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薬事課からの連絡事項
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本日の内容

 許可申請書等への責任役員の記載に
　 ついて

 法令遵守体制強化に向けた研修につ
　 いて

 無通告査察について
 連絡・問い合わせ先
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許可申請書等への責任役員の記載について



■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

　施行日：令和３年８月１日
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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



許可申請書等への責任役員の記載

■令和３年８月１日時点の責任役員の氏名を明確に
することを目的として提出する必要はない

■責任役員の氏名を記載して提出する必要があるタ
イミングは以下のとおり

　・新規の許可申請又は登録申請時
　・業許可又は業登録の更新申請時
　・変更届の提出時
→製造管理者（責任技術者）や構造設備の変更で

あっても、変更届を提出するタイミングで責任役員
の氏名の記載が必要

■令和３年１月29日付け厚労省通知

　「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
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Q4 責任役員以外の変更が生じたために、令和３年８月
１日以降に初めて提出する変更届において、変更届の
様式では責任役員の氏名を記載する欄が無いが？

A4 業務を行う役員と責任役員が同じ者である場合

→・【変更年月日】には当該変更届を提出する契機となっ
た変更事項の変更年月日を記載

　 ・【備考】に当該者が令和３年８月１日より責任役員で

ある旨及び欠格条項への該当性を記載

令和３年８月17日付け厚労省事務連絡

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)

許可申請書等への責任役員の記載
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業務を行う役員と責任役員が同じ者である場合
（何らかの変更時）

又
は

記
載
例

許可申請書等への責任役員の記載
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A4 業務を行う役員と責任役員が異なる者である場合

→・変更事項に【責任役員】、【申請者の欠格条項】を追加

　 ・【変更前】に旧業務を行う役員の氏名及び欠格条項への
該当性を記載

　 ・【変更後】に責任役員の氏名及び欠格条項への該当性を
記載

　・【変更年月日】には当該変更届を提出する契機となった変
更事項の変更年月日を記載

　 ・【備考】に【変更後】に記載している者が令和３年８月１日よ
り責任役員である旨を記載

令和３年８月17日付け厚労省事務連絡

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)

許可申請書等への責任役員の記載
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業務を行う役員と責任役員が異なる者である場合
（初めて何らかの変更をする時の変更届）

記
載
例

許可申請書等への責任役員の記載
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業務を行う役員と責任役員が異なる者である場合
（初めて何らかの変更をする時の変更届）

記
載
例

許可申請書等への責任役員の記載
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Q6 令和３年８月１日以降特段の変更事由がなかったこ
とから変更届を提出することなく、許可/登録の更新申
請を迎えた場合は？

A6 令和３年７月31日時点の業務を行う役員と、同年８月
１日時点の責任役員が同じ者である場合

→更新申請書の【責任役員】に責任役員の氏名を記載し、 
【欠格条項への該当性】を記載すると共に、 【備考】に
当該者が同年８月１日より責任役員である旨を記載

許可申請書等への責任役員の記載

令和３年８月17日付け厚労省事務連絡

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)



12

A6 業務を行う役員と責任役員が異なる者である場合

→更新申請を行う前に変更届の提出が必要

　　・変更事項に【責任役員】、【申請者の欠格条項】を選択

　　・【変更前】に旧業務を行う役員及び欠格条項への該当
性を記載

　　・【変更後】に責任役員及び欠格条項への該当性を記載

　　・【変更年月日】は令和３年８月１日

　　・【備考】に【変更後】に記載している者が令和３年８月１
日より責任役員である旨を記載

令和３年８月17日付け厚労省事務連絡

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)

許可申請書等への責任役員の記載
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業務を行う役員と責任役員が異なる者である場合
（R3.8.1以降変更がなく更新する時の変更届）

記
載
例

許可申請書等への責任役員の記載
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業務を行う役員と責任役員が異なる者である場合
（R3.8.1以降変更がなく更新する時の変更届） 記

載
例

許可申請書等への責任役員の記載
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法令遵守体制の強化に向けた研修について



医薬品等の品質確保体制の強化に向けて

法令遵守体制の強化

※令和４年度以降開催する予定です。詳細は、改めてご案内します。

 
経営層向け

研修 
品質保証部門向け

研修 
試験検査部門向け

研修 
初任者向け
基礎研修 

対象 責任役員・工場長 ＱＡ責任者 ＱＣ責任者 初任者 

研修内容 

ガバナンス体制の
強化 

品質保証部門の機
能強化 

試験検査部門の機
能強化 

初任者の誤った知
識・認識による法
違反等の防止 

企業規模に応じた
ガバナンス強化の
事例や体制構築の
注意点 

自己点検等で発見
された不備事例や
その対策など 

検査データの改ざ
ん防止対策など 

法令遵守の意識向
上に加え、初任者
目線の注意点 

実施方法
等 

・オンライン 
・100人×1回／年 
・5～6月 

・集合 
・200人×2回／年 
・9月、2月 

・集合 
・30人×3回／年 
・6～8月 

・集合 
・200人×1回／年 
・7月 

講師 弁護士 NPO-QAセンター 
NPO-QAセンター 
分析機器メーカー 

薬事機動班 

その他 

【新規】   品質管理講習会と
の二部構成を想定 

【新規】  第１回研修会を初
任者向け基礎研修
として実施
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無通告査察について
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〇　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

〇　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

〇　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

〇　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）



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



医薬品の品質確保体制の強化に向けて

 無通告査察時の検体抜き取り検査

　　　 ⇒　科学的根拠に基づく査察の実施

監視指導体制の強化

無通告立入検査に係る収去のお願い

・製造所の無通告立入検査時の収去の実施につい
て御理解、御協力をお願いします。

・製造販売業者等への周知をお願いします。
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連絡・問い合わせ先
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■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）



24

■ 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


