
最近の医薬部外品，化粧品の

監視指導事例等について

広島県健康福祉局薬務課

平成28年11月14日（月）平成２８年度広島県医薬品等製造販売（製造）業管理者等講習会
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本日の内容

１ 製造販売業について

・総括製造販売責任者について

・品質保証責任者，安全管理責任者について

・ＧＱＰ／ＧＶＰ省令について

・自主回収について

２ 製造業について

３ 最近の指摘事項

４ 最近のトピックス

・安全性に関する情報

・化粧品等のインターネット広告について

・医薬部外品の承認基準について
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１ 製造販売業について

定義定義定義定義（法第２条第（法第２条第（法第２条第（法第２条第13項）項）項）項）

製造販売業者の責務製造販売業者の責務製造販売業者の責務製造販売業者の責務

「製造販売」とは，その製造（略）をし，又は輸入をした医薬品（原薬たる医薬品を除く。），医薬部外品，化粧品，医療機器若しくは再生医療等製品を，それぞれ販売し，貸与し，若しくは授与（略）することをいう。（ＧＱＰ省令第４条第１項）（ＧＱＰ省令第４条第１項）（ＧＱＰ省令第４条第１項）（ＧＱＰ省令第４条第１項）品質管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員の配置。（ＧＶＰ省令第（ＧＶＰ省令第（ＧＶＰ省令第（ＧＶＰ省令第13131313条）条）条）条）・安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員の配置。・安全確保業務（安全管理者以外の者に行わせる業務を除く。）を行う部門の，医薬品等の販売に係る部門その他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのある部門からの独立。
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製造販売組織図

総括製造販売責任者

安全管理責任者品質保証責任者

ＧＱＰＧＱＰＧＱＰＧＱＰ（品質管理業務）（品質管理業務）（品質管理業務）（品質管理業務） ＧＶＰＧＶＰＧＶＰＧＶＰ（安全確保業務）（安全確保業務）（安全確保業務）（安全確保業務）
製造販売業者 配慮，意見尊重報告，意見

その他・他の製造販売業者，製造業者・消費者・各種メディア（学会文献等）・行政・外国法人・医療関係者等
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総括製造販売責任者について

医医医医薬品等総括製造販売責任者の遵守事項（規則薬品等総括製造販売責任者の遵守事項（規則薬品等総括製造販売責任者の遵守事項（規則薬品等総括製造販売責任者の遵守事項（規則87条条条条））））・品質管理及び製造販売後安全管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し，公正かつ適正に当該業務を行うこと。・当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは，製造販売業者に対し文書により文書により文書により文書により必要な意見を述べ，その写しを五年間保存すること。・医薬品，医薬部外品又は化粧品の品質管理に関する業務の責任者（以下「品質保証責任者」という。）及び製造販売後安全管理に関する業務の責任者（以下「医薬品等安全管理責任者」という。）との相互の密接な連携を図ること。

総括製造販売総括製造販売総括製造販売総括製造販売責任者（総括）の設置（法第責任者（総括）の設置（法第責任者（総括）の設置（法第責任者（総括）の設置（法第17条第１項，第２条第１項，第２条第１項，第２条第１項，第２項項項項））））・製造販売業者は，品質管理（ＧＱＰ）及び製造販売後安全管理（ＧＶＰ）を行わせるために，医薬部外品又は化粧品の製造販売業者にあっては厚生労働省令で定める基準に該当する者を，それぞれ置かなければならない。・品質管理及び製造販売後安全管理を行うもの（以下「総括製造販売責任者」という。）が遵守すべき事項については，厚生労働省令（ＧＱＰ省令，ＧＶＰ省令）で定める。
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総括製造販売責任者について

総括製造販売責任者の業務総括製造販売責任者の業務総括製造販売責任者の業務総括製造販売責任者の業務（ＧＱＰ省令第（ＧＱＰ省令第（ＧＱＰ省令第（ＧＱＰ省令第19条で準用する第３条，ＧＶＰ省令第条で準用する第３条，ＧＶＰ省令第条で準用する第３条，ＧＶＰ省令第条で準用する第３条，ＧＶＰ省令第15条で準用する第３条）条で準用する第３条）条で準用する第３条）条で準用する第３条）・品質保証責任者（品責），安全管理責任者（安責）の監督。・品責からの報告等に基づく，所要の措置を決定し，指示。・品責，安責の意見の尊重。・品責，安責，その他関係する業務の責任者との密接な連携を図らせること。
主主主主たる機能を有する事務所たる機能を有する事務所たる機能を有する事務所たる機能を有する事務所・医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所
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品質保証責任者，安全管理責任者について

・品質管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。・販売に係る部門に属する者でないことその他品質管理業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること。品質品質品質品質保証責任者（品責）の設置保証責任者（品責）の設置保証責任者（品責）の設置保証責任者（品責）の設置

（ＧＱＰ省令第（ＧＱＰ省令第（ＧＱＰ省令第（ＧＱＰ省令第17条）条）条）条）

安全安全安全安全管理責任者（安責）の設置管理責任者（安責）の設置管理責任者（安責）の設置管理責任者（安責）の設置

（ＧＶＰ省令第（ＧＶＰ省令第（ＧＶＰ省令第（ＧＶＰ省令第15条で準用する第条で準用する第条で準用する第条で準用する第13条）条）条）条）・安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。・販売に係る部門に属する者でないことその他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
7

総括製造販売責任者等の兼務に総括製造販売責任者等の兼務に総括製造販売責任者等の兼務に総括製造販売責任者等の兼務についてついてついてついて

・総括，品責，安責の兼務は，同一所在地に勤務するもので

あってそれぞれの業務に支障をきたさない等，兼務することに

合理性がある範囲について可能。

（平成16年７月９日付け薬食発第0709004号）【【【【医薬部外品医薬部外品医薬部外品医薬部外品】】】】二責兼務が可能（ 総括と品責 又は 総括と安責 ）【【【【化粧品化粧品化粧品化粧品】】】】三責兼務が可能（二責兼務の場合は，総括と品責又は総括と安責とすること）
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ＧＱＰ／ＧＶＰ省令について

• ＧＱＰ省令及びＧＶＰ省令の遵守は製造販売業の許可要件

であり，許可後も継続して遵守することが許可を保持するた

めの条件。

許可後には薬事監視員が随時立入調査を行い，

管理状況を確認。収去も実施する。

ＧＱＰ・ＧＶＰ省令における確認事項ＧＱＰ・ＧＶＰ省令における確認事項ＧＱＰ・ＧＶＰ省令における確認事項ＧＱＰ・ＧＶＰ省令における確認事項ＧＱＰ及びＧＶＰ手順書の整備状況✔ 手順書と実際の業務に整合性がとれているか✔ 手順書が作成，省令で要求される事項が規定されているか手順書の運用状況✔ 手順書どおりに業務を行い，記録類を保管しているかその他参考事項✔ 品質標準書の作成，製造業者との取決めを行っているか
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収去について

【【【【収去収去収去収去】】】】（法第（法第（法第（法第69条第４項）条第４項）条第４項）条第４項）

当該職員に，医薬品，医薬部外品，化粧品等を業務上取り扱う

場所に立ち入り，その構造設備若しくは帳簿書類その他物件を

検査させ，従業員その他関係者に質問させ，若しくは第70条第

１項に規定する者に該当する疑いのある物を，試験のため必

要な最少分量に限り，収去させることができる。

・広島県では，毎年市場に流通している化粧品を収去

し，広島県保健環境センターにおいて検査を実施して

いる。

・検査を通して，製品の品質（表示等を含む）が保たれ

ているかどうかを検査している。
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ＧＱＰ／ＧＶＰ手順書についてＧＱＰ手順書ＧＱＰ手順書ＧＱＰ手順書ＧＱＰ手順書 ＧＶＰ手順書ＧＶＰ手順書ＧＶＰ手順書ＧＶＰ手順書１．市場への出荷に係る記録の作成 １．安全管理情報の収集２．適正な製造管理及び品質管理の確保 ２．安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案３．品質等に関する情報及び品質不良等の処理 ３．安全確保措置の実施（安全管理責任者から総括製造販売責任者への報告手順を含む。）４．回収処理 ４．製造販売後安全管理に関する業務にかかわる記録の保存５．文書及び記録の管理 ５．その他，製造販売後安全管理に関する業務を適正かつ円滑に実施するために必要な業務６．その他，品質管理業務・文書及び記録については，作成の日（手順書については使用しなくなった日）から，５年間保存すること。・実際の業務に手順書があっているか，定期的に確認すること。
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市場への出荷に係る記録の作成に関する手順

• 市場への出荷に係る記録を作成すること

（記録事項）

✔ 販売名 ✔ 出荷先 ✔ 出荷日

✔ 出荷数量 ✔ ロット 等 ロット単位の出納管理がされていないと，回収が生じた場合に範囲の限定が困難になり，市場流通品すべてを回収することになる
• 出荷判定基準に基づき，市場への出荷可否を決定

（市場出荷判定を製造業者に委託する場合）次の内容を製造業者と取り決めることが望ましい✔ 市場への出荷の管理の手順✔ 出荷判定者✔ 市場出荷判定の可否決定報告✔ 市場への出荷の管理手順に逸脱があった場合の報告✔ 製造販売業者からの定期的な確認 製販と製造所の出荷判定を区別し，それぞれ記録を作成すること。
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適正な製造管理及び品質管理の確保に関する手順

• 製造販売する製品が製造所において適正に製造されてい

るかを確認する。【実地による確認（定期的）】・製造所に赴き，構造設備，製造方法，試験方法，管理体制等を確認，記録を作成。・あらかじめ確認頻度，調査項目等を明確にしておく。【書面による確認（常時）】・製造記録，試験検査記録の確認（ロット毎が望ましい）・製造所による自己点検結果の確認
• 確認の結果，改善すべき事項が見つかった場合，

改善指示→改善報告→結果確認を行い，書面に記録する。各国における色素，防腐剤の許容基準は異なる。輸入化粧品を製造販売する場合は，必ず日本の化粧品基準に適合していることを確認すること。
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品質等に関する情報及び品質不良の処理に関する手順

製品流通後，品質に関する情報や品質不良の情報が

寄せられたとき，健康への影響を評価，原因究明等の

対処，記録に関することを規定する。

情報情報情報情報入手入手入手入手

↓ 品質に関する情報は，品質保証責任者に文書で提供

検討・評価・原因究明検討・評価・原因究明検討・評価・原因究明検討・評価・原因究明

↓ 品質不良又はそのおそれがあると判断した場合

↓ → 総括製造販売責任者に速やかに文書で報告

↓ → 総括製造販売責任者による回収・販売中止等の決定

改善措置の決定改善措置の決定改善措置の決定改善措置の決定

↓

改善措置の実施改善措置の実施改善措置の実施改善措置の実施

・情報入手から改善措置まで，対処を書面に記録，保管すること。・品質等に関する情報とは，容器，被包，表示等に係るものも含む（平成16年９月22日薬食発第0922001号）
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回収処理に関する手順

• 品質処理等が原因で回収をするときの行政への報告，

回収した製品の保管や処理，記録のとり方について規

定する。回収決定 都道府県報告 回収の概要 回収着手報告書 回収実施必要に応じ進捗状況報告 回収終了報告書
• 回収が必要な事態になった場合，迅速に保健衛生上の

被害の発生又は拡大防止を図る必要がある。連絡先，

報告様式をあらかじめ整理し，速やかに回収着手でき

るように規定しておくこと。

総括への報告記録作成
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その他必要な品質管理業務に関する手順

自己点検自己点検自己点検自己点検

✔ 自社の品質管理業務が適正に行われているかを確認。

✔ 自己点検実施計画の作成，自己点検の実施，結果の報

告。

※製造販売業と製造業の許可を持っている場合，それぞれ

の自己点検を混同しないように立場を明確にすること。

教育訓練教育訓練教育訓練教育訓練

✔ 品質管理業務に係る社員に対し，適切な対応ができるよう

教育訓練を行う。

✔ 教育訓練計画の作成，教育訓練の実施，実施の記録。
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【項目例】① 販売名② 製造販売届の届出年月日（医薬部外品の場合は，承認番号，承認年月日）③ 効能効果④ 用法用量または使用方法，使用上の注意⑤ 原料成分の名称，規格及び配合量⑥ 委託製造所の名称，所在地及び許可番号⑦ 製造方法⑧ 容器，包装形態及び表示内容⑨ 保管条件及び取扱い上の注意事項⑩ 製品規格及び試験検査方法⑪ 試験検査所の名称，所在地⑫ 出荷判定基準⑬ 製造業者との取決め内容⑭ その他必要な事項⑮ 制定者，制定年月日，改訂者，改訂年月日，改訂事項及び改訂理由

品質標準書（参考）
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【項目例】

① 製造業務の範囲

② 製造業務に係る製造管理及び品質管理並びに

出荷に関する手順

③ 製造方法，試験検査方法に係る技術的条件

④ 製造管理，品質管理についての製造販売業者に

よる定期的な確認の方法

⑤ 製品の運搬，受け渡し時の品質管理の方法

⑥ 品質に影響を及ぼす情報等について，製造販売

業者に対する速やかな連絡の方法及び責任者等

製造業者との取決め事項（参考）
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安全管理情報の収集

• 安全管理責任者は安全管理情報を収集し，その記

録を保存する。①医療関係者からの情報②学会報告，文献報告その他研究報告に関する情報③厚生労働省その他政府機関，都道府県及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構からの情報④外国政府，外国法人等からの情報⑤他の製造販売業者等からの情報⑥その他安全管理情報平成26年４月１日のＧＶＰ省令の改正により，化粧品等の製造販売業者が収集しなければならない情報の範囲について，医薬品の製造販売業者と同様に，収集義務の対象が追加された。 副作用報告の強化
・収集の結果，関連情報がなかった場合でも，情報がなかったことを記録し，保存する。・収集した安全管理情報は必ず検討し，結果を記録する。・品質保証責任者が把握する必要がある情報は，品質保証責任者に遅滞なく文書にて提供する。
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安全管理情報の検討及び安全確保措置の立案

（第８条準用）

• 検討結果に基づき安全確保措置の立案を行い，記

録を作成する。

✔ 廃棄，回収，販売の停止

✔ 添付文書の改訂

✔ 医療関係者への情報提供

✔ 法に基づく厚生労働大臣への報告

✔ その他安全確保措置

• 立案した安全確保措置について，総括製造販売責

任者に文書により報告し，その写しを保存する。
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安全確保措置の実施（第９条準用）

• 総括製造販売責任者は，安全確保措置案を

適正に評価し，安全確保措置を決定するとと

もに，それらの記録を作成し，保存する。

• 安全管理責任者は，安全確保措置を行い，

その記録を作成し，保存する。

• 安全確保措置の実施の結果等について，総

括製造販売責任者に文書により報告し，その

写しを保存する。

21

医薬部外品及び化粧品の副作用報告制度の

改正について（１）（平成26年４月１日から）

• 製造販売業者は，自社の製品による副作用・不具

合の発生や研究報告等を知ったときは，薬機法第

68条の10第１項に基づき厚生労働大臣に報告する

ことが義務付けられている。

• 報告が必要となる情報の範囲は薬機法施行規則に

おいて規定されているが，研究報告に加え，個別の

副作用症例についても報告を行うよう制度が強化さ

れた。ＧＶＰ手順書を改訂していない場合，ＧＶＰ手順書等に規定されている「収集対象」「副作用報告」を変更し，手順書を改訂すること。
22



医薬部外品及び化粧品による副作用のうち，個別報告が必要となる症例１ 死亡２ 障害３ 死亡，障害につながるおそれのある症例４ 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例５ 上記に掲げる省令に準じて重篤である症例６ 治療に要する期間が30日以上の症例７ 後世代における先天性の疾患又は異常
※報告に関しては，「医薬部外品及び化粧品に関する副作用報告等に関するQ&Aについて」（平成26年3月26日付け事務連絡）も参考にしてください。

重篤な副作用の報告 研究報告死亡または未知 既知医薬部外品化粧品 × → 〇（１５日以内） × → 〇（３０日以内） 〇（３０日以内）

医薬部外品及び化粧品の副作用報告制度の

改正について（２）（平成26年4月1日から）

23

自己自己自己自己点検（参考）点検（参考）点検（参考）点検（参考）

✔ 自社の安全管理業務が適正に行われているかを確認。

✔ 自己点検実施計画の作成，自己点検の実施，結果の報告。

教育訓練（参考）教育訓練（参考）教育訓練（参考）教育訓練（参考）✔ 安全管理業務に係る社員に対し，適切な対応ができるよう教育訓練を行う。✔ 教育訓練計画の作成，教育訓練の実施，実施の記録。
その他安全管理業務に関する手順

24



自主回収について【関連通知】平成26年11月21日付け薬食発1121第10号厚生労働大臣医薬食品局長通知「医薬品・医療機器等の回収について」【定義】・「回収」とは，製造販売業者等がその製造販売をし，製造をし又は承認を受けた医薬品・医療機器等を引き取ることをいう。「改修」及び「患者モニタリング」を含み，「在庫処理」及び「現品交換」を除く。また，製造販売業者等が新製品の発売に当たり，品質，有効性及び安全性に問題のない旧製品を引き上げる行為を除く。・「在庫処理」とは，製造販売業者等がその製造販売をし，製造をし，又は承認を受けた医薬品・医療機器等であって未だに販売していないもの又は未だに製造販売業者等の直接の管理下にあるものについて，製造販売業者等がこれらを引き取ることをいう。・「現品交換」とは，保健衛生上の問題が生じないことが明らかな場合であって，かつロット又はある一定範囲の医薬品・医療機器等，当該製品以外の医薬品・医療機器等に同様の瑕疵が生じないことが明らかなとき，製造販売業者等が当該医薬品・医療機器等を引き取り交換することをいう。
25

回収のクラス分類

不良医薬品・医療機器等の使用によりもたらされる健

康への危険性の程度により，以下のとおり個別回収ご

とにⅠ，Ⅱ又はⅢの数字を割り当てること（以下「クラ

ス分類」という。）とする。クラスクラスクラスクラス 定義定義定義定義クラス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をいう。クラスⅡ その製品の使用等が，一時的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時による重篤な健康被害のおそれはまず考えられない状況をいう。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をいう。
リスク大
※ 回収は，基本的にはクラスⅡに該当すると考える。

26



回収の要否及び回収事例

１．何らかの不良により有効性及び安全性に問題がある場合。

２．法又は承認事項等に違反する場合。

３．異物が混入又は付着している場合。

４．不良の範囲が特定できない場合。

回収回収回収回収のののの要否要否要否要否

回収事例回収事例回収事例回収事例・法定表示（ロット等）が抜けている場合（医薬部外品 法59条違反，化粧品 法61条違反）・化粧品の効能効果を逸脱する内容の表示をした場合（法66条違反）・全成分表示を英文と併記しており，英文の全成分表示に間違いがあった場合（法54条違反）・化粧品基準で配合禁止していることが判明した場合・変質，変敗している場合
市場への出荷の記録を作成する際に，ロット毎での記録作成をしていない場合，原則全ロット回収になる！

回収事例について
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/qdrugs-cosmetics/0002.html 27

２ 製造業について

製造業者の遵守事項（法第製造業者の遵守事項（法第製造業者の遵守事項（法第製造業者の遵守事項（法第17条第５項，規則条第５項，規則条第５項，規則条第５項，規則89条）条）条）条）・製造業者は，医薬部外品，化粧品の製造を実地に管理させるため，製造所ごとに責任者を置かなければならない。・製造業者は，責任技術者の意見を尊重しなければならない。・変更届，休廃止の届出（法第19条第２項）
責任技術者責任技術者責任技術者責任技術者の義務の義務の義務の義務（法第17条第６項準用第８条第１項）・従業者を監督すること・構造設備，医薬部外品，化粧品その他の物品を管理すること・業務につき必要な注意をすること（法施行規則第90条）・製造及び試験に関する記録その当該製造所の管理に関する記録を作成し，かつ３年間保管すること
構造構造構造構造設備（薬局等構造設備規則）設備（薬局等構造設備規則）設備（薬局等構造設備規則）設備（薬局等構造設備規則）医薬部外品製造業 一般区分・・・第１２条，包装等区分・・・第１２条の３化粧品製造業 一般区分・・・第１３条，包装等区分・・・第１３条の２

28



３ 最近の指摘事項 製造業に関すること製造業に関すること製造業に関すること製造業に関すること

手順書と業務の整合性がとれていない法令や通知の改正に対応できていない記録類が十分に作成されていないその他

製造販売業に関すること製造販売業に関すること製造販売業に関すること製造販売業に関すること

記録類が十分に作成されていない変更届が提出されていない原料，資材が適正に保管，管理されていないその他
29

製造販売業に関すること

（１）業務と手順書の整合性がとれていない・手順書に品質標準書を作成するよう規定しているのに，作成していない・手順書に，製造業者との取決めを行うよう規定されているのに，取決めを交わしていない・手順書に自己点検，教育訓練を実施するよう規定しているのに，実施している記録を確認できない
（２）法令や通知の改正に対応できていない・安全管理情報の収集先及び報告内容について，改正ＧＶＰ省令に則したものとしていない
（３）記録類が十分に作成されていない・市場への出荷可否決定通知に空欄がある
（４）その他

・記録を必要年限保存していない

30



製造業に関すること

（１）記録類が十分に作成されていない・製造記録に空欄がある
（２）変更届が提出されていない・責任技術者，構造設備が変更したにもかかわらず変更届を提出していない・試験検査機関を追加したにもかかわらず，変更届を提出していない
（３）原料，資材が適正に保管，管理されていない・原料が製造所外に保管されていた

31

４ 最近のトピックス

グリコール酸【厚生労働省】「毒物及び劇物取締法」における毒物指定の観点から，薬事・食品衛生審議会薬事分科会毒物劇物部会毒物劇物調査会の評価を受け，グリコール酸について，3.6 %を超えて使用する場合には劇物指定となる。（平成28年７月１日付け改正指定令公布）グリコール酸の劇物指定による影響適用除外濃度を超えて化粧品に配合する場合は，「毒物及び劇物取締法」の適用を受けるため，上限を超えての配合は実質上できなくなる。
ただし，製剤中でのフリーのグリコール酸が3.6 ％以下の場合は

劇物にはならない。

安全性情報に関する情報について

32



トリクロサン【ＦＤＡ（米国食品医薬品局）】ＦＤＡは，平成28年９月２日，トリクロサン等，19種の抗菌剤を含む石けんなどの販売を禁止する声明を発表した。通常の石けんと比べて殺菌性に優れているとは言えず，長期使用の安全性も検証されていないという理由。【厚生労働省】ＦＤＡの措置を踏まえ，薬用石けんに関し，対象成分を含有しない製品への切り換えを促した。対象成分を含有する石けん（薬用石けんを除く。）も，同様に対象成分を含有しない製品への切り換えを検討すること。（平成28年９月30日付け通知）
33

【厚生労働省】使用方法を誤るとかぶれ等の皮膚障害を引き起こすおそれがあることから，「染毛剤，脱色剤及び脱洗剤の使用上の注意について」を発出。使用上の注意を染毛剤等に添付されている文書等に適切に記載するよう指導。（平成19年12月26日付け通知）毛染めによる皮膚障害の発症や重篤化を防止するため，製造販売業者は，消費者に対し適切な情報提供を徹底すること。（平成27年10月23日付け通知）（１）酸化染毛剤やアレルギーの特性について（２）対応策等について（一部抜粋）・使用者は，皮膚アレルギー試験を実施する等，使用上の注意を遵守すること。・酸化染毛剤を使用して，かゆみ，赤み等の異常を感じた場合は，使用をやめ，医療機関を受診する等の適切な対応をとること。

染毛剤，脱色剤及び脱染剤の使用上の注意について

（製造販売業者への注意喚起及び周知徹底依頼）

消費者安全調査委員会が，毛染めによる皮膚障害について取りまとめ，厚生労働大臣に意見を提出
使用説明書に新たに次の事項を明瞭に記載すること。（平成28年７月12日付け通知）・今まで，染毛剤でかぶれたことのある者は使用しないこと。・染毛剤によるアレルギーのリスクについて，消費者に分かりやすく伝わるよう，具体的に記載すること。

34



化粧品のインターネット広告について

医薬品等適正広告基準に照らして，約85％の広告・表示が「問題のおそれのある表現」とされた
調査対象；スキンケア系12種類のキーワード検索により表示されたリスティング広告（検索連動型広告）と，その先にリンクが張られた商品説明ページ

平成28年７月～８月に，公益社団法人日本広告審査機構（ＪＡＲＯ）と日本化粧品工業連合会（粧工連）が共同して，化粧品（薬用化粧品を含む）のインターネット上の広告・表示の調査（調査対象件数；300件）を実施
キーワード；「スキンケア 化粧水」「スキンケア ローション」「スキンケア 美容液」「スキンケア 乳液」「スキンケア クリーム」「スキンケア オールインワン」「化粧水」「美容液」「乳液」「ローション」「クリーム」「オールインワン」

35

スライド36～41は平成28年10月12日付け公益社団法人日本広告審査機構及び日本化粧品工業連合会 ＮＥＷＳＲＥＬＥＡＳＥ及びＪＡＲＯセミナー（インターネット上の化粧品の広告・表示に関する実態調査結果報告）より抜粋36
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表示について化粧品のインターネット広告，表示についても，より一層細心の注意を払い，広告宣伝の適正化に努めること①直接の容器，外箱，添付文書への表示事項（薬機法第５９条～第６２条）②用法，用量その他使用及び取扱い上の必要な注意の記載③医薬部外品及び化粧品の効能効果を逸脱した表現・医薬部外品は，承認書にある効能効果・化粧品は，５６の効能効果「化粧品の効能効果の範囲について」（平成23年７月21日付け薬食発0721第１号）・直接の容器，外箱，添付文書の表示の確認が必要④他法令の表示に係る規制・公正競争規約（化粧品，化粧石けん，歯みがき類）・不当景品類及び不当表示防止法・容器方法リサイクル法⑤適正広告について・薬機法第６６条・薬機法第６８条 承認前の医薬品等の広告の禁止・医薬品等適正広告基準について（昭和５５年通知，平成１４年改正）・化粧品における特定成分の特記表示について・日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」
42



医薬部外品の承認基準について医薬部外品のうち，一部の種類については，承認基準が定められており，承認権限が都道府県知事に委任されている。 【基準通知】 【地方委任告示】
1 染毛剤 平成27年3月25日 平成6年6月2日
2 パーマネント・ウェーブ用剤 平成27年3月25日 平成6年6月2日
3 薬用歯みがき類 平成27年3月25日 平成6年6月2日
4 清浄綿 平成9年3月24日 平成6年6月2日
5 浴用剤 平成27年3月25日 平成23年6月27日
6 健胃清涼剤 平成11年3月12日 平成6年6月2日
7 ビタミン剤 平成11年3月12日 平成6年6月2日
8 あせも・ただれ用剤 平成11年3月12日 平成23年6月27日
9 うおのめ・たこ用剤 平成11年3月12日 平成23年6月27日
10 かさつき・あれ用剤 平成11年3月12日 平成23年6月27日
11 カルシウム剤 平成11年3月12日 平成23年6月27日
12 のど清涼剤 平成11年3月12日 平成23年6月27日
13 ビタミン含有保健剤 平成11年3月12日 平成23年6月27日
14 ひび・あかぎれ用剤 平成11年3月12日 平成23年6月27日
15 生理処理用品 平成27年3月25日 平成6年6月2日承認基準の範囲を超えるものは大臣承認 43

医薬部外品の承認基準改正

染毛剤，パーマネント・ウェーブ用材，薬用歯みがき類，浴用剤，生理処理用品の５基準を対象染毛剤等の承認基準について，見直しに着手 種別 承認基準改正１ 染毛剤 平成２７年３月２５日２ パーマネント・ウェーブ用剤 平成２７年３月２５日３ 薬用歯みがき類 平成２７年３月２５日４ 浴用剤 平成２７年３月２５日５ 生理処理用品 平成２７年３月２５日➢有効成分の追加硝酸カリウム➢効能又は効果の追加歯がしみるのを防ぐ➢洗口液の基準を追加染毛剤 パーマネント・ウェーブ用剤 薬用歯みがき類 浴用剤➢有効成分の追加硫酸2,2-[（4‐アミノフェニル）イミノ]ビスエタノール ➢縮毛矯正の施術方式の追加高温整髪用アイロンを使用するコールド二浴式縮毛矯正剤➢品質規格の見直し ➢わかりやすい効能表現生理処理用品➢生理処理用品材料の追加疎水性ゼオライト➢品質規格の見直し日局１６等の公定書に準じた整備，変更 所要の記載整備※平成28年３月25日付け事務連絡「医薬部外品の承認基準等の取扱いに関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について」も参考にしてください。
平成28年１月27日付け通知にて「添加物リスト」が見直された平成28年３月15日付け事務連絡にて「製造販売承認等に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について」が見直された
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お願い

１ 許可更新申請は２～３か月前に行ってください申請手数料は現金納付となりました手続きすれば，納付書納付も可能です
２ 電子申請システムで申請書・届出書を作成するときは，

許可番号，年月日及び業者コードは正確にご記入ください・化粧品製造販売届の製造所許可番号を間違えると，システム上，縁もゆかりもない製造所で製造していることになる・許可年月日：許可有効期間の開始日・業者コード（９桁）：業者番号（６桁＋000）
:事業所番号（６桁＋001, 002, ・・・）
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日々の業務に役立つことを何かひとつでも見つ

けて帰っていただけたら幸いです。

御清聴ありがとうございました。

広島県健康福祉局薬務課製薬振興グループ☎ 082-513-3223（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
fuyakumu@pref.hiroshima.lg.jp
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