
氏名を記載することとなる。

法第12条・13条

製造販売業者及び製造業者の法令遵守に関するガイドライン（令和３年
１月29日付け薬生発0129第５号厚生労働省医薬生活衛生局長通知）

【概要】

・基本的考え方　　　　　・薬事に関する業務に責任を有する役員　

・医薬品等の製造販売業者及び製造業者の法令遵守体制　

・総括製造販売責任者等

「製造販売業者及び製造業者の法令遵守に関するガイドラインに関する
質疑応答集（Q＆A）」について（令和３年２月８日付け厚生労働省医薬
・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡）
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責任を有する役員

■分掌する業務の範囲に、薬事に関する法令を遵守して
行わなければならない業務が含まれている役員

「薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義等につ
いて（令和３年１月29日付け薬生総発0129第１号等厚生
労働省医薬生活衛生局５課長通知）

許可等申請書における「薬事に関する責任を有する役員
」の氏名記載にかかる取扱いについて（Q＆A）（令和３
年８月17日付け事務連絡厚生労働省医薬生活衛生局５課
通知

責任を有する役員に該当する者の考え方

申請書等への氏名の記載方法
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法令遵守体制の整備、無通告査察について
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■　製造業者においては、製造管理に関する定期的な自己点検、
職員に対する教育訓練の実施など、適切な製造管理体制を
確保するための取組を実施すること

■　製造販売業者においては、製造業者に対する管理監督を徹
底し、製造業者との緊密な連携を図ること

■　製造販売業者及び製造業者においては、医薬品に関する適
正な情報提供体制の確保や、有事の際のリスクマネジメン
ト体制を確保すること

■　製造販売業者及び製造業者においては、上記の取組を含め、
実施する業務が薬事に関する法令に適合することが確保さ
れる体制を整備すること

医薬品の適切な製造管理等の徹底について

徹底いただきたい事項
（令和２年12月15日付け薬生監麻発1215第１号）



医薬品の製造業者におけるGMP省令違反等を踏まえた無通告
立入検査の実施について

【事案内容】
　承認内容と異なる方法での製造、製造実態を隠蔽するための行政提出
用帳簿の作成、品質試験結果のねつ造等の不正行為が認められ、組織ぐ
るみで薬機法等の関係法令に違反
【事案を受けて】（概要）
１　無通告立入検査の徹底強化
２　法令遵守体制の整備について
　　薬事に関する業務に責任を有する役員の責任の下、　
　社内における法令遵守体制を早急に整備すること
３　製造管理体制の整備について
　　GMP省令における原料の取扱いについて

　
※本通知を受けて

　県では「無通告立入検査の徹底強化」を行っています。

（令和３年２月９日付け薬生監麻発0209第１号）
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１　無通告立入検査の徹底強化

【「医薬品に係る立入検査等の徹底について」の一部改正について（平成29
年６月29日付け薬生監麻発0629第１号）】（抜粋）

　組織的隠蔽等を防止する観点から、立入検査等を実施する場合は、当該事
業所における製造管理及び品質に注意を要する程度（製造工程の複雑さ、製
品のリスクの程度等）、過去の立入検査等における結果や不適合の有無、市
販後の品質に関する情報、回収等の状況、不正が発覚した場合の影響範囲が
大きい原薬製造業者かどうか等の状況を踏まえ、リスクの高いものから優先
して無通告で行うこと。また、無通告とすべき事項して、調査日、調査品目
、調査スケジュール、調査対象区域、調査対象文書等が挙げられる 。
　なお、ＧＭＰ調査要領第２．の３．の（２）の特別調査については、原則
として無通告で立入検査等を行うこと。

無通告立入検査に係るお願い

・製造所の無通告立入検査を受けられる体制の構築（従業員への周知
や会議室等の確保等）をお願いします。

・検査対応により、その日に予定していた業務を止めていただくこと
になりますが、無通告立入検査に御協力をお願いします。

無通告立入検査
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２　法令遵守体制の整備

【事案が起きた原因】
・役職員において医薬品の製造販売業者及び製造業者として当然に有すべ
き遵法意識が欠如していたこと
・医薬品製造に係る品質確保のための体制整備や教育訓練が十分になされ
ていないこと

【事案を受けて】
　医薬品の製造販売業者及び製造業者は、令和３年８月１日に施行される
薬機法の一部改正に先立ち、薬事に関する業務に責任を有する役員の責任
の下、社内における法令遵守体制の確認及び整備の対応を早急に行うこと

　整備すべき法令遵守体制については、以下を確認すること

■「製造販売業者及び製造業者の法令遵守に関するガイドライン」（令和
３年１月29日付け薬生発0129第５号厚生労働省医薬生活性局長通知）

■「「製造販売業者及び製造業者の法令遵守に関するガイドラインに関す
る質疑応答集（Q＆A）」について」（令和３年２月８日付け厚生労働省医
薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡）
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３　製造管理体制の整備について
【事案が起きた原因】
・製造所における原料の保管管理及び出納管理が適切に実施されておらず、原薬の取

違いが発生した。
・品質試験において取違いを検知できない体制だった。

【事案を受けて】
・重要な秤量、計量又は小分け作業は、作業者以外の者の立会のもとでの実施又はそ
れと同等以上の管理を行うこととし、その管理の方法を製造管理基準書に規定するこ
と。また、当該業務を行う職員は原料の使用前に、製造指図書に記載されたものであ
ることを確認すること

・主要な工程に係る記録には、使用された原料、中間体等のロット番号等からなる固

有識別情報を記載すること

・原料の出庫時に誤った原料が引き出されないよう、バーコード管理システムの導入
又はそれと同等以上の管理を構築すること。また、取違い防止のための手順について
は、製造管理基準書等に規定し、従事する職員に対して教育訓練を実施すること。な
お、入庫後に小分けや粉砕等の加工を行った原料についても、同様の対策を講じるこ
と

・ロットごとに、入庫年月日、保管中に取られた措置、出庫年月日、出庫数量等を記

録すること

・出荷の可否を決定する際に製造工程において使用された原料の確認を行うなど、他

の原料の混入がないことを確認した上で評価すること
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　　GMP省令の改正について

医薬品及び医薬部外品の製造管理及び
品質管理の基準に関する省令
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　　日本は、PIC/S(医薬品査察協定・医薬品査察協同
スキーム)に加盟しているため、国際標準の製造管理
及び品質管理の運用が求められている。

　　 PIC/Sにおいては、医薬品GMPの国際標準向けたガイ
ドラインが合意されている。世界標準となっている本ガイ
ドラインとの一層の整合化を図るために、今般GMP
省令が改正された。

ＧＭＰ省令の改正

公布日　：令和３年４月28日

施行通知：令和３年４月28日

施行日　　：令和３年８月１日

改正の背景

スケジュール

※事例集は今後発出される予定だが、時期は未定
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ＧＭＰ省令の改正概要
GMP省令改正により下表の項目が新設等された。（要旨を抜粋）

項目 概要

医薬品品質
システム

医薬品製造業者が当該製品の品質に関して、管理監督を行うシステ
ムのことで、それを構築し、以下の業務が必要（第２条・第３条の３）

・品質方針を定める。　

・品質方針に基づく品質目標を定める。　

・製造所での品質方針、品質目標の周知　

・品質方針、品質目標を達成するため資源を配分するとともに定期的
な医薬品品質システムの照査をして、その結果に基づく所要の措置を
講ずる。

品質リスクマ

ネジメント

医薬品の品質リスクの特定、評価及び管理等を継続的に行うこと（第２

条）

・品質リスクマネジメントの実施の手続その他の必要な事項に係る文

書及び記録を作成させ、こられを保管させなければならない。（第３条
の４）

品質部門 品質部門は以下の組織を置く必要がある。（第４条）

・品質保証　・試験検査
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ＧＭＰ省令の改正概要２

項目 概要

交叉汚染の
防止

医薬品の交叉汚染を防止するため、製造手順等について、所要の措
置をとる必要がある。（第８条の２）

また、次に掲げる場合、製品等を取り扱う作業室を専用とし、かつ、空
気処理システムを別系統にする等の当該製品等の漏出を防止する適
切な措置がとられていること（第９条）

・飛散しやすく、微量で過敏症反応を示す製品等を取り扱う場合

・交叉汚染することにより他の製品等に重大な影響が及ぶおそれのあ

る製品等を取扱う場合であって、交叉汚染を防止する適切な措置をと
ることができない場合

安定性モニタ
リング

定められた保管条件の下で、製品が有効期間等までの期間にわたっ
て規格に適合しているかどうか、継続的に確認すること（第２条）

・最終製品たる医薬品及び原薬たる医薬品の製造業者等は、当該医

薬品について、手順書等に基づき安定性モニタリングに係る業務を計
画的かつ適切に行わせる必要がある。（第11条の２、第21条の２）

製品品質の
照査

品質保証に係る業務を担当する組織に、手順書等に基づき製造工程

並びに原料、資材及び製品の規格の妥当性を検証することを目的とし

て、定期的又は随時に製品品質の照査を行うこと。また、照査の結果
を製造管理者に報告すること。（第11条の３）



24

ＧＭＰ省令の改正概要３

項目 概要

原料等の供
給者の管理

製造業者等は、品質保証に係る業務を担当する組織に手順書等に基
づき、以下業務を適切に行わせなければならない（第11条の４）
・原料等の品質の確保のために適切な規格を定めること　

・原料等の供給者について、適格性を評価した上で選定すること

　・原料等の製造管理及び品質管理が適切かつ円滑に行われている
かどうかについて、定期的に確認すること　

・業務に係る記録を作成し、保管すること

外部委託業
者の管理

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき以下業務
を適切に行わせなければならない（第11条の５）
・外部委託業者との取決めの締結に際して、当該外部委託業者の適
性及び能力について、確認すること　

・外部委託業者が当該委託に係る製造

・品質関連業務を適正かつ円滑に行っているかどうかについて定期的
に確認するとともに、必要に応じて改善を求めること　

・業務に係る記録を作成し、保管すること
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手数料条例の改正について
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静岡県手数料徴収条例の改正

静岡県手数料徴収条例の一部を改正する条例の一部を改正
する条例を公布
公布日：令和３年７月６日
施行日：令和３年８月１日

改正概要

○薬機法改正に伴う申請手数料の新設
　・保管のみを行う製造所の登録申請手数料
　・基準確認証、変更計画及び保管のみを行う製造所に
　　係る適合性調査申請手数料

○ＧＭＰ省令改正に伴う申請手数料の改定
　・医薬品適合性調査申請手数料の改定
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医薬品適合性調査申請手数料の改定

※定期・輸出定期には上記のほか、品目加算、基準確認には品目加算
　と製販加算（10,000円）あり。
※医薬部外品適合性調査申請手数料は改定なし。

改定概要

区分 改定前（円） 改定後（円）

新規・一変・

変更計画・輸
出届出時

無菌 53,100 73,700

一般 31,600 41,000

包装等 14,300 18,300

定期・基準確
認・輸出定期

無菌 105,000 142,500

一般 62,700 84,000

包装等 28,100 37,000



28

　　ＱＭＳ省令の改正について

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理
及び品質管理の基準に関する省令
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　　医療機器の品質マネジメントシステムの国際
規格であるISO13485:2016との整合を図るため
に、今般ＱＭＳ省令が改正された。

ＱＭＳ省令の改正

公布日　　：令和３年３月26日

施行日　　　：令和３年３月26日
規定の適用：令和６年３月26日（施行から経過措置３年）

改正の背景

スケジュール
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　医薬品等製造販売業等の届出等の
　オンライン提出について
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■開始時期
　令和３年９月１日（厚生労働大臣、PMDA理事

長に提出するものは令和３年７月１日）

■対象
　医薬品等の承認又は許可等に係る以下の書類
　・届書（FD申請が可能となっているもの）
　　　例：変更届書、休止/廃止/再開届書
　　　　　　製造販売届書、軽微変更届書、承継届書
　・承認整理届、差換え願、取下げ願、記載整備届書、

同一性確認届書

届出等のオンライン提出の概要
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届出等のオンライン提出に係る留意点

■ユーザー登録（企業管理者、企業ユーザー管理
者、企業利用者）が必要です。

　　※ユーザー登録の際は電子証明書（個人証明
書）を使用しますので、事前の入手が必要です。

■薬剤師免許や修了証などのPDFデータは、その後
の実地調査において原本対照を行う可能性があり
ます。

■廃止届書に係る許可/登録証、承認整理届に係
る承認書は別途提出が必要になります。

事前準備

提出時
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■オンライン提出の詳細は以下をご確認ください。
　・令和３年５月14日付け厚労省医薬・生活衛生局4課長

通知「届出等のオンライン提出に係る取扱い等について」
　・FD申請ホームページ（https://web.fd-

shinsei.go.jp/notice/onlinesubmission.html）

その他

■新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた申請書等の郵
送提出も引き続き可能としております。郵送提出の場合は
以下の点にご留意ください。

　　　・受付機関への事前連絡
　　　・配達記録が残る形式（レターパックプラスや書留郵便等）で郵送
　　　・手数料は、静岡県収入証紙（厚生労働大臣権限、地方厚生

局長権限のものは収入印紙）を貼付の上、提出
　　　・提出者控えが必要な場合や原本確認が必要な書類を同封した

場合は、返信用封筒（切手を貼付したもの）を同封
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その他
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■業者コード登録票の提出先が、県から厚生労働省へ変更
されました。　詳細は以下をご確認ください。

　・令和３年４月26日付け厚労省医薬・生活衛生局医薬
品審査管理課長通知　「医薬品等の製造業許可事務等
の取扱いについて」

業者コードの登録方法の変更

■e-Gov電子申請サービス（https://shinsei.e-
gov.go.jp/）を利用して提出してください。

 　利用が難しい場合は、以下の宛先にFAXにより提出してください。
　　　・医薬品・医薬部外品・化粧品
　　　　→厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
　　　　　FAX：03-3597-9535
　　　・医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品
　　　　→厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課
　　　　　FAX：03-3597-0332



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（１）



■ 適合性調査申請、化粧品製造販売届、
 知事承認申請、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（２）



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

お問い合わせ先（３）

■ 薬事工業生産動態統計調査
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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


