薬食審 査発 0318第 1号
薬食 監麻発 0318第 6号
平成 22年 3月 18日
各都道府県衛 生主管部 (局 )長

殿

厚生労働省 医薬食品局審査

厚生労働省医薬食品局監視指導・

改正法施行 に伴 う経過措置等終了にあたっての対応 について

薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正す る法律 (平 成 14年 法律第 9
6号 。以下 「改正法」 とい う。)の 施行及び改正法 による改正後 の薬事法 (昭 和 35年 法
律第 145号 。以下 「新薬事法」 とい う。)に 伴 い、製造販売承認書 における製造方法lle
等 の記載整備 、改正法施行前に簡易登録を行 った原薬等登録原簿 (以 下 「MF」 とい う。)
における新薬事法に適合 させ るための変更登録 申請 (以 下 「本登録 申請Jと い う。)、 外
国製造業者 の認定及び 5年 を経過するごとのGMP/QMS適 合性調査 (以 下 「定期 GM
P/QMS適 合性調査」 とい う。)に ついて定め られた ところです が、平成 22年 3月 3
1日 をもつて経過措置等 の期限が原則 として終了す ることとな ります。
つ きま しては、経過措置等終了にあた っての対応は下記 の とお りとすることといた しま
したので、貴管下関係業者へ の周知方お願 いいた します。
また、本 日付 で、関連事項 の事務連絡 (Q&A)を 発 出 します ので、合 わせて周知 のほ
どお願 いいた します。
なお、本通知 の写 しについて、別記関係 団体の長 あて送付す ることを、念 のため申 し添
えます。
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製造販売承認申請書における製造方法l14の 記載整備
(1)改 正法附則第 8条 第 1項 の規定 に基づ き、改正法による改正前 の薬事法

(以 下 「旧

薬事法」 とい う。)に おい て製造承認 を受けてい るもので あって、新薬事法 における
製造販売承認 を受けた もの とみな されたもの (以 下 「みな し承認品 目」とい う。)は 、
薬事法施行規則等 の一部 を改正す る省令 (平 成 16年 厚 生労働省令第 112号 )附 則
第 3条 の規定に基づ き、製造販売承認書の記載整備 (製 造場所 の記載、原薬情報 の記
載、製造方法 の記載充実等)を 、みな しの製造販売業許可更新時までの間に行 うこと

とされてい るところ。
(2)み な し承認品 目についての同省令附則第 3条 に基づ く記載整備 は、平成 22年 3月
31日 までに遺漏 なきよう対応す ること。なお 、期限までに記載整備 ができない場合
は、今後 の対応 につ き審査管理課又は医療機器 審査管理室 に相談す ること。

2.簡 易登録 したMFの 変更登録 (本 登録
(1)改 正法施行前に簡易登録 を受けたMFに ついては、平成 22年 3月 31日 までに本
登録 申請 を行 うよ う求 めて い る ところ (平 成 17年 3月 10日 付 薬食審 査 発第
)

0310002号 審査管理課長通知)。
(2)同 期 日までに本登録 申請 を行 うこ とができない ものについては、登録整理 (平 成 1
8年 2月 8日 付薬食審査発第 0208001号 審査管理課長通知)を 行 うこと。平成 22年
6月 30日 までに登録整理 されてい ない簡易登録MFに ついては、登録 を抹消す る予
定であること。
(3)登 録整理または登録を抹消 され ることとなるMFを 引用 してい る製剤等については、
速や か に、新薬事法第 14条 第 10項 の規定 に基づ く承認事項 の軽微変更 に係 る届出
(以 下 「軽微変更届出」 とい う。
)に よ り、MFに 記載 され るはずであった製造所情
報及びできる限 りの製造方法情報 を、製造方法欄 に記載す る とともに、他 の原薬製造
業者 へ と改 め る同法第 14条 第 9項 の規定 に基づ く承認事項 の一部変更承認 申請 (以
下 「一変 申請」 とい う。)を 行 うこ と。なお 、登録整理または登録 を抹消 され ること
となるMFに 記載 され るはず であった製造所情報及び製造方法情報 を、引用 していた
製剤 の製造販売業者が十分把握 で き、引き続 き原薬等 の供給 を受 け続 ける場合には、
軽微変更届 出のみで、一変申請 を要 しない場合 もある。

3.外 国製造業者 の認定
(1)薬 事法及び採血及び供血あつせん業取締法 の一部を改正す る法律 の施行 に伴 う関係
政令 の整備 に関す る政令 (平 成 15年 政令第 535号 )附 則第 6条 及 び附則第 11条
の規定 に基づ き、新薬事法における外国製造業者 の認定を受けてい るもの とみなされ
てい る者 については、同政令附則第 6条 に規定する当該 品 目を輸入す る者 の 旧薬事法
に基 づ く輸入販売業許可の有効期限までに認 定の更新 を行 うよ う求めてい るところ。
(2)旧 薬事法に基づ く輸入販売業許可の有効期限が終了す るまでに認定 の更新 が行 われ
ない場合 は、新薬事法第 55条 第 2項 の規定及び 同条の規定を準用す るとされてい る
同法第 64条 の規定 によ り、認定を取得 してい ない間に当該製造所 で製造 された医薬
品及び医療機器 は、販売 し、授与 し、又は販売 (医 療機器 にあっては販売 し、賃貸 し、
授与 し、又 は販売、賃貸)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 とされているこ とか ら、当該製造所 で製造 された原薬及び製剤 並びに医療機器 の新
たな輸入等は認 め られないこと。
(3)当 該製造所 で製造 されていた製剤 (当 該製造所 で製造 されていた原薬 を用 いた製剤
を含 む。)及 び医療機器 について、その承認 を維持 し、引き続 き製 造販売す る場合 に
は、当該製造所 か ら他 の製造所 に変更す るための一変 申請 を速や かに行 うこ と。
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定期 GMP/QMS適 合性調査
(1)新 薬事法第 14条 第 6項 及び薬事法施行令第 21条 において、同法第 14条 第 1項
の承認 を受 けた者は、 5年 ご とにその医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器 の製
造所におけるGMP/QMS適 合性調査を受けなければな らない とされてい る。
(2)改 正法附則第 8条 第 1項 の規定 に基づ き、みな し承認 品 目についての新薬事法第 1
4条 第 6項 に規定す る期間 は、 旧薬事法第 12条 第 3項 に規定す る期 間 の残存期間
(以 下 「みな し許可期間」 とい う。
)と されてお り、原則、すべ てのみな し許可期間
が終了す る平成 22年 3月 31日 時点におい て もGMP/QMS適 合 が確認 されて
い ない場合は、新薬事法第 14条 第 6項 を満た さないため、製造販売承認 が取 り消 さ
れる場合があるとしてい るところ (平 成 21年 9月 18日 付監視指導・麻薬対策課事
務連絡)
(3)製 造販売業者が GMP/QMS適 合性調査の 申請 を行 つた段階で GMP/QMS適
合性調査を受 けてい ると解釈 され ることか ら、み な し許可期間が終了す るまでに定期
GMP/QMS適 合性調査 の 申請がなされてい る場合には、み な し承認 品 目の製造販
売承認 の取 り消 しを行 うものではない。
(4)た だ し、みな し許可期間が終了す るまでに定期 GMP/QMS適 合性調査 の 申請が
な された場合 にあって も、申請に対す る照会に速や かに対応 されない等 の理 由により、
GMP/QMS適 合性調査 を受けるこ とができない場合 については、最終的には当該
みな し承認 品 目に対 して承認 の取 り消 し又は承認事項 の一部変更 を命ず るな ど厳正
な対処 を取 るこ ともあるので留意 されたい。
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その他
(1)一 変 申請等における留意点
2の (3)に 基づ き行 う軽微変更届又は一変 申請書には、その他 の軽微変更届 。一
変 申請 と区別す るため、備考 2の 項 目中、優先審査欄 の優先審査 コー ドに、簡易登録
MFの 登録整理・ 登録抹消 による ものである ことを示す 「19507」 t及 び備考欄
に 「平成 22年 3月 18日 付薬食審査発 0318第 1号 。薬食監麻発 0318第 6号 審査管
理課長、監視指導・ 麻薬対策課長通知 に基づ く」 旨を記載す るこ と。
なお 、当該軽微変更届 出又は一変 申請は、受付事務手続 き上の問題 のため、平成 2
2年 3月 26日 以降 に行 うこ と。
(2)一 般用医薬品、医薬部外品、化粧品及び転用原薬 の簡略化記載
一般用医薬 品 (新 有効成分含有一般用医薬品 (再 審査期間中に申請 され るものを含
む。)を 除 く。)、 医薬部外品及び化粧品の製造方法及び 「食品・ 工業用製品等をやむ
を得ず転用す る場合」として認 め られ る原薬 の製造方法 については、改正薬事法移行
期 にお ける当分 の間の措置 として、簡略化記載を認 めてきた ところ (平 成 18年 4月
27日 付薬食審 査発第 0427002号 審査管理課長通知 で一部改正後 の平成 17年 2月 1
0日 付薬食審査発 第 0210001号 審査管理課長通知)。 現時点にお いて特段 の問題 が生
じていない こ と等 か ら、本取扱 い については、引き続 き同様 の取扱 い とす るものであ
るこ と。
(3)薬 局製造販売医薬品の製造 の用に供 され るものの取扱 い
薬局製造販売医薬品の製造 の用に供 され るもの (以 下「薬局製斉J用 医薬品」とい う。)

については、平成 17年 3月 31日 付薬食審査発第 0331015号 審査管理課長通知 にお
いて、一般用医薬 品 としての承認 を要す るこ と、ただ し、既 に医療用医薬品又は一般
用医薬品 として承認 を受 けてい るもの を薬局製剤用医薬 品 として用 い る場合 に限 り、
薬局製剤用 医薬品 としての承認は要 しない こととしてい るところ。
今般、他 の医薬 品の製造の用に供 されてい るものである原薬 たる医薬品については、
他 の医薬品の製造販売 の承認等の際 に、品質等 が確認 されてい ると考 えられ ることか
ら、当分の間、上記に加 えて薬局製剤用医薬品 と して用 いても差 し支えないこ ととす
ること。

(別 記 )

社 団法 人 日本 薬斉J師 会
日本 製 薬 団体連 合会

会長
会長

日本 ジェネ リック製薬協会 会長
米国研究製薬 工業協会在 日技術委員会
欧州製薬団体連合会在 日執行委員会

委員長
会長

日本 OTC医 薬 品協会 会長
日本化粧 品工業連合会 会長
在 日米国商工会議所製薬小委員会 委員長
在 日米国商工会議所化粧品委員会 委員長
欧州 ビジネ ス協会化粧品部会

委員長

日本漢方生薬製剤協会 会長
全国家庭薬協議会

会長

全国配置家庭薬協会

会長

日本 医薬品直販 メー カー協議会

会長

社団法人 日本薬業貿易協会 会長
日本医薬品原薬 工業会 会長
日本医療機器産業連合会 会長
社団法人 日本臨床 検査薬協会

会長

IVD工 業会

会長

米国医療機器 ・

欧州 ビジネ ス協会医療機器委員会
社団法人 日本卸業連合会

会長

委員長

