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Newsletter (2021 年 2 月) │ 法務 

 

法務：「令和元年改正薬機法

（医薬品医療機器等法） 

－法令遵守体制関連を含む改正

省令（改正薬機法施行規則）等

の公布」 
 

I. はじめに 

「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等の⼀部を改正す

る法律」（2019 年（令和元年）12 ⽉ 4 ⽇公布。以下「改正薬機法」）では、広い範囲で

の薬機法の改正がなされました。 

今般、2021 年（令和 3 年）1 ⽉ 29 ⽇付で「その他令和３年８⽉施⾏に関する」整備省令と

して、「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等の⼀部を改正

する法律の⼀部の施⾏に伴う関係省令の整備等に関する省令（令和３年厚⽣労働省令第 15

号）」1（以下「改正省令」）が公布され、関連通知として、「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等の⼀部を改正する法律の⼀部の施⾏に伴う関係省令の

整備等に関する省令の公布について」（令和３年１⽉ 29 ⽇付厚⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局⻑通知

（薬⽣発 0129 第２号））が発出されました2。また、同⽇付で、法令遵守体制に関するものとし

て、「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」について（令和３年１⽉

29 ⽇付薬⽣発 0129 第５号）3（2019 年 9 ⽉ 29 ⽇にパブコメ回答と修正後のガイドラインの公

                                                            
1 https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000731159.pdf 
2 https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000731158.pdf 
3 https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000731129.pdf 
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表が⾏われていたもの）、「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 ⽇付薬⽣総発 0129 第１号・薬⽣薬審発 0129 第３号・薬⽣機発 0129 第１号・薬⽣安発

0129 第２号・薬⽣監⿇発 0129 第５号厚⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局総務課⻑・医薬品審査管課⻑・

医療機器審査管理課⻑・医薬安全対策課⻑・監視指導・⿇薬対策課⻑連名通知）4が発出されまし

た。 

今回の改正省令により、薬機法施⾏規則の改正内容が明らかとなり、令和３年８⽉施⾏に

かかる、医薬品・医療機器・再⽣医療等製品・医薬部外品・化粧品の製造販売、製造、販売

等を⾏う許可等業者（以下「許可等業者」）の、薬事に関する法令遵守体制等についても詳

細が⽰された形となりました。実務上、2021 年 8 ⽉の施⾏に向けた準備に際して参照必須

の省令となります。 

このニュースレターでは、当該改正省令等の内容について、法令遵守体制整備に関する事

項を中⼼に、Q&A の形式でお届けいたします。なお、改正薬機法の概要については、当所

ニュースレター︓「2019 年薬機法（医薬品医療機器等法）等改正案と企業に与える影響」
5を、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の内容については、当所

ニュースレター︓「改正薬機法（医薬品医療機器等法） －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の公表」6をご参照ください。 

 

II. 改正省令等の内容 

Q１ 改正省令の趣旨について教えてください。 

改正省令の趣旨は、改正薬機法の 2021 年 8 ⽉ 1 ⽇施⾏部分のうち、認定薬局に関する

もの以外の部分について、薬機法施⾏規則を含む関係省令の改正を⾏うためのものになりま

す。 

 

                                                            
4 https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000731133.pdf 
5 https://se1910.com/ja/newsletters-ja/newsletter-november-2019-law-practice-2/ 
6 https://se1910.com/ja/newsletters-ja/20200817/ 
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Q２ 改正省令で改正される省令・規則の対象について教えてください。 

改正省令で改正されるものは、改正薬機法の 2021 年 8 ⽉ 1 ⽇施⾏部分（認定薬局に関

するもの以外）に関する、①薬機法施⾏規則、②薬機法関係⼿数料規則、③その他関連規

則・省令の改正です。 

なお、2020 年（令和 2 年）3 ⽉ 27 ⽇にオンライン服薬指導に関する整備省令として、

「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施⾏規則等の⼀部を改

正する省令（令和２年厚⽣労働省令第 52 号）」7が、2020 年（令和 2 年）8 ⽉ 31 ⽇にその

他令和２年９⽉施⾏に関する整備省令として、「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等の⼀部を改正する法律の施⾏に伴う関係省令の整備等に関する省令

（令和２年厚⽣労働省令第 155 号）」8が、2021 年（令和 3 年）1 ⽉ 22 ⽇に認定薬局に関す

る整備省令として、「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施

⾏規則の⼀部を改正する省令（令和３年厚⽣労働省令第５号）」9が、それぞれ公布されていま

す。それぞれの内容については、それぞれの省令を参照ください。 

 

Q３ 今回の改正省令で改正される薬機法施⾏規則の項⽬を教えてください。 

改正省令で⽰された薬機法施⾏規則の改正項⽬は以下のとおりです。 

1. 許可等業者に対する法令遵守体制の整備の義務付け等 

2. 提出資料の簡素化とそれに伴う様式の改正 

3. 製造⼯程のうち保管のみを⾏う製造所に係る登録の⼿続等 

4. 承認事項の軽微な変更を届出で⾏うことができる範囲 

5. 製造業者の申請に基づき製造⼯程の区分ごとに⾏う医薬品等適合性調査に係る⼿続等 

6. 製造業者の申請に基づき製造⼯程の区分ごとに⾏う再⽣医療等製品適合性調査に係る

⼿続等 

7. 医薬品等の変更計画に係る⼿続等 

8. 再⽣医療等製品の変更計画に係る⼿続等 

                                                            
7 https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000665378.pdf 
8 https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000665687.pdf 
9 https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000726318.pdf 



 
 

5 

 

9. 添付⽂書の電⼦化（容器等への符号等の記載関係） 

10. 添付⽂書の電⼦化（対象となる医薬品及び医療機器関係） 

11. 添付⽂書の電⼦化（注意事項等情報の公表等関係） 

12. 添付⽂書の電⼦化（⽣物由来製品の特例関係） 

13. 総括製造販売責任者の基準 

14. 医療⽤ガス類に係る医薬品の総括製造販売責任者及び製造管理者の例外の拡⼤ 

15. 医療機器等の製造販売後安全対策業務の再委託等の拡⼤ 

16. 課徴⾦制度に係る⼿続 

17. その他所要の改正 

本ニュースレターでは、項⽬の１と 13 について触れますが、その他の改正内容も実務上

重要ですので適宜改正省令を参照ください。 

 

Q４ 改正省令の施⾏期⽇はいつですか。 

改正省令の施⾏期⽇は、改正薬機法の施⾏期⽇と同⽇の 2021 年 8 ⽉ 1 ⽇となります。 

 

Q５ 法令遵守体制整備について、許可等業者の管理者等が⾏う業務及び遵守すべき事項と

してどのようなものが定められましたか。 

法令遵守体制整備について、許可等業者の管理者等が⾏う業務及び遵守すべき事項とし

て、以下の事項が定められました。各許可等業者は、管理者等が⾏う業務、遵守すべき事項

を再度確認することが求められます。 
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許可等業者 管理者等が⾏う業務 管理者等が遵守すべき事項 

製造販売業者 

（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） 

総括製造販売責任者が⾏う業務  

①GQP 省令10（医療機器・体外診

断⽤医薬品においては QMS 省令
11）により総括製造販売責任者が

⾏うこととされた業務  

②GVP 省令12により総括製造販売

責任者が⾏うこととされた業務 

③法令遵守体制の整備の⼀環とし

て明確化された総括製造販売責任

者が有する権限に係る業務 

総括製造販売責任者が遵守すべき事

項  

①品質管理及び製造販売後安全管

理（医療機器等総括製造販売責任

者においては製造管理を含む。）

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。  

②総括製造販売責任者が製造販売

業者に対して述べる意⾒を記載し

た書⾯の写しを５年間保存するこ

と。  

③品質管理に関する業務の責任者

及び製造販売後安全管理に関する

業務の責任者との相互の密接な連

携を図ること。 

                                                            

10 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再⽣医療等製品の品質管理の基準に関する省令（平成 16 年厚⽣

労働省令第 136 号） 

11 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（平成 16 年厚⽣労働

省令第 169 号） 

12  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（平成 16 年厚⽣労働省令第 135 号） 
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製造業者 

（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） 

医薬品製造管理者が⾏う業務  

①GMP 省令13により医薬品製造管理

者が⾏うこととされた業務  

  

再⽣医療等製品製造管理者が⾏う業務  

①GCTP 省令14により再⽣医療等製

品製造管理者が⾏うこととされた

業務  

  

医薬部外品等責任技術者、医療機器責

任技術者及び体外診断⽤医薬品製造管

理者が⾏う業務  

①製造管理及び品質管理に係る業務

を統括し、その適正かつ円滑な実

施が図られるよう管理監督するこ

と。  

②品質不良その他製品の品質に重

⼤な影響が及ぶおそれがある場合

においては、所要の措置が速やか

にとられていること及びその進捗

状況を確認し、必要に応じ、改善

等所要の措置をとるよう指⽰する

こと。  

医薬品製造管理者、医薬部外品等責任

技術者、医療機器責任技術者、体外診

断⽤医薬品製造管理者及び再⽣医療等

製品製造管理者が遵守すべき事項  

①製造の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。  

②上記製造管理者⼜は責任技術者

が製造業者に対して述べる意⾒を

記載した書⾯の写しを５年間保存

すること。  

                                                            

13  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（平成 16 年厚⽣労働省令第

179 号） 

14 再⽣医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（平成 26 年厚⽣労働省令第 93 号） 
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全ての上記製造管理者⼜は責任技術者  

①法令遵守体制の整備の⼀環として

明確化された上記製造管理者⼜は責

任技術者が有する権限に係る業務  

 

薬局開設者・ 

医薬品の 

販売業者 

（店舗販売業

者・ 

配置販売業者・ 

卸売販売業者）  

薬局の管理者、店舗管理者、区域管理

者及び医薬品営業所管理者が⾏う業務  

①医薬品の試験検査及び試験検査の

結果の確認（区域管理者を除く。）  

②薬局、店舗、区域⼜は営業所の管

理に関する事項を記録するための帳

簿の記載  

③特定⽣物由来製品に関する記録の

保存（薬局の管理者に限る。）  

④法令遵守体制の整備の⼀環として

明確化された上記管理者が有する権

限に係る業務  

薬局の管理者、店舗管理者、区域管理

者及び医薬品営業所管理者が遵守すべ

き事項  

①従業者の監督、医薬品その他の物

品等の管理、その他業務につき、必

要な注意をすること。  

②上記管理者が薬局開設者⼜は医薬

品の販売業者に対して述べる意⾒を

記載した書⾯の写しを３年間保存す

ること。  
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⾼度管理医療機

器・ 

特定保守管理医

療機器の 

販売業者・ 

貸与業者 

 

再⽣医療等製品

販売業者・ 

医療機器の 

修理業者  

⾼度管理医療機器等営業所管理者・ 

特定管理医療機器営業所管理者等・ 

再⽣医療等製品営業所管理者及び 

医療機器修理責任技術者が⾏う業務  

①従業者の監督、製品その他の物品

等の管理、その他業務に対し注意を

払う業務  

②販売業者、貸与業者⼜は修理業者

に対する書⾯による意⾒申述  

③法令遵守体制の整備の⼀環として

明確化された上記営業所管理者⼜は

責任技術者が有する権限に係る業務

（特定管理医療機器営業所管理者等

を除く。） 

⾼度管理医療機器等営業所管理者・ 

特定管理医療機器営業所管理者等・ 

再⽣医療等製品営業所管理者及び 

医療機器修理責任技術者が遵守すべき

事項  

①営業所の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。  

②上記営業所管理者⼜は責任技術者

による販売業者、貸与業者⼜は修理

業者に対して述べる意⾒を記載した

書⾯の写しを３年間保存すること。  

 

 

 

 

Q６ 許可等業者が講ずべき法令遵守体制を確保するための措置は何ですか。 

法令遵守体制整備について、講ずべき法令遵守体制を確保するための措置として、以下の

事項が定められました。各許可等業者は、必要な者の権限の明確化が図られているか、必要

な措置、体制が整えられているか検討することが求められます。 
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許可等業者  許可等業者が措置すべき事項  

製造販売業者  

（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） 

  

①製造販売業者が明らかにすべき総括製造販売責任者の権限  

1) 品質保証責任者、安全管理責任者その他の品質管理及び製造販売後安全

管理に関する業務に従事する者（医療機器等の製造販売業者については国内

品質業務運営責任者、医療機器等安全管理責任者その他の製造管理及び品質

管理並びに製造販売後安全管理に関する業務に従事する者。）に対する業務

の指⽰及び監督に関する権限  

2) 品質管理及び製造販売後安全管理（医療機器等の製造販売業者について

は、製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理。以下同じ。）に関す

る措置（製品の廃棄、回収、販売の停⽌、注意事項等情報等の改訂、医療関

係者への情報の提供⼜は法に基づく厚⽣労働⼤⾂への報告等）の決定及び実

施に関する権限  

3) 製造業者、外国製造業者その他製造に関する業務（試験検査等の業務を

含む。）を⾏う者に対する管理監督に関する権限  

4) 上記のほか、品質管理及び製造販売後安全管理に関する権限  

  

②製造販売業者の業務の適正を確保するために必要なものとして整備すべき

体制・製造販売業者の業務の遂⾏が法令に適合することを確保するために必要

な規程の作成を⾏う体制  

1) 製造販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対す

る教育訓練の実施及び評価を⾏う体制  

2) 製造販売業者の業務の遂⾏に係る記録の作成、管理及び保存を⾏う体制  

3) 製造販売業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務

を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必

要な措置を講ずる体制  
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4) 上記のほか、製造販売業者の業務の適正を確保するために必要な⼈員の

確保及び配置その他の製造販売業者の業務の適正を確保するための体制  

  

③基準を遵守して品質管理及び製造販売後安全管理を⾏わせるために必要な

権限を付与すべき者  

1) 総括製造販売責任者  

2) 品質保証責任者（医療機器・体外診断⽤医薬品の製造販売業者について

は、国内品質業務運営責任者）  

3) 安全管理責任者  

4) 上記のほか、品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務に従事する

者  

  

④上記①から③までのほかに製造販売業者の業務の適正な遂⾏に必要なもの

として定める措置  

1) 製造販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を⽰すこと。  

2) 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らか

にすること。  

3) 製品の製造⽅法、試験検査⽅法その他の製品の品質に影響を与えるおそ

れのある事項の変更に関する情報の収集、製品について承認⼜は認証され

た事項の⼀部を変更するために必要な⼿続その他の必要な措置  

4) 改正後薬機法第 68 条の 10 第 1 項の規定に基づく副作⽤等の報告が適

時かつ適切に⾏われることを確保するために必要な情報の管理その他の措

置  

5) 製造販売業者が医薬関係者に対して⾏う製品に関する情報提供が、客観

的及び科学的な根拠に基づく正確な情報により⾏われ、かつ、改正後薬機

法第 66 条から第 68 条までに違反する記事の広告、記述⼜は流布が⾏われ

ないことを確保するために必要な業務の監督その他の措置  



 
 

12 

 

6) 上記のほか、上記②に規定する体制を実効的に機能させるために必要な

措置 

製造業者 

（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） 

①製造業者が明らかにすべき製造管理者⼜は責任技術者の権限  

1) 製造の管理に関する業務に従事する者に対する業務の指⽰及び監督に関

する権限  

2) 上記のほか、製品の製造の管理に関する権限  

  

②製造業者の業務の適正を確保するために必要なものとして整備すべき体制  

1) 製造業者の業務の遂⾏が法令に適合することを確保するために必要な規

程の作成を⾏う体制  

2) 製造業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教

育訓練の実施及び評価を⾏う体制  

3) 製造業者の業務の遂⾏に係る記録の作成、管理及び保存を⾏う体制  

4) 製造業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監

督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な

措置を講ずる体制  

5) 上記のほか、製造業者の業務の適正を確保するために必要な⼈員の確保

及び配置その他の製造業者の業務の適正を確保するための体制  

  

③（医薬品等の製造業者及び再⽣医療等製品の製造業者において）基準を遵守

して製造管理及び品質管理を⾏わせるために必要な権限を付与すべき者  

1) 医薬品製造管理者  

2) 医薬部外品等責任技術者  

3) 再⽣医療等製品製造管理者  

4) 上記のほか、製品の製造の管理に関する業務に従事する者  
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④上記①から③までのほかに製造業者の業務の適正な遂⾏に必要なものとして

定める措置  

1) 製造業者の従業者に対して法令遵守のための指針を⽰すこと。 

2) 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らか

にすること。  

3) 製品の製造⽅法、試験検査⽅法その他の製品の品質に影響を与えるおそ

れのある事項の変更に関する情報の収集、当該情報の製造販売業者（医療機

器・体外診断⽤医薬品の製造業者においては外国製造医療機器等特例承認取

得者⼜は外国指定⾼度管理医療機器製造等事業者を含む。）に対する連絡そ

の他の必要な措置  

4) 上記のほか、上記②に規定する体制を実効的に機能させるために必要な

措置 

薬局開設者・ 

医薬品の販売業者

（店舗販売業者・

配置販売業者・ 

卸売販売業者） 

①薬局開設者⼜は医薬品の販売業者が明らかにすべき管理者の権限  

1) 薬局、店舗⼜は営業所（以下「薬局等」という。）に勤務する薬剤師、

登録販売者その他の従業者（配置販売業においては区域内において配置販売

に従事する配置員その他の従事者）に対する業務の指⽰及び監督に関する権

限  

2) 上記のほか、薬局等（配置販売業においては区域。以下同じ。）の管理

に関する権限  

  

②薬局開設者⼜は医薬品の販売業者の業務の適正を確保するために必要なもの

として整備すべき体制  

1) 薬局開設者⼜は医薬品の販売業者の業務の遂⾏が法令に適合することを

確保するために必要な規程の作成を⾏う体制  

2) 薬局開設者⼜は医薬品の販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役

員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価を⾏う体制  
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3) 薬局開設者⼜は医薬品の販売業者の業務の遂⾏に係る記録の作成、管理

及び保存を⾏う体制  

4) 薬局開設者⼜は医薬品の販売業者が薬事に関する業務に責任を有する役

員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正

を確保するために必要な措置を講ずる体制  

5) 上記のほか、薬局開設者⼜は医薬品の販売業者の業務の適正を確保する

ために必要な⼈員の確保及び配置その他の薬局開設者⼜は医薬品の販売業者

の業務の適正を確保するための体制  

  

③上記①及び②のほかに薬局開設者⼜は医薬品の販売業者の業務の適正な遂⾏

に必要なものとして定める措置 

1) 薬局開設者⼜は医薬品の販売業者の従業者に対して法令遵守のための指

針を⽰すこと。  

2) 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らか

にすること。  

3) 薬局開設者⼜は医薬品の販売業者が２以上の許可を受けている場合にあ

っては、当該許可を受けている全ての薬局等において法令遵守体制が確保さ

れていることを確認するために必要な措置  

4) 薬局開設者⼜は医薬品の販売業者が２以上の許可を受けている場合であ

って、２以上の薬局等の法令遵守体制を確保するために薬局開設者⼜は医薬

品の販売業者を補佐する者を置くときは、次に掲げる措置  

（1）薬局開設者⼜は医薬品の販売業者を補佐する者が⾏う業務を明らかに

すること。  

（2）薬局開設者⼜は医薬品の販売業者を補佐する者が２以上の薬局等の法

令遵守体制を確保するために薬局等の管理者から必要な情報を収集し、当該

情報を薬局開設者⼜は医薬品の販売業者に速やかに報告するとともに、当該
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薬局開設者⼜は医薬品の販売業者からの指⽰を受けて、薬局等の管理者に対

して当該指⽰を伝達するための措置。  

（3）薬局開設者⼜は医薬品の販売業者が２以上の薬局等の法令遵守体制を

確保するために薬局開設者⼜は医薬品の販売業者を補佐する者から必要な情

報を収集し、薬局開設者⼜は医薬品の販売業者を補佐する者に対して必要な

指⽰を⾏うための措置。  

5) 医薬品の保管、販売、その他医薬品の管理に関する業務が適切に⾏われ、

かつ、薬局開設者⼜は医薬品の販売業者の義務が履⾏されるために必要な措置  

6) 上記のほか、上記②に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措

置  

⾼度管理医療機

器・ 

管理医療機器の 

販売業者・ 

貸与業者 

 

再⽣医療等製品の

販売業者 

 

医療機器の 

修理業者 

①販売業者、貸与業者⼜は修理業者（以下「販売業者等」という。）が明らか

にすべき営業所管理者（医療機器修理業においては修理責任技術者）の権限

（管理医療機器の販売業者⼜は貸与業者の権限においては特定管理医療機器の

販売業者⼜は貸与業者のものに限る。）  

1) 営業所に関する業務（医療機器修理業においては修理に関する業務）に

従事する者に対する業務の指⽰及び監督に関する権限 

2) 上記のほか、営業所の管理（医療機器修理業においては修理の管理）に

関する権限  

  

②販売業者等の業務の適正を確保するために必要なものとして整備すべき体制  

1) 販売業者等の業務の遂⾏が法令に適合することを確保するために必要な

規程の作成を⾏う体制  

2) 販売業者等の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する

教育訓練の実施及び評価を⾏う体制  

3) 販売業者等の業務の遂⾏に係る記録の作成、管理及び保存を⾏う体制  
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4) 販売業者等が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を

監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要

な措置を講ずる体制  

5) 上記のほか、販売業者等の業務の適正を確保するために必要な⼈員の確

保及び配置その他の販売業者等の業務の適正を確保するための体制  

  

③上記①及び②のほかに販売業者等の業務の適正な遂⾏に必要なものとして定

める措置  

1) 販売業者等の従業者に対して法令遵守のための指針を⽰すこと。  

2) 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らか

にすること。  

3) 上記のほか、上記②に規定する体制を実効的に機能させるために必要な

措置 

 

Q７ 医薬品の総括製造販売責任者の基準はどのようになりますか。 

医薬品の総括製造販売責任者の基準については以下のとおり定められました。医薬品の製

造販売業者は、当該基準を満たす総括製造販売責任者であることを確認する必要がありま

す。 

ア．医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する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。 

イ．第⼀種医薬品製造販売業許可を受けた製造販売業者の場合は、医薬品の品質管理⼜は

製造販売後安全管理に関する業務その他これに類する業務に３年以上従事した者であるこ

と。  

また、イについて、改正省令の施⾏（令和３年８⽉１⽇）の際、現に置かれている医薬品

等総括製造販売責任者には、改正省令の施⾏後３年間は適⽤しないこととする経過措置を設

けることとされました。 
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Q８ 薬剤師以外の技術者を置くことができる場合はどのようになりますか。 

改正後薬機法第 17 条第１項第２号⼜は改正後薬機法第 23 条の２の 14 第１項第２号に

該当する場合であって、総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くことができる

場合については、以下のとおり定められました。総括製造販売責任者として薬剤師以外の技

術者を置くことを検討している企業は以下の要件を満たした者であることを確認することが

求められます。 

ア．医薬品⼜は体外診断⽤医薬品の製造販売業者は、総括製造販売責任者として薬剤師を

置くことが著しく困難であると認められるときは、以下の要件を満たす者を置くことができ

る。  

① ⼤学等で、薬学⼜は化学に関する専⾨の課程を修了した者  

② 厚⽣労働⼤⾂が①に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者  

イ．総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くことができるのは、技術者を置

いた⽇から起算して５年とする。  

ウ．医薬品⼜は体外診断⽤医薬品の製造販売業者は、総括製造販売責任者として薬剤師以

外の技術者を置く場合には、以下の措置を講ずる必要があることとする。  

① 総括製造販売責任者を補佐する者として薬剤師を置くこと  

② 総括製造販売責任者として薬剤師を置くために必要な措置  

 

Ⅲ．まとめ 

 以上みてきたように、今回の改正省令は改正薬機法の求める法令遵守体制等について詳細

を定めるものであることから、上述した改正内容を精査し、⾃社の法令遵守体制に不⾜して

いる点がないかの検証を進めることが有⽤と考えられます。多くの企業にとって、組織の⾒

直し、社内規程の整備・修正等の対応（⼜はその検討）が必要と考えられることから、8 ⽉

施⾏の薬機法改正に向けた社内チームの編成やマネジメントへのインプットを⾏っていくこ

とが重要です。 

また、引き続き議論の動向を注視し、対応していく必要があります。 

（2021 年 2 ⽉ 8 ⽇） 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所では、薬機法（医薬品医療機器等法）を始めとす

るヘルスケア関連規制に関するアドバイス、コンプライアンス対応、契約作成・交渉・修正

業務、研修、当局・紛争訴訟対応、パブリックコメント対応等、関連する法務アドバイスを

⽇常的に提供しています。 

 

本書において提供する情報は、あくまで⼀般的な情報として提供されるものであり、具体的

な専⾨的アドバイスを提供するものではありません。具体的な事案に関するご相談には個別

に対応いたしますので改めて担当弁護⼠（根本鮎⼦（a-nemoto@se1910.com））までお

問い合わせください。 

ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所  

100-0005 東京都千代⽥区丸の内1-6-2  

新丸の内センタービルディング 18階  

電話 +81-3-5220-6500  

ファクス +81-3-5220-6556  

 
http://se1910.com/   

 


