
薬事法等の一部を改正する法律案の概要

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

資 料 ３ – １

（厚生労働省作成資料）

薬 、 療機 等 安 迅速な提供 確保 、添付文書 義務 創設、 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。

Ⅰ 法律案の概要

１ 医薬品、医療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。

Ⅰ 法律案の概要

(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。

２ 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(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。

３ 再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築３ 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。

４ 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

Ⅱ 施行期日
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１．医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化

○ 医薬品・医療機器等の実用化を促進するに当たっては、併せて、安全対策を強化することが必要である。

○ 医薬品 医療機器等に添付する添付文書は 使用上の注意等を現場に伝える重要なものであり 薬害肝炎

改正の背景

○ 医薬品、医療機器等に添付する添付文書は、使用上の注意等を現場に伝える重要なものであり、薬害肝炎
事件の検証において、添付文書の位置付けを改めるべきことが指摘されている。また、添付文書は常に最新
の知見が反映されていることが重要であるが、現行の薬事法では、これが明確となっていない。

○ このため、添付文書の位置付け等を見直すこと等により、医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化を図

【添付文書の位置付け等の見直し】
(1) 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

ることが必要。

(1) 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。併せて、迅速な情報提供を行う観点から、届け出た添付文書を直ちにウェブサイトに掲
載することとする。

【その他の改正事項】

(2) 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。
(3) 医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等のための関連事業者、医療従事者等の関係者の役割の明確化。
(4) 医療機関の副作用等の報告先を 製造販売業者の報告先と 元化して独立行政法人医薬品医療機器総合機構(4) 医療機関の副作用等の報告先を、製造販売業者の報告先と一元化して独立行政法人医薬品医療機器総合機構

（PMDA）とし、国はPMDAに情報の整理等を行わせることができることとするほか、必要な市販後安全対策
を講じる。

2



２．医療機器の特性を踏まえた規制の構築

改正の背景

○ 医療機器は、パソコン等の他の機械製品と同様に短いサイクルで改善・改良が行われた製品が市場に供給
される場合が多いことなど、医薬品と異なる特性（※）を有している。

○ 新医療機器の開発・実用化については、医療の質の向上に寄与するとともに、我が国の経済成長を牽引す
る産業分野としても期待されているが 承認・上市に時間がかかる等といった課題も指摘る産業分野としても期待されているが、承認・上市に時間がかかる等といった課題も指摘。

○ さらに、医療機器の国際展開を進めるためには、国際整合性に配慮する必要がある。

○ このため、医療機器の特性を踏まえた制度改正を行い、医療機器の迅速な実用化と規制の合理化を図るこ
とが必要。必要。

※ 医療機器の主な特性
① 臨床現場での実際の使用を通じて、実用化されること
② 絶えず改良・改善が行われ、一製品あたりの寿命が短いこと
③ 有効性・安全性は、医師等の技能に依る部分が大きく、かつ、臨床現場では少量多品目が使用されていること

【医薬品と別個の章を新設・法律の名称にも明示】
(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。

③ 有効性 安 性 、 師等 技能 依 部分 大きく、 、臨床現場 少量多品 使用され

( ) 医療機器 製造販売業 製造業 、医薬品等 章を 分 規定する。
(2) 「薬事法」の名称について、医療機器を明示。

※改正後の名称は「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」とする。

【迅速な実用化に向けた規制・制度の簡素化】【迅速な実用化に向けた規制 制度の簡素化】
(3) 民間の第三者機関を活用した認証制度を、基準を定めて高度管理医療機器にも拡大する。これに

より、PMDAの審査について新医療機器に重点化・迅速化を図る。
（例）歯科インプラント、コンタクトレンズなど

※ このほか、製造販売の認証を受けた者の地位の承継、登録認証機関の業務規程の認可、厚生労働大臣による
認証取消し等の命令など、認証制度の拡大に合わせた所要の規定の整備を行う。
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【単体プログラムの位置付けの明確化】
(4) 単体プログラムについて、欧米では既に医療機器として位置付けられていることを踏まえ、これ

を医療機器の範囲に加え、製造販売等の対象とする。
（例）MRI等で撮影された画像デ タの処理 保存 表示等を行うプログラム（例）MRI等で撮影された画像データの処理、保存、表示等を行うプログラム

【その他の改正事項】
(5) 医療機器の製造業について 許可制 認定制から登録制に改め 要件を簡素化する(5) 医療機器の製造業について、許可制・認定制から登録制に改め、要件を簡素化する。

(6) 承認・認証において、個別製品ごとに行われていたＱＭＳ調査（製造管理・品質管理が基準に基づいて行われて
いるかの調査）を合理化し、製品群（医療機器の特性等に応じて種類別に大くくりしたもの）単位で調査を実
施することとする施することとする。
※ 既にQMS調査で基準に適合している製品と同じ製品群に属する製品についてのQMS調査が原則免除されることとなる。

なお、都道府県によるＱＭＳ調査は廃止し、認証機関とＰＭＤＡに集約する。

(7) 現行の再審査 再評価に代えて 厚生労働大臣が指定する医療機器（※）について 製品の特性に応じて期間を(7) 現行の再審査・再評価に代えて、厚生労働大臣が指定する医療機器（※）について、製品の特性に応じて期間を
設定し、当該期間中に使用成績に係る調査を行い、有効性や安全性を確認することとする。
※人工心臓など長期間に渡って体内に留置される製品を想定。

(8) 高度管理医療機器等の賃貸について 業として対価を得ずに貸与を行う場合についても 許可又は届出の対象と(8) 高度管理医療機器等の賃貸について、業として対価を得ずに貸与を行う場合についても、許可又は届出の対象と
する。

(9) 医療機器を医療機関等に販売する際に、ウェブサイトに情報を掲載すること、医療機関の了解があること等の一
定の条件を満たした場合は 添付文書の製品への添付を省略できることとする定の条件を満たした場合は、添付文書の製品への添付を省略できることとする。

4



３．再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築

改正の背景

○ iPS細胞等による再生医療は、革新的な医療として実用化に向けた国民の期待が高い。一方で、安全面など
の課題が存在。

○ このため、再生医療等製品については、安全性を確保しつつ、迅速な実用化が図られるよう、その特性
（※）を踏まえた制度等を設けることが必要（※）を踏まえた制度等を設けることが必要。

※ 再生医療等製品の主な特性
人の細胞等を用いることから個人差などを反映し、品質が不均一となること

【医薬品・医療機器と別個の定義付け】

(1) 医薬品や医療機器とは別に「再生医療等製品」を新たに定義し、再生医療等製品の「章」を設ける。

＜再生医療等製品の範囲＞＜再生医療等製品の範囲＞

・人の細胞に培養等の加工を施したものであって、①身体の構造・機能の再建・修復・形成や、②疾病の治療・予防を目的と
して使用するもの、又は

・遺伝子治療を目的として、人の細胞に導入して使用するもの

※これらはいずれも人の細胞等を用いることから、品質が不均一であり、有効性の予測が困難な場合があるという特性を有し※これらはいずれも人の細胞等を用いることから、品質が不均 であり、有効性の予測が困難な場合があるという特性を有し
ている。具体的には、政令で範囲を定める予定。

【条件及び期限付承認制度の導入】
(2) 均質でない再生医療等製品については 有効性が推定され 安全性が確認されれば 条件及び期(2) 均質でない再生医療等製品については、有効性が推定され、安全性が確認されれば、条件及び期

限付きで特別に早期に承認できる仕組みを導入する。その場合、承認後に有効性・安全性を改めて
検証する。

※ 条件及び期限については、販売先を専門的な医師や設備を有する医療機関等に限定する条件や、原則として７年を超えない範※ 条件及び期限については、販売先を専門的な医師や設備を有する医療機関等に限定する条件や、原則として７年を超えない範
囲内の期限を想定。また、承認を受けた者は、期限内に使用成績に関する資料等を添付して、再度承認申請を行うことが必要。
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【安全対策等の整備】
(3) 医師等は、製品の使用に当たって患者に対して適切な説明を行い、使用の同意を得るよう努める

ものとするものとする。
(4) 使用成績に関する調査、感染症定期報告や使用の対象者等に係る記録と保存など、市販後の安全

対策を講じる。
※ 厚生労働大臣が指定した再生医療等製品については、製造販売業者は長期に記録を保存するとともに、医療機関は使用の対
象者等について記録・保存しなければならないこととする。

(5) 再生医療等製品による健康被害について、副作用被害救済制度及び感染等被害救済制度の対象と
する。（＊独立行政法人医薬品医療機器総合機構法関係）

【その他の改正事項】
(6) 製造所における製造管理又は品質管理の基準を作成し、品質・安全性等を確保する（再生医療等安全性確保法案

の下での細胞培養加工施設と共通）の下での細胞培養加工施設と共通）。
(7) 業として人体から採血することは原則禁止されているが、再生医療等製品について、その製造業者や医療機関が

人体から採取した血液を原料として、製品を製造することを可能とする。（＊安全な血液製剤の安定供給の確保
等に関する法律の改正）

４．施行期日

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日とする公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日とする。
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添付文書の届出制の導入

添付文書とは…
・ 使用者に必要な情報を伝達するため、医薬品等の使用上の注意等を記載した文書。

・ 記載要領（通知）に基づき各製造販売業者が作成しており、副作用報告等の安全性情報を
踏まえて随時改訂が行われている踏まえて随時改訂が行われている。

「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて（第一次提言）」（平成21年４月30日）

添付文書について、欧米の制度も参考に、承認の対象とするなど承認時の位置づけを見直し、公的な文書とし
て行政の責任を明確にするべきであるとの指摘がなされた。

「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて（第 次提言）」（平成21年４月30日）
薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会

「薬事法等制度改正についてのとりまとめ」（平成23年１月24日）

○ 添付文書の位置づけについては、その重要性に鑑み、国の監督権限を薬事法上明確にすることが必要であ
るとされ、その方法として、承認の対象とするか、企業に届出義務を課すかについて議論が行われた。

薬事法等制度改 りま 」（平成 年 月 ）
厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会

○ 議論においては、承認とした場合には医療の現場で萎縮が起こる可能性があるとの懸念が示され、製造販
売業者に製造販売開始前及び改訂の際に添付文書を予め届け出る義務を課すよう制度を改めることが適当で
あるとする意見が優勢を占めた。

とりまとめを踏まえ、添付文書のとりまとめを踏まえ、添付文書の届出制届出制をを導入導入 7



リ ス ク 大小

医療機器の分類と規制

不具合が生じた場合 患者への侵襲性が高く、不不具合が生じた場合、人体へ不具合が生じた場

クラスⅠ クラスⅡ クラスⅢ クラスⅣ
国際分類

（注１）

でも、人体へのリスク
が比較的低いと考え
られるもの

（例）ＭＲＩ装置 電子

患者 の侵襲性が高く、不
具合が生じた場合、生命の
危険に直結する恐れがあ
るもの

不具合が生じた場合、人体
のリスクが比較的高いと考え
られるもの

（例）透析器 人工骨

合でも、人体への
リスクが極めて低
いと考えられるも
の

具
（例）ＭＲＩ装置、電子
内視鏡、 消化器用ｶ
ﾃｰﾃﾙ、超音波 診断
装置、歯科用合金

（例）ﾍﾟｰｽﾒｰｶ、 人工心臓
弁、ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ

（例）透析器、人工骨、
人工呼吸器（例）体外診断用機

器、鋼製小物

（ﾒｽ･ﾋﾟﾝｾｯﾄ等）

X線ﾌｨﾙﾑ、歯科技

具

体

例
工用用品

例

般医療機器 管理医療機器 高度管理医療機器
薬事法

一般医療機器 管理医療機器 高度管理医療機器

届出 第三者認証（注２） 大臣承認（PMDAで審査）

の分類

規制
法改正で拡充

（注２） 厚生労働大臣が基準を定めたものについて大臣の承認を不要とし、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受けた民間の第三者
認証機関（現在13機関）が基準への適合性を認証する制度。

（注１） 日米欧豪加の５地域が参加する「医療機器規制国際整合化会合（ＧＨＴＦ）において平成１５年１２月に合意された医療機器の
リスクに応じた４つのクラス分類の考え方を薬事法に取り入れている。
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単体プログラムとは

単体プログラム
汎用PC等にインストールすることで、医療機器としての性能を発揮するプログラム※

※プログラム・・・電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたもの

画像診断装置ワークステーション

＜使用例＞

現行の薬事法でプログラムを使用している医療機器

当該製品のプログラム
による3次元画像処理

＜使用例＞

X線CT装置、MRI、PET-CT装置

等で撮影された画像データの処理、
保存 表示等を行う

CT検査のデータ 骨の３D画像

保存、表示等を行う

単体プログラム現行法

ソフト部分

ソフト部分
（プログラム）

プログラム単体で

改正案

ハード部分（プログラム）

ソフト部分のみでは薬事法の規制対象とならず、
ハード部分に組み込んだ形で規制している

プログラム単体で
薬事法の規制対象とする
※ 欧米では、既に医療機器として
位置付けられている。 9



○ 再生医療とは、病気やけがで機能不全になった組織、臓器を再生させる医療であり、創薬のた
めの再生医療技術の応用にも期待されている

再生医療とは

【医療】 【創薬】

再生医療

めの再生医療技術の応用にも期待されている。

目受精卵 ES細胞

• ES細胞（胚性幹細胞）
受精卵から作製された細胞。倫理面の課題あり。

・ ヒトiPS細胞等から目的とするヒトの細胞を作製し、薬
物の安全性等を確認。

ヒトiPS細胞

筋肉

骨

• iPS細胞（人工多能性幹細胞）

体の細胞に特定の遺伝子を導入し作製された細胞。がん化等の課題あり。 目的細胞

iPS細胞

筋肉

目皮膚細胞

赤血球

• 体性幹細胞

骨
遺伝子を導入

生物が元々持つ細胞。限定された種類の細胞にしか分化しない。 実用化

肝細胞気道粘膜細胞 B細胞

赤血球

白血球

血小板

造血幹細胞等

安全性確認 有効性確認 薬物毒性確認 医薬品
• 体性幹細胞以外の体細胞

生物が元々持つ細胞。特定の種類の細胞に分化したものであり、それ

以外の細胞にならない。

10



再生医療等製品の例

【細胞を使って身体の構造等の再建等を行う例：軟骨再生製品】 自家軟骨細胞 コラーゲンゲル内で
細胞を培養する

自家軟骨細胞を生体外のコラーゲンゲル中にて、培養した物。外
傷等により欠損した軟骨部位に移植し、軟骨細胞－コラーゲンゲ
ル等からなる軟骨様組織により、軟骨機能の修復が期待される。 軟骨

細胞を培養する。

混合
培養

＜患者の体内に投与＞
アテロコラーゲン

【細胞を使って疾病の治療を行う例：癌免疫製品】

免疫細胞を活性化する物質及び癌抗原ペプチドを含む
細胞により 癌免疫機能を増強させることで 癌治療効

他家線維芽細胞
免疫活性化物質を表面に
結合させ、癌抗原遺伝子を
細胞内に取り込ませる。

癌抗原遺伝子から癌抗
原ペプチドを発現させ
る。

細胞により、癌免疫機能を増強させることで、癌治療効
果が期待される。
※この製品では遺伝子導入も行っている。 免疫活性化物質

培養

遺伝子
導入

混合

【遺伝子治療の例：遺伝性疾患治療製品】

＜患者の体内に投与＞
癌抗原遺伝子

癌抗原ペプチド

患者に投与した後、体内【遺伝子治療の例：遺伝性疾患治療製品】

ウイルスに先天的に欠損した遺伝子（例えば、アデノ
シンデアミナーゼ遺伝子など）を保持させ、患者に投与
した後に、導入遺伝子が発現することで、遺伝性疾患

アデノウイルス
患者に投与した後、体内
で、遺伝子から酵素が発
現する。ウイルスベクター

の治療効果が期待される。

＜患者の体内に投与＞

遺伝子
操作

欠損酵素
遺伝子

11欠損酵素

細胞を介
して発現



再生医療等製品の実用化に対応した承認制度（条件・期限付承認）

＜再生医療等製品に従来の承認制度を適用する場合の問題点＞

【従来の承認までの道筋】
人の細胞を用いることから、個人差を反映して品質が不均一となるため、有効性を確
認するためのデータの収集・評価に長時間を要する。

治験
（有効性、安全性の確認）

承認臨床研究 市
販

【再生医療等製品の早期の実用化に対応した
承認制度】 ※患者のアクセスをより早く！

市販

市販後に有効性、さらな
条件・期限を
付して承認

臨床研究
承認
又は

条件・期限
引き続き
市販

治験
（有効性の推定、

期
限
内
に
再

承
認
申
請

患者にリスクを説明し同意を得、

る安全性を検証 付承認の失
効

市販（有効性の推定、
安全性の確認）

再
度

請

市販後の安全対策を講じる。

・有効性については、一定数の限られた症例から、従来より短期間で有効性を推定。
・安全性については、急性期の副作用等は短期間で評価を行うことが可能。 12


