
平成２６年度 広島県医薬品等製造

販売（製造）業管理者等講習会

平成２６年１０月２８日（火） 14:10～15:10（１ｈ） 医薬品

広島県健康福祉局薬務課製薬振興グループ
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※ 一部、配布資料にないスライドがあります。

※ 手数料の支払いが、Ｈ２６．１１．１から証紙が廃止となり、現金払いとなります。



１ 本日の目標

（１） 法改正の背景、目的、概要の理解

（２） 「何をやらないといけないか？」の理解

（３） 「どうやるのか？」の材料提供

※ 県内企業に関係のあるトピックスに絞って

資料を作成しています。

２ 本日のトピックス

（１） 薬事法改正について

（２） 医療用ガスについて

（３） PIC/S対応，QRM，回収事例及び広島県の取

組について
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3

（法律の改正・・・）

このままじゃ、ダメなんだ、と。

講習会受講後

どこまでやれるか、試したいの

講習受講前



１－１ 薬事法改正（医薬品医療機器等法）の背景（概略）

～ なぜ薬事法が改正されたのか ～

• 平成平成平成平成25年年年年6月月月月14日日日日 「日本再興戦略「日本再興戦略「日本再興戦略「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」が閣議決定」が閣議決定」が閣議決定」が閣議決定

※ 骨太な規制改革を進めるため，薬事法改正法案の早期成立を目指す。

• 平成25年11月27日「薬事法等の一部を改正する法律（平成25年法律

第84号）」が公布

• 平成26年6月24日に日本再興戦略2014が閣議決定

（世界に先駆けた革新的医薬品・医療機器等の実用化の推進「薬事戦略パッケージ」等）

• 平成25年6月14日に健康・医療戦略（内閣官房長官・厚生労働大臣・関係大臣
申合せ）①健康長寿社会の実現，②経済成長への寄与，③世界への貢献

• 平成26年5月23日に健康・医療戦略推進法成立（第186回通常国会）

• 同日付で独立行政法人日本医療研究開発機構法が成立。

医療分野の研究開発及びその環境の整備の実施・助成等の業務を行う新規の独立行政

法人を設立する。

• 平成26年7月22日に健康・医療戦略が閣議決定

• 平成26年11月25日が「医薬品・医療機器等法」の施行日
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１－２ 薬事法等（医薬品医療機器等法）の改正の背景について

～ なぜ薬事法が改正されたのか ～

１ 日本再興戦略日本再興戦略日本再興戦略日本再興戦略-JAPAN is BACK-が平成が平成が平成が平成25年年年年6月月月月14日付け閣議決定された。日付け閣議決定された。日付け閣議決定された。日付け閣議決定された。

２ その中で，委縮せずフロンティアにチャレンジできる仕組みの構築の一つとし

て，薬事法改正などの骨太な規制改革を進めることにより新たなフロンティアを

切り拓くこととされた。

３ 日本再興戦略に基づく戦略市場創造プランにおいて，医薬品・医療機器開発，

再生医療研究を加速させる規制・制度改革として下記のとおり記載された。

・薬事法等改正法案（医療機器の民間の第三者機関による認証の拡大，

再生医療等製品の条件・期限付での早期承認制度の創設等），（中

略）・・・早期の成立を目指す。

４ これを受けて厚生労働省は薬事法改正に着手し，平成25年11月27日付で「薬

事法等の一部を改正する法律（平成25年法律第84号）」が公布され，施行期日

は公布の日から１年を超えない範囲内において政令で定める日とされた。

５ 平成26年7月25日に閣議決定された政令により，施行日は平成26年11月25日

と規定された。
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１－３１－３１－３１－３ 改正内容の概要改正内容の概要改正内容の概要改正内容の概要

法律名称法律名称法律名称法律名称がががが「薬事法」「薬事法」「薬事法」「薬事法」⇒⇒⇒⇒「医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の「医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の「医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の「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」確保等に関する法律」確保等に関する法律」確保等に関する法律」

※※※※略称は「医薬品・医療機器等法」に！（「いわゆる薬事法」ではありません。）略称は「医薬品・医療機器等法」に！（「いわゆる薬事法」ではありません。）略称は「医薬品・医療機器等法」に！（「いわゆる薬事法」ではありません。）略称は「医薬品・医療機器等法」に！（「いわゆる薬事法」ではありません。）

１１１１ 添付文書の届出義務化に代表される安全管理体添付文書の届出義務化に代表される安全管理体添付文書の届出義務化に代表される安全管理体添付文書の届出義務化に代表される安全管理体

制の強化制の強化制の強化制の強化

２２２２ 医療医療医療医療機器の特性を機器の特性を機器の特性を機器の特性を踏まえた章立て、規制踏まえた章立て、規制踏まえた章立て、規制踏まえた章立て、規制のののの構築構築構築構築

３３３３ 再生再生再生再生医療等製品医療等製品医療等製品医療等製品の仮承認制度を含む新設の仮承認制度を含む新設の仮承認制度を含む新設の仮承認制度を含む新設

医薬品等の製造販売業者，製造業者が，これまで以上に医療現場との連携を

密に取り，開発段階から市販後の対応まで含めて，情報を更新・対応し続けること

が求められる。（チャンスと捉えるか，リスクと捉えるかで対応が変わる）
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改正内容の全体を把握するには，「薬事法等の一部を改正する法律等の施行等につ

いて」(平成26年８月６日薬食発0812第３号医薬食品局長通知)をご覧ください。



１－４１－４１－４１－４ 薬事法薬事法薬事法薬事法等の一部を改正する法律の概要等の一部を改正する法律の概要等の一部を改正する法律の概要等の一部を改正する法律の概要（平成（平成（平成（平成25252525年法律第年法律第年法律第年法律第84848484号）号）号）号）

医薬品、医療機器等の安全かつ迅速な提供の確保を図るため，添付文書の届出義務の創設，

医療機器の登録認証機関による認証範囲の拡大，再生医療等製品の条件及び期限付承認制度の

創設等の所要の措置を講ずる。

１１１１ 医医医医薬品，医療薬品，医療薬品，医療薬品，医療機器等に係る安全対策の強化機器等に係る安全対策の強化機器等に係る安全対策の強化機器等に係る安全対策の強化

(1) 薬事法の目的に，保健衛生上の危害の発生・拡大防止のため必要な規制を行うことを明示する。

(2) 医薬品等の品質，有効性及び安全性の確保等に係る責務を関係者に課す。

(3) 医薬品等の製造販売業者は，最新の知見に基づき添付文書を作成し，厚生労働大臣に届け出るものとする。

２２２２ 医療機器の特性を踏まえた規制の構築医療機器の特性を踏まえた規制の構築医療機器の特性を踏まえた規制の構築医療機器の特性を踏まえた規制の構築

(1) 医療機器の製造販売業・製造業について，医薬品等と章を区分して規定する。

(2) 医療機器の民間の第三者機関による認証制度を，基準を定めて高度管理医療機器にも拡大する。

(3) 診断等に用いる単体プログラムについて，医療機器として製造販売の承認・認証等の対象とする。

(4) 医療機器の製造業について，許可制から登録制に簡素化する。

(5) 医療機器の製造・品質管理方法の基準適合性調査について，合理化を図る。

３３３３ 再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築

(1) 「再生医療等製品」を新たに定義するとともに，その特性を踏まえた安全対策等の規制を設ける。

(2) 均質でない再生医療等製品について，有効性が推定され，安全性が認められれば，特別に早期に，

条件及び期限を付して製造販売承認を与えることを可能とする。

４４４４ その他その他その他その他

薬事法の題名を「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」に改めるほか，

所要の改正を行う。

公布の日から１年を超えない範囲内において政令で定める日

（公布日：平成25年11月27日，施行日：平成26年11月２５日）

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 法律の概要法律の概要法律の概要法律の概要

ⅡⅡⅡⅡ 施行日施行日施行日施行日

施行まで残り１か月弱…
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１－５１－５１－５１－５ 薬事法改正（一般用医薬品の販売）の経緯と概要薬事法改正（一般用医薬品の販売）の経緯と概要薬事法改正（一般用医薬品の販売）の経緯と概要薬事法改正（一般用医薬品の販売）の経緯と概要

最高裁判決により、厚生労働省令で一律に第一類・第二類医薬品の郵便等販売を禁止してい

ることは、薬事法の委任の範囲を逸脱し、違法・無効とされた。

平成21年５月 ：医薬品のネット販売企業等が国を提訴

（第一類・第二類医薬品のネット販売を行う権利の確認等を求める。）

平成25年１月 ：最高裁判決（厚生労働省令で一律に第一類・第二類医薬品の郵便等販売を禁止して

いることは、薬事法の委任の範囲を逸脱し、違法・無効とされた。）

11月12日：「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案」を提出

12月５日：成立 12月13日：公布

平成26年６月12日：施行

医療用医薬品医療用医薬品医療用医薬品医療用医薬品

（処方薬）

対面販売

（法律）

一般用医薬品一般用医薬品一般用医薬品一般用医薬品

第１類

ネット販売可

第３類

ネット販売可

第２類

ネット販売可

スイッチ直後品目（原則３年後）

要
指
導
医
薬
品

要
指
導
医
薬
品

要
指
導
医
薬
品

要
指
導
医
薬
品

対
面

販
売

注１）要指導医薬品の指定の要否については、薬事・食品衛生審議会要指導・一般用医薬品部会にて審議。

注２）要指導医薬品から一般用医薬品への移行の可否については、重篤な副作用の発生状況を踏まえ、安全対策調査会にて審議。

注３）薬局製造販売医薬品については、劇薬指定品目を除き、第１類医薬品と同様の販売方法とする。

注４）要指導医薬品は一般用医薬品に移行してから１年間は第１類医薬品となる。その後、１年間で１類～３類のいずれに分類するか

検討・決定する。

リスクリスクリスクリスク
高 低

○H2ブロッカーを含む一部の胃薬、毛髪用薬など○薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師による情報提供の情報提供の情報提供の情報提供の義務義務義務義務 ○かぜ薬、解熱鎮痛薬など○薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師又は登録販売者登録販売者登録販売者登録販売者による情報提供の努力義務情報提供の努力義務情報提供の努力義務情報提供の努力義務 ○ビタミン剤、整腸剤など○薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師又は登録販売者登録販売者登録販売者登録販売者が販売薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師による情報情報情報情報提供・指導提供・指導提供・指導提供・指導の義務の義務の義務の義務
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1-6-1 再生医療等製品に係る許可権者について

１ 製造販売業許可 → 広島県

２ 製造業許可 → 厚生労働省（県経由）

３ 販売業許可 → 広島県

法第二条（定義）

１～８（略）

９ この法律で「再生医療等製品」とは、次に掲げる物（医薬部外品及び化粧品を除く。）であつて、政

令で定めるものをいう。

一 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞

に培養その他の加工を施したもの

イ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成

ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防

二 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に

導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの

１０～１８（略）

9



1-6-2 製造販売業許可 → 広島県（法定受託）

法第二十三条法第二十三条法第二十三条法第二十三条のののの二十（製造販売業の許可）二十（製造販売業の許可）二十（製造販売業の許可）二十（製造販売業の許可）

再生医療等製品は、厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、業として、製造販売をしてはならない。

２（略）

政令第政令第政令第政令第80条第４項第１号条第４項第１号条第４項第１号条第４項第１号（都道府県等が処理する事務）（都道府県等が処理する事務）（都道府県等が処理する事務）（都道府県等が処理する事務）

第八十条 （略）２・３ （略）

４ 前三項に定めるもののほか、再生医療等製品に係る次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、

再生医療等製品を製造販売しようとする者の法第二十三条の三十四第二項に規定する再生医療等製品

総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労

働大臣が第二号に掲げる権限に属する事務（法第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の四、第七

十三条並びに第七十五条第一項に規定するものに限る。）を自ら行うことを妨げない。

一 法第二十三条の二十第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目

的とされている再生医療等製品の製造販売に係るもの

二（略）

５～９（略）

施行規則第百三十七条施行規則第百三十七条施行規則第百三十七条施行規則第百三十七条のののの二（再生医療等製品の製造販売業の許可の申請）二（再生医療等製品の製造販売業の許可の申請）二（再生医療等製品の製造販売業の許可の申請）二（再生医療等製品の製造販売業の許可の申請）

法第二十三条の二十第一項の再生医療等製品の製造販売業の許可の申請は、様式第九による申請書

を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出すること

によつて行うものとする。

２～４（略）

広島県手数料条例（再生医療等製品の製造販売業の許可）広島県手数料条例（再生医療等製品の製造販売業の許可）広島県手数料条例（再生医療等製品の製造販売業の許可）広島県手数料条例（再生医療等製品の製造販売業の許可）

申請手数料申請手数料申請手数料申請手数料 １４９，８００円１４９，８００円１４９，８００円１４９，８００円 更新手数料更新手数料更新手数料更新手数料 １３８，０００円１３８，０００円１３８，０００円１３８，０００円
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1-6-3 製造業許可 → 地方厚生局長（広島県は経由事務）

法第二十三条法第二十三条法第二十三条法第二十三条のののの二十二（製造業の許可）二十二（製造業の許可）二十二（製造業の許可）二十二（製造業の許可）

再生医療等製品の製造業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品の製造をして

はならない。

２ 前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。

３～７（略）

法第二十三条の四十一（都道府県知事の経由）法第二十三条の四十一（都道府県知事の経由）法第二十三条の四十一（都道府県知事の経由）法第二十三条の四十一（都道府県知事の経由）

１（略）

２ 第二十三条の二十二第一項若しくは第六項の許可，同条第三項（同条第七項において準用する

場合を含む。）の許可の更新若しくは第二十三条の三十四第三項の承認の申請又は第二十三条の

三十六第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければなら

ない。

３（略）

施行規則第百三十七条施行規則第百三十七条施行規則第百三十七条施行規則第百三十七条のののの八（製造業の許可の申請）八（製造業の許可の申請）八（製造業の許可の申請）八（製造業の許可の申請）

法第二十三条の二十二第一項の再生医療等製品の製造業の許可の申請は、様式第十二による申

請書（正本一通及び副本二通）を第二百八十一条の規定により当該許可の権限に属する事務を行う

こととされた地方厚生局長に提出することによつて行うものとする。

２，３（略）

施行規則第百三十七条施行規則第百三十七条施行規則第百三十七条施行規則第百三十七条のののの九九九九（製造業の許可の区分（製造業の許可の区分（製造業の許可の区分（製造業の許可の区分））））

法第二十三条の二十二第二項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品の製造業の許可

の区分は、次のとおりとする。

一 再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの（次号に掲げるものを除く。）

二 再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

再生医療等製品再生医療等製品再生医療等製品再生医療等製品はははは，，，，医医医医薬品での生物学的製剤区分と同様薬品での生物学的製剤区分と同様薬品での生物学的製剤区分と同様薬品での生物学的製剤区分と同様にににに，すべて生物学的製剤区分，すべて生物学的製剤区分，すべて生物学的製剤区分，すべて生物学的製剤区分

になると想定されるため，都道府県の法定受託事務ではない。になると想定されるため，都道府県の法定受託事務ではない。になると想定されるため，都道府県の法定受託事務ではない。になると想定されるため，都道府県の法定受託事務ではない。 11



1-6-4 販売業許可 → 広島県（自治事務）

法第四十条法第四十条法第四十条法第四十条のののの五（再生医療等製品の販売業の許可）五（再生医療等製品の販売業の許可）五（再生医療等製品の販売業の許可）五（再生医療等製品の販売業の許可）

再生医療等製品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、再生

医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若し

くは陳列してはならない。ただし、再生医療等製品の製造販売業者がその製

造等をし、又は輸入した再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業

者、製造業者又は販売業者に、厚生労働大臣が指定する再生医療等製品

の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した当該再生医療等製品を

医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施

設の開設者に、再生医療等製品の製造業者がその製造した再生医療等製

品を再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、

授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するとき

は、この限りでない。

２ 前項の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が

与える。

３（略）

４ 第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経

過によつて、その効力を失う。

５（略）

広島県手数料条例（再生医療等製品の販売業の許可）広島県手数料条例（再生医療等製品の販売業の許可）広島県手数料条例（再生医療等製品の販売業の許可）広島県手数料条例（再生医療等製品の販売業の許可）

申請手数料申請手数料申請手数料申請手数料 ２９，０００円２９，０００円２９，０００円２９，０００円 更新手数料更新手数料更新手数料更新手数料 １１，０００円１１，０００円１１，０００円１１，０００円
12



1-7-1 安全対策の強化

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000053244.html

厚生労働省は，ノバルティスファーマに対して薬事法第７２条の４第１項の規

定に基づき行政処分を行い，平成26年７月31日付けで下記のとおり報道発

表を実施した。

・・・・ すべての製造販売業者がＧＶＰ体制についてすべての製造販売業者がＧＶＰ体制についてすべての製造販売業者がＧＶＰ体制についてすべての製造販売業者がＧＶＰ体制について

同様の不備がないか見直す必要がある。同様の不備がないか見直す必要がある。同様の不備がないか見直す必要がある。同様の不備がないか見直す必要がある。

・・・・ 69条権限を有する都道府県においても，ＧＶＰ条権限を有する都道府県においても，ＧＶＰ条権限を有する都道府県においても，ＧＶＰ条権限を有する都道府県においても，ＧＶＰ

について重点的に監視を行う必要がある。について重点的に監視を行う必要がある。について重点的に監視を行う必要がある。について重点的に監視を行う必要がある。

13



1-7-2 「最新の論文その他の知見に基づく添付文書作成」の考え方

• 最新の論文その他により得られた知見に基づく最新の論文その他により得られた知見に基づく最新の論文その他により得られた知見に基づく最新の論文その他により得られた知見に基づく添付添付添付添付文文文文

書作成は、書作成は、書作成は、書作成は、適切な製造販売後安全管理が行われること適切な製造販売後安全管理が行われること適切な製造販売後安全管理が行われること適切な製造販売後安全管理が行われること

により達成されるにより達成されるにより達成されるにより達成されるもの。もの。もの。もの。

• 具体的に具体的に具体的に具体的には、は、は、は、法第法第法第法第68686868条の９第１項（危害防止義務）や、条の９第１項（危害防止義務）や、条の９第１項（危害防止義務）や、条の９第１項（危害防止義務）や、

GVPGVPGVPGVP省令に省令に省令に省令に基づき、当該製品に係る副作用情報等の安基づき、当該製品に係る副作用情報等の安基づき、当該製品に係る副作用情報等の安基づき、当該製品に係る副作用情報等の安

全管理情報の収集に務めるとともに、それらを適切に全管理情報の収集に務めるとともに、それらを適切に全管理情報の収集に務めるとともに、それらを適切に全管理情報の収集に務めるとともに、それらを適切に

評価し、必要な注意喚起等を添付文書に速やかに反映評価し、必要な注意喚起等を添付文書に速やかに反映評価し、必要な注意喚起等を添付文書に速やかに反映評価し、必要な注意喚起等を添付文書に速やかに反映

すること等により実施されることとなる。すること等により実施されることとなる。すること等により実施されることとなる。すること等により実施されることとなる。

14

（添付文書等の記載事項）（添付文書等の記載事項）（添付文書等の記載事項）（添付文書等の記載事項）

第五十二条 医薬品は、これに添付する文書又はその容器若しくは被包（以下この条において「添付文書等」とい

う。）に、当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、次に掲げる事項（次項及び次

条において「添付文書等記載事項」という。）が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段

の定めをしたときは、この限りでない。

届出対象外品目も含まれるので，各社での対応を届出対象外品目も含まれるので，各社での対応を届出対象外品目も含まれるので，各社での対応を届出対象外品目も含まれるので，各社での対応を

お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。



1-7-3 添付文書届出制の対象品目

対象品目対象品目対象品目対象品目 対象外の品目対象外の品目対象外の品目対象外の品目

医薬品医薬品医薬品医薬品

・医療用医薬品（薬局医薬品）・医療用医薬品（薬局医薬品）・医療用医薬品（薬局医薬品）・医療用医薬品（薬局医薬品）

ただし、以下を除く。ただし、以下を除く。ただし、以下を除く。ただし、以下を除く。

・体外診断用医薬品・体外診断用医薬品・体外診断用医薬品・体外診断用医薬品

・承認不要医薬品・承認不要医薬品・承認不要医薬品・承認不要医薬品

・薬局製造販売医薬品・薬局製造販売医薬品・薬局製造販売医薬品・薬局製造販売医薬品

・要指導医薬品・要指導医薬品・要指導医薬品・要指導医薬品

一般用医薬品一般用医薬品一般用医薬品一般用医薬品

左欄の例外品目左欄の例外品目左欄の例外品目左欄の例外品目

医療機器医療機器医療機器医療機器 クラスクラスクラスクラスⅣⅣⅣⅣ医療機器医療機器医療機器医療機器 クラスクラスクラスクラスⅠⅠⅠⅠ～～～～ⅢⅢⅢⅢ医療機器医療機器医療機器医療機器

再生医療等製品再生医療等製品再生医療等製品再生医療等製品 すべての品目（すべての品目（すべての品目（すべての品目（※※※※法律の規定）法律の規定）法律の規定）法律の規定） ―

15

（添付文書等記載事項の届出等）（添付文書等記載事項の届出等）（添付文書等記載事項の届出等）（添付文書等記載事項の届出等）

第五十二条の二 医薬品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品厚生労働大臣が指定する医薬品厚生労働大臣が指定する医薬品厚生労働大臣が指定する医薬品の製造販売をするときは、あらか

じめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の添付文書等記載事項のうち使用及び取扱い上の必

要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようと

するときも、同様とする。

� 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52条の２第１項及び第条の２第１項及び第条の２第１項及び第条の２第１項及び第63条の３第１条の３第１条の３第１条の３第１

項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療機器（平成項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療機器（平成項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療機器（平成項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療機器（平成26年厚生労働省告示第年厚生労働省告示第年厚生労働省告示第年厚生労働省告示第320号）号）号）号）

医療用ガスは対象品目医療用ガスは対象品目医療用ガスは対象品目医療用ガスは対象品目



1-7-4 届出と公表

16

（添付文書等記載事項の届出等）（添付文書等記載事項の届出等）（添付文書等記載事項の届出等）（添付文書等記載事項の届出等）

第五十二条の二 （略）

２ 医薬品の製造販売業者は、前項の規定による届出をしたときは、直ちに、当該医薬品の添付文書等記載事項

について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省

令で定めるものにより公表しなければならない。

� 公表方法は公表方法は公表方法は公表方法は機構ウェブサイトへの掲載による公表機構ウェブサイトへの掲載による公表機構ウェブサイトへの掲載による公表機構ウェブサイトへの掲載による公表とする。とする。とする。とする。（施行規則（施行規則（施行規則（施行規則第第第第216216216216条の７条の７条の７条の７））））

� 届出日から、実際の変更日まで間がある場合には、変更日に合わせて公表す届出日から、実際の変更日まで間がある場合には、変更日に合わせて公表す届出日から、実際の変更日まで間がある場合には、変更日に合わせて公表す届出日から、実際の変更日まで間がある場合には、変更日に合わせて公表す

ることで差し支えない。ることで差し支えない。ることで差し支えない。ることで差し支えない。

� 施行日施行日施行日施行日に既に承認されている品目については、機構ウェブサイトに掲載されてに既に承認されている品目については、機構ウェブサイトに掲載されてに既に承認されている品目については、機構ウェブサイトに掲載されてに既に承認されている品目については、機構ウェブサイトに掲載されて

いる添付文書等記載事項により、届出が行われたものとみなす。いる添付文書等記載事項により、届出が行われたものとみなす。いる添付文書等記載事項により、届出が行われたものとみなす。いる添付文書等記載事項により、届出が行われたものとみなす。

- 添付文書届出の経過措置期間は施行後７日間のみ。添付文書届出の経過措置期間は施行後７日間のみ。添付文書届出の経過措置期間は施行後７日間のみ。添付文書届出の経過措置期間は施行後７日間のみ。

現在製造販売されており，現在製造販売されており，現在製造販売されており，現在製造販売されており，届出対象の医薬品等品目に届出対象の医薬品等品目に届出対象の医薬品等品目に届出対象の医薬品等品目については、できるだけついては、できるだけついては、できるだけついては、できるだけ

施行日（平成施行日（平成施行日（平成施行日（平成26年年年年11月月月月25日日日日）までに機構ウェブサイトへの掲載が必要。）までに機構ウェブサイトへの掲載が必要。）までに機構ウェブサイトへの掲載が必要。）までに機構ウェブサイトへの掲載が必要。



1-7-5 添付文書の省略

- 医療機器又は体外診断用医薬品を医療機関等に販売する際に、添付文書等記載事

項が機構ウェブサイトに掲載されていること等の条件を満たし、かつ、販売先の医療

機関等の承諾を得ている場合に限り、これらの添付文書の製品への添付を省略でき

ることとする。（法第52条第２項、第63条の２第２項関係）

具体的には，次の通知や事務連絡を参照してください（医薬品は対象外）。

17



1-7-6 安全対策に関するその他改正事項

• ＧＶＰ省令の名称が変更された

� 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療

等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令

• 安全管理業務の再委託について，安全管理情報の収集

及び解析，安全確保措置の実施に限り可能とした。

• コンビネーション製品の不具合報告について，機械器具

部分の不具合は医薬品製造販売業者からの不具合報告

として義務化（施行規則第228条の20第３項）

※ 医薬品リスク管理計画（RMP：Risk Management Plan）指針の
後発医薬品への適用等について等，対応漏れがないようにご注

意ください。

18



1-8-1 法改正関係のホームページ

次の厚生労働省ＨＰに，随時法律から関係通知まで

掲載されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/buny

a/0000045726.html

19



1-8-2 医薬品の販売制度のホームページ

次の厚生労働省ＨＰに，随時法律から関係通知まで

掲載されています。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippany

ou/131218-1.html

20



1-8-3 広島県の厚生労働省薬事関係通知集【平成26年７月１

日から12月31日まで】ホームページ

厚生労働省やＰＭＤＡから都道府県宛てに発出される通知

文等を掲載しています。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/59/tuc

hisyu26-2.html

通知集ページ一覧はこちらです
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１ 本日の目標

（１） 法改正の背景、目的、概要の理解

（２） 「何をやらないといけないか？」の理解

（３） 「どうやるのか？」の材料提供

※ 県内企業に関係のあるトピックスに絞って

資料を作成しています。

２ 本日のトピックス

（１） 薬事法改正について

（２）（２）（２）（２） 医療用ガスについて医療用ガスについて医療用ガスについて医療用ガスについて

（３） PIC/S対応，QRM，回収事例及び広島県の取

組について

22



2-1 医療用ガスの現状

PIC/S加盟申請時に，PIC/Sガイドラインの取り込み方法につ

いて検討が行われた。

PMDA講習会

資料より

23



2-2 医療用ガスの将来

将来的には，医療用ガスも原則ＧＭＰ適用となる

可能性が示唆された

PMDA講習会

資料より
24



2-3 PIC/Sの加盟について

平成26年7月1日付けで日本の加盟が承認された。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000046256.html
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2-4 医療用ガスに関する製造管理及び品質管理の

基準（自主基準）について

平成24年２月13日付けで厚労省監麻課から事

務連絡により発出された。

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/47525.pdf

目次

１．対象範囲

２．目的

３．定義

４．医療用ガスの製造管理及び品質管理

５．組織及び職員

６．構造設備

７．文書及び記録の管理

８．製造管理

９．品質管理

10．製品の品質等に関するその他事項

11．自己点検

12．教育訓練

医療用ガスは，現状

ではＧＭＰ対象では

ありませんが，各社

で自主基準への御対

応をお願い致します。

26



2-5 医療用ガスの製造業更新調査時における主な

確認事項について

１ 従業員数

２ 生産品目及び生産能力

３ 敷地面積や建物の概要

４ 薬局等構造設備規則への適合性

５ 製造設備の概要（製造設備施設，貯蔵設備

施設，試験検査設備施設）

６ 管理体制

製造販売業者との取決め状況，試験検査の頻

度や項目，ＧＣの管理，医薬用外毒物劇物の保管

・ 業許可更新申請は，許可期限の２か月前までに御提出ください。

・ 実地での更新調査時にも御協力をお願いします。 27



１ 本日の目標

（１） 法改正の背景、目的、概要の理解

（２） 「何をやらないといけないか？」の理解

（３） 「どうやるのか？」の材料提供

※ 県内企業に関係のあるトピックスに絞って

資料を作成しています。

２ 本日のトピックス

（１） 薬事法改正について

（２） 医療用ガスについて

（３） PIC/S対応，QRM，回収事例及び広島県の取

組について

28



3-1-1 「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

する省令の取扱いについて」（平成25年8月30日付け薬食監麻発0830第1号）

いわゆるPIC/S加盟のための「６つのギャップ」

① 品質リスクマネジメントの活用

② 製品品質の照査

③ 安定性モニタリングの実施

④ 参考品と保存品（最終製品に加えて原材料も保管）

⑤ 原料等の供給者管理

⑥ バリデーション基準の全面改定

広島県が実施するＧＭＰ調査においても，６つのギャップに対応

するため，ＰＩＣ／Ｓのサイトマスタープランを参考とした事前提出資

料の提出を依頼しています。

ＧＭＰ申請前に，各社で「６つのギャップ」への対応状況の御確認

をお願いします。

29



3-1-2「品質リスクマネジメント」について

品質リスクマネジメントの考え方を取り込んだ品質リスクマネジメントの考え方を取り込んだ品質リスクマネジメントの考え方を取り込んだ品質リスクマネジメントの考え方を取り込んだ品質保証品質保証品質保証品質保証システムをシステムをシステムをシステムを

運用運用運用運用できる文書が必要。

・ 品質リスクマネジメントに関する文書は，他の活動と独立していません。

・ アセスメント，コントロール，コミュニケーション，レビューからなる系統だった

プロセスのことです。

・ ＧＭＰ調査時には，①品質リスクマネジメントに関する文書が規定されている

かどうか，②逸脱，ＯＯＳ，ＣＡＰＡだけでなく，ＧＭＰ事例集に挙げられている様

な活動に反映されているか，を確認します。

30

（参考）

「品質リスクマネジメントに関するガイドライン」

（平成18年9月1日付け薬食審査発第0901004号，薬食監麻発第0901005号）

「ＧＭＰ事例集（2013年版）について」（平成25年12月19日事務連絡）



3-1-3「品質リスクマネジメント」の例示について

（例示）〇〇記録の一部が作成されず，製品が出荷されていた。

対応例１：

出荷判定試験の

結果は問題なかっ

たので、そのまま

対応しなかった。

→原因は？対策

は？？

31

対応例２：ＱＲＭプロセスを

用いた是正措置を行い、ア

セスにより根本原因を究明

し、コントロールし、コミュニ

ケーションの結果、再発して

いないことをレビューで確認

している。



3-1-3「品質リスクマネジメント」の例示について

（例示）〇〇記録の一部が作成されず，製品が出荷されていた。

① 品質リスクマネジメントに関係する文書等で，誰が対応するのか明確になって

いるか（当該記録の部署かＱＡ部署か，責任者は誰か等）。

② アセスメントとして，調査項目に漏れがなく影響調査や原因究明がされている

か（記録内容に応じた対応を行っているか等）。

③ コントロールとして，当該事象の対応措置や，関係する対応について記載され

ているか。（回収まで必要か，教育訓練や手順書改正で対応するか等）

④ コミュニケーションとして，実施した会議や文書配布先等が明確になっているか。

（誰が検討して，どこまでリスクコントロール結果が共有されているのか。）

⑤ レビューとして，措置後の対応評価をどのように実施するのか。

32

（参考）

「品質リスクマネジメントに関するガイドライン」

（平成18年9月1日付け薬食審査発第0901004号，薬食監麻発第0901005号）

「ＧＭＰ事例集（2013年版）について」（平成25年12月19日事務連絡）



3-2-1 医薬品の回収に関する情報
（2014.4月～10月）

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.info.pmda.go.jp/kaisyuu/menu.html

（品質）

○ 医薬品（無菌製剤，体外診断用医薬品を除く）のクラスⅡ

自主回収事例についてまとめた。

【品質】安定性試験の結果，トレンド解析結果及び保管状況由

来による自主回収

【原薬】海外原薬製造所が行政当局から指摘を受けた，承認

書と異なる原薬を使用した，受入検査時に間違った有効期間

を設定したことによる自主回収

【製造】製品への毛髪混入，承認書と異なる分量で製造，個装

ケース不備，キャップの工程に関する不備による自主回収

【コンビネーション製品】器具部分の不具合により自主回収
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3-2-2 医薬品の回収に関する情報
（2014.4月～10月）

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.info.pmda.go.jp/kaisyuu/menu.html

クラスⅡ

（品質）

○ 安定性試験において，有効成分の一つであるヘパリン類

似物質の定量値が使用期限内に承認規格を外れる可能性

のあることが判明した

○ 市場にある全ロットを自主回収

※ 類似の事例として，別製品で有効成分の一つであるエチ

ニルエストラジオールの定量値が低下する傾向があり，使用

期限内に承認規格を下回る可能性があるため自主回収事例

34



3-2-3 医薬品の回収に関する情報
（2014.4月～10月）

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.info.pmda.go.jp/kaisyuu/menu.html

クラスⅡ

（品質）

○ 品質試験を実施し、承認規格内ではあるが他ロット製品に

比べエンドトキシン試験の値が若干高い製品があり，念のた

めに自主回収

〇 出荷可否判定時及び参考品において品質試験を実施し，

規格に適合していることを確認している

〇 現時点で、発熱、悪寒の副作用報告を受けているが、添

付文書記載の副作用であり、既知副作用としてＰＭＤＡ報告

※ 他事例で，製品の試験検査の一部が適切に実施されていなかったため自主回

収した事例有
35



3-2-4 医薬品の回収に関する情報
（2014.4月～10月）

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.info.pmda.go.jp/kaisyuu/menu.html

クラスⅡ

（品質）

○ 海外市場において保冷保管された添付希釈用液に白色

の微小粒子が生じた

○ 原因は，原料のポリソルベート80に由来するもの

○ 常温に戻すと消失し，規格にはすべて適合

〇 特定ロットの添付希釈溶液のみ限定されることから，自主

回収
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3-2-5 医薬品の回収に関する情報
（2014.4月～10月）

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.info.pmda.go.jp/kaisyuu/menu.html

クラスⅡ

（原薬）

○ イタリアの原薬製造所に対して行われたイタリア医薬品庁

（AIFA）によるGMP査察において改善指示及び業務停止命令

○ 塩酸テトラヒドロゾリンの特定の製造番号の原薬を用いて

製造した製剤について，念のために自主回収

※原薬受入時及び製品出荷前に品質試験を実施し、品質に

問題がないことは確認済み

（原薬）

○ 原薬製造所に対して行われた米国食品医薬品庁（FDA）に

よるGMP査察で製造ならびに品質管理上の不備が指摘され

警告状が発出されたため，特定の製剤を自主回収
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3-2-6 医薬品の回収に関する情報
（2014.4月～10月）

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.info.pmda.go.jp/kaisyuu/menu.html

クラスⅡ

（原薬）

〇 当該ロット製造時に、結晶セルロースを使用するところ、

製造販売承認書に記載の無い賦形剤（L-HPC）が一部使用

されたことが確認されたため、自主回収

〇 L-HPCは、製造販売承認書記載の結晶セルロースと同系

のものであることから、本剤による副作用等の重篤な健康被

害が発生する可能性はない

〇 当該品について製造販売承認規格試験を行い、規格の

範囲内であることを確認した
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3-2-7 医薬品の回収に関する情報
（2014.4月～10月）

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.info.pmda.go.jp/kaisyuu/menu.html

クラスⅡ

（原薬）

〇 原薬であるヒスタミン二塩酸塩の受入試験において、間

違った有効期限を原薬に表示していたため、有効期限を過ぎ

た原薬を使用して製造した製品を出荷していた

〇 PMDAによるGMP調査において、GMP管理の不備を指摘

されたため，当該原薬を使用したロットを自主回収

〇 有効期限を過ぎた原薬ヒスタミン二塩酸塩について，品質

試験，分解物等の不純物について追加試験，安定性モニタリ

ングの結果に異常はない
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3-2-8 医薬品の回収に関する情報
（2014.4月～10月）

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.info.pmda.go.jp/kaisyuu/menu.html

クラスⅡ

（製造）※２件の類似例が発生

○ 調剤薬局より異物が混入した錠剤があったとの連絡

○ 異物は毛髪であると思われた

○ 現段階で混入は製造工程中に偶発的に発生した可能性

が考えられることから，万全を期すために当該ロットの自主

回収

（製造）

〇 承認書記載の滑沢剤（ステアリン酸マグネシウム）分量よ

り少ない滑沢剤分量の製品を出荷したため自主回収
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3-2-9 医薬品の回収に関する情報
（2014.4月～10月）

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.info.pmda.go.jp/kaisyuu/menu.html

クラスⅡ

（製造）

○ 個装ケース底部の糊付けが十分でない製品が散見された

○ 物流センターの在庫にも同様の包装不良が散見された

○ 包装不良は個装ケース底部であり，品質への影響はない

が，包装不良が現場の混乱を招く可能性があると判断し，自

主回収

41

（製造）

○ バイアルキャップ天面の容量表示に記載ミスがある製品

が１本発見

○ 個装箱及び直接容器への表示ラベルは間違いないが，自

主回収



3-2-10 医薬品の回収に関する情報
（2014.4月～10月）

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.info.pmda.go.jp/kaisyuu/menu.html

クラスⅡ

（製造）

○ キャップの一部に切り込みが入ったような損傷

○ 個装箱包装で設備の一部とボトルが干渉して過負荷

○ 金属部品とキャップが接触時にキャップ形状に損傷

〇 手指を傷つける可能性があるため，自主回収

（製造）

○ キャップならびに中栓の不具合により液漏れが発生する

恐れがあり，自主回収

○ 使用時に漏れた液に触れ、皮膚炎等の健康被害が生じ

る恐れはある
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3-2-11 医薬品の回収に関する情報
（2014.4月～10月）

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.info.pmda.go.jp/kaisyuu/menu.html

クラスⅡ

（コンビネーション医薬品）

○ 製品をシリンジポンプを用いて使用した際、プランジャー

ロッド（押し子）が途中で進まなくなり、シリンジポンプの閉塞

アラームが作動し、投与が中断される品質情報を複数入手

した。

〇 同様の影響が考えられるロットについて自主回収 （日本

のみの自主回収）

○ 医薬品である薬液自体に問題はない
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3-3-1 広島県の治験等活性化事業への取組

「 医療関連産業クラスター アクションプラン 」策定（平成２４年７月）

○ 県内企業の医療関連産業の拡大

⇒ 医療機器等の治験・臨床試験など，様々な段階の企業活動をサポート 等

薬務課で実施中の事業

� 市内４基幹病院（広島大学病院，広島赤十字・原爆病院，広島市民病院，県立広島

病院）間で，「症例集積機能向上パイロット事業」を実施

� 上記のパイロット事業を含めて，４基幹病院の治験実績をＰＲするためのパンフレッ

トを作成して，関係フォーラム等でのブース出展とＰＲ活動の実施

� 県内の製造販売業者，製造業者の医療関連産業製品における，市販後の使用調査

等の打診

県内の医療機関や企業での開発製品が効率的に臨床使用することができて，患者

様に最新の医療を選択することができる機会を提供するための方法を，実施（模索）

中です。
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3-3-2 【【【【御案内御案内御案内御案内】】】】治験に関する研修会（ＣＲＣ研修会）の開催治験に関する研修会（ＣＲＣ研修会）の開催治験に関する研修会（ＣＲＣ研修会）の開催治験に関する研修会（ＣＲＣ研修会）の開催

県内の治験業務関係者の知識向上に努める講習会を開催しま

す。医療関連産業の方々も参加可能です。

開催日時：平成２６年１１月３０日（日）

13：００～１7：１０ （開場 12：３０）

場 所：広島県庁本館６階講堂

（広島市中区基町10-52）

プログラム：

１ 新医薬品の承認審査業務について（ＰＭＤＡ 新薬審査第四部）

２ 治験依頼者の立場から（武田薬品工業株式会社）

３ ＳＭＯの業務について（株式会社イーピーミント）

内容に御興味のある方は，ぜひ御参加ください。申し込みは薬務課製薬振興Ｇまで

（近日中に，ＨＰでも申込用紙を含めて公開予定です。）
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御清聴，ありがとうございました。

御不明な点等がありましたら，以下の連絡先

まで御連絡ください。

健康福祉局薬務課製薬振興グループ

ＴＥＬ：０８２－５１３－３２２３

ＦＡＸ：０８２－２１１－３００６

ＭＡＩＬ：fuyakumu @ pref.hiroshima.lg.jp
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