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本日の内容
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2. ＭＦ申請・届出の状況

3. 最近のトピック



マスターファイル（ＭＦ）の申請、届出

1. 原薬等登録原簿登録申請（新規）

2. 原薬等登録原簿変更登録申請

3. 原薬等登録原簿軽微変更届

4. 原薬等登録原簿登録証書換え交付申請

5. 原薬等登録原簿登録証再交付申請

6. 原薬等登録原簿登録承継届

7. 原薬等登録原簿登録整理届
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〔提出書類〕

• 登録申請書（正本1通、副本1通。副本は正本のコピー不可。）

• ＦＤの打ち出し書面（添付書類を含む） 2通

• ＦＤ又はＣＤ－Ｒ

• 添付資料（ＣＴＤ第3部）（紙媒体及びＣＤ－Ｒ各1組）

• 返送用封筒（登録証、登録申請書副本（ＦＤ打ち出し書面を含
む。）を返送するための封筒）
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原薬等登録原簿登録申請（新規）



原薬等登録原簿変更登録申請

〔提出書類〕

• 変更登録申請書（正本1通、副本1通。副本は正本のコピー
不可。）

• ＦＤの打ち出し書面（添付書類を含む） 2通

• ＦＤ又はＣＤ－Ｒ

• 添付資料（必要に応じＣＴＤ第3部）（紙媒体及びＣＤ－Ｒ各1
組）

• 登録証原本（写しは不可）

• 返送用封筒（新登録証、登録申請書副本（ＦＤ打ち出し書面
を含む。）を返送するための封筒）
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原薬等登録原簿軽微変更届

〔提出書類〕

• 軽微変更届書 正本1通

• ＦＤの打ち出し書面（添付書類を含む） １通

• ＦＤ又はＣＤ－Ｒ

• 宣誓書（登録者による押印又はサイン）

• 新旧対照表 等

• 添付資料（必要に応じて、ＣＴＤなど）
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原薬等登録原簿登録証書換え交付申請

〔提出書類〕

• 登録証書換え交付申請書 正本1通

• ＦＤの打ち出し書面 １通

• ＦＤ又はＣＤ－Ｒ

• 登録証原本（写しは不可）

• 返送用封筒（新登録証を返送するための封筒）
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※MF軽微変更届に伴い、MF登録証の記載に書き換えが生
じた際に、改めて登録証を発行するものです。



原薬等登録原簿登録証再交付申請

〔提出書類〕

• 登録証再交付申請書 正本1通

• ＦＤの打ち出し書面 １通

• ＦＤ又はＣＤ－Ｒ

• 登録証原本（紛失の場合は不要）

• 返送用封筒（新登録証を返送するための封筒）
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※登録証の原本を紛失又は破損・汚した場合に、再度登録
証を発行するための申請です。



原薬等登録原簿登録承継届（承継者が提出）（１）

〔提出書類〕

• 登録承継書 正本1通 （ＦＤの打ち出し書面１通を含む。）

• ＦＤ又はＣＤ－Ｒ

• 承継者と被承継者間の承継契約書の写し（登録事項の根拠
データ及びすべての登録に関する書類を承継することを規定
した内容）

• 陳述書（製造所及びその他の製造技術等について、一切変更
がない旨の内容）

• 地位を承継する者であることを証明する書類

• MF登録証の写し
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原薬等登録原簿登録承継届（承継者が提出）（２）

原則として、承継予定日の30日前までの提出が必要です。

間に合わない場合には、速やかにＭＦ管理室までＦＡＸにて
ご相談ください。

〔過去に見つかった不適切な事例〕

• 吸収合併により、MF登録者が従来のA法人からB法人に変

わっていたが、単に法人の名称変更と判断し軽微変更届
により対応していた例

• 合併の情報入手が遅くなり、製造所の認定・許可申請、承
継届の手続きに支障を生じた例
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原薬等登録原簿登録整理届（書面での提出）（１）

〔提出書類〕

• 登録整理届書 正本1通

• 宣誓書（登録者による記名押印又はサイン）

• 登録証原本（写しは不可）
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※登録整理届書の様式等はPMDAのHPよりダウンロードが
可能です。
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/master-files/0003.html



〔手続きの流れ〕

① 登録整理対象のMFを引用する製剤について、製造販売業者

は承認整理や軽微変更届出等を行い、製剤の承認書から当

該MF番号を削除する。

② 原薬製造業者（MF国内管理人）は、上記①の手続きが完了

したことを確認後、当該MFの登録整理届を提出する。

製造販売業者と原薬製造業者（MF国内管理人）との情報共

有を適切に行い、登録整理届の提出時期に留意すること。

13

原薬等登録原簿登録整理届（書面での提出）（２）



MFの申請から登録までの期間と留意点

• 原薬等登録原簿登録申請（新規）

• 原薬等登録原簿変更登録申請

⇒登録証発行までには、通常、受付から約15日を要する。

（15日を超える場合もある。）

⇒変更登録の場合、登録番号は変わらないが、登録年月

日が変更となる。
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書類作成上の留意事項（１）

【留意事項（共通）】

 申請書・届書は鑑だけではなく、申請書・届書（FD又はCD-R）の打
ち出し書面も一緒に提出してください。

 申請書・届書の鑑の日付と、申請書・届書の【提出年月日】は同
日として下さい。また、提出者（法人）名及び住所（本社所在地）に
ついても同名としてください。

 【業者コード】を取得していない場合、先にコードを取得してから
MF登録申請を行ってください。

 【再提出情報】は「1（新規提出）」としてください。また、新規申請以
外の申請・届出（変更登録申請、軽微変更届等）の場合も、「1（新
規提出）」としてください。

 「2（再提出）」を入力するのは、MF登録申請中に審査部又はMF
管理室からの指示で差換えを行う場合です（この場合、PMDAから

の差換え指示が必要）。その際には【差換え種別】、【システム受付
番号】、【再提出年月日】も入力してください。 15



• （共通ヘッダ）【原薬等の名称】

【一般的名称】、【販売名】の両方を記載してください。

（例） 【一般的名称】 ： ○○○○
【販売名】 ： △△△△

※申請書・届等の鑑の「原薬等の名称」欄には、この【販売名】が反映されます。

• （各項）【成分及び分量又は本質】

成分の項目に「規格」（公定書収載品目のみ記載）、「成分コード」
（コードがない場合は999999）、「成分名」を記載してください。

• （各項）【製造方法】の【連番】
【製造所の名称】 （製造場所）が異なる場合に、新たな連番を立て

て記載してください。なお、【連番】が続く場合には、【次の製造方
法の連番】の項目も設定してください。
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書類作成上の留意事項（２）



書類作成上の留意事項（３）

• （各項）【原薬等の製造所】

 認定証等の情報に基づき、製造所の業者コード、名称、所在地、
許可・認定区分、許可・認定番号及び年月日等の確認を行ってくだ
さい。

 【製造方法】において複数の製造所で製造を行う場合には、全て
の製造所の情報を記載してください。

なお、複数の製造所が記載されていても、登録証に印刷されるの
は本欄の最初に記載されている製造所の情報（名称、所在地及び
許可・認定番号）のみとなります。従って、製造方法の順番（連番）

に関係なく、登録証に反映させたい製造所の情報を一番先に記載
してください。

 原薬の製造所において、試験の一部を外部製造所等で実施して
いる場合には、「外部試験機関等」の欄に、その名称及び所在地を
記載してください。
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書類作成上の留意事項（４）

• （各項）【国内管理人】

国内管理人を立てる場合、【国内管理人】の項目に記載するととも
に、代表者氏名として法人の代表者を記載してください。
また、【備考】に国内管理人の社名、担当者氏名、電話番号、ＦＡＸ
番号を記載してください。

• 【備考】※における【添付資料の有無】

 MF登録における添付資料とは、CTD第3部品質に係わるデータ等
のことを指すことから、CTD第3部品質に係るデータ等を添付資料

として提出する際には【添付資料の有無】の項を「有」としてくださ
い。添付資料がない場合は、「無」としてください。

 【その他備考】には、「CTD第3部の改訂版を提出する。」、「残留溶

媒に関するデータを追加で提出する。」等、提出する添付資料の
内容を簡略に記載してください。

※新規登録申請以外の場合、【変更後】の【備考】を指します。
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書類作成上の留意事項（５）

• 【備考】※

変更登録申請書・軽微変更届の場合、変更の理由を記載してくだ
さい。

変更履歴（登録・変更年月日、システム受付番号、軽微変更・変
更登録など）を記載してください。
＜記載例＞

MF登録・変更履歴 システム受付番号

１．平成○年○月○日（初回） ５１２１７０７００００００

２．平成○年○月○日（軽微） ５１２１８０７００００００

３．平成○年○月○日（変更登録） ５１２１９０７００００００

公定書規格品である場合には、該当する規格・日本名（例：日本
薬局方○○○である）を、また、以前承認を取得していた原薬の
場合には、当時の承認番号（例：承認番号 ○○○である）を記載し
てください。

※新規登録申請以外の場合、【変更後】の【備考】を指します。
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書類作成上の留意事項（６）

• ＭＦ登録事項に変更がある場合、当該ＭＦを引用しているすべての

品目の販売名、承認番号、製造販売業者の氏名・住所及び「一部

変更承認申請」、「軽微変更届出」又は「不要（－）」のいずれに該当

するかを【備考】※に記載してください。

（引用製剤が多い場合などは、【備考】に「MF登録申請を行う品目：

○○○を引用する製剤一覧：別紙」と記載し、上記の情報をPDFファ

イルにしFD申請書の別紙ファイルに添付するようにしてください）

※新規登録申請以外の場合、【変更後】の【備考】を指します。

承認番号 販売名 製造販売業者名 住所 一変／軽微／不要（－）

20900AMZ・・・ 〇〇〇 ○○株式会社 〇県〇市・・・ 軽微

21000AMZ・・・ ▲▲▲ □□株式会社 □県□市・・・ －
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＜記載例＞
MF登録申請を行う品目：○○○を引用する製剤一覧



変更登録申請書(様式H11)作成時における留意点

（例）「製造方法」の変更のみで、ほかに登録事項の変更がない場合

「変更登録申請」では
変更する事項のみで
なく、変更しない事項
も「変更内容」の事項
に挙げてください。

※軽微変更届書と作成方法が異なるため、ご留意ください。

【変更前】、【変更後】のいずれにも変更する事項のみでなく、変更しない事項の登
録内容も記載してください。

【変更前】
【成分及び分量又は本質】
・・・・
【製造方法】
・・・・
【規格及び試験方法】
・・・・
【貯蔵方法及び有効期間】
・・・・
【原薬等の製造所】
・・・・

【変更後】
【成分及び分量又は本質】
・・・・
【製造方法】
・・・・
【規格及び試験方法】
・・・・
【貯蔵方法及び有効期間】
・・・・
【原薬等の製造所】
・・・・

【変更内容】
【事項】 ：H001 （成分及び分量又は本質）
【事項】 ：H003 （製造方法）
【事項】 ：H004  （規格及び試験方法）
【事項】 ：H006 （貯蔵方法及び有効期間）
【事項】 ：H008 （原薬等の製造所）
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変更



軽微変更届書(様式H21）作成時における留意点

（例）「国内管理人」の変更及び「安全性に関する情報」の削除を行う場合

「変更内容」の事項に
は、変更、削除等を行う
事項を挙げてください。
変更しない事項は記載

不要です。

※変更登録申請書と作成方法が異なるため、ご留意ください。

変更が生じる事項内の一部のみでなく、変更が生じる事項の内容すべてを
記載してください。

【変更前】
【安全性に関する情報】
・・・・

【国内管理人】
【法人名】 △△△株式会社

【変更後】
【国内管理人】

【法人名】 □□□株式会社
・・・・
・・・・

【変更内容】
【事項】 ：H００７（安全性に関する情報）
【事項】 ：H００９（国内管理人）
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変更
削除

【変更前】は現在の登録事項のうち、変更・削
除等を行う事項の内容を記載してください。

削除する事項は【変更後】に事項を立てない
でください。
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変更前の記載を簡略記載とする際の留意点

【変更前】

【備考】

【その他備考】

変更内容における変更前は以下のとおり。

事項： H001 （成分及び分量又は本質） ・・・ 平成□年×月△日変更登録申請のとおり

事項： H003 （製造方法） ・・・ 平成●年◇月△日軽微変更届のとおり

事項： H004 （規格及び試験方法） ・・・ 平成□年×月△日変更登録申請のとおり

事項： H006 （貯蔵方法及び有効期間） ・・・ 平成□年×月△日変更登録申請のとおり

事項： H008 （原薬等の製造所） ・・・ 平成●年◇月△日軽微変更届のとおり

（例） 【変更前】の備考欄に最新の情報を記入することにより
【変更事項】における【変更前】の全文記載を省略する場合

変更登録申請の場合、これまでと同様に変更しない事項の登録内容
も記載してください。



本日の内容

24

1. ＭＦ申請・届出書類作成上の留意事項

2. ＭＦ申請・届出の状況

3. 最近のトピック



ＭＦに関する申請・届出の件数

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

登録等申請件数 1,918件 2,017件 2,019件 3,163件 2,126件

内
訳

新規登録申請 251件 282件 295件 259件 253件

変更登録申請 146件 160件 186件 190件 166件

軽微変更届 1,149件 1,179件 1,189件 2,438件 1,424件

その他※の申請・届出 372件 396件 349件 276件 283件

登録件数 387件 443件 502件 449件 423件

内
訳

新規登録 244件 282件 305件 260件 258件

変更登録 143件 161件 197件 189件 165件
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注：前年度までの申請による繰越分の処理を含む。
※：その他の内訳：登録証書換え交付申請、登録証再交付申請及び登録承継届



ＭＦ申請・届出の受付の流れ

窓口or
郵送

形式確認

受付票
交付

窓口or郵送
返却

26

修正

ＭＦ登録者/
国内管理人

申請書
届書

申請書
届書

ＭＦ
管理室

不備
あり

窓口or
郵送

不備
なし



ＭＦ管理室が行う主な形式確認

 提出年月日の記載

 鑑とFD申請入力の一致

 登録者と原薬等の製造所の法人の一致、許可・認定台帳

との情報の一致

 販売名、登録年月日のMF登録台帳との一致

 添付資料の提出（書面+電子媒体）の有無とFD申請入力

（添付資料：有無）との一致

 必要書類、別紙及び添付資料ファイル（PDF）の充足性

 変更内容の【事項】【変更前】【変更後】の項目の一致
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PMDAのHPで公開している申請前チェックリストをご活用ください。
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/master-files/0005.html



ＭＦ管理室が行った形式確認結果（H30.4～9）
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不備あり
36%

変更登録申請
（受付数：100件）

不備あり
33%

登録申請
（受付数：104件）

不備あり
31%

軽微変更届
（受付数：511件）

不備あり
42%

書換え交付申請
（受付数：73件）

不備あり
50%

再交付申請
（受付数：2件）

不備あり
57%

承継届
（受付数：7件）

不備あり
14%

登録整理届
（受付数：29件）



不備事例

• 【提出者】【原薬等の製造所】の、法人名又は住所の製造業許可・認
定台帳との不一致、手入力による誤記載

• 【原薬等の製造所】許可・認定年月日の不備、更新の反映なし

• 【変更内容】の【事項】【変更前】【変更後】の項目不一致

• 登録年月日の相違

• 添付資料：有無の記載なし、又は相違

• 引用製剤一覧の記載なし、又は情報不足

• 登録整理届とＭＦ登録情報との不一致、宣誓書の内容不足

• 承継届の提出期限切れ、添付書類の不備

• 「（後発）医薬品変更届出事前確認簡易相談」後の軽微変更届に記
入される変更年月日※の相違、結果回答書の添付漏れ
※変更日は審査部からの回答ＦＡＸが送信された日を入力してください。
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引用製剤一覧の不備

ＭＦ登録事項に変更がある場合、当該ＭＦを引用するすべての品目の販

売名、承認番号、製造販売業者の氏名・住所及び製剤の手続き（一変、

軽微変更等への該当性）について【備考】欄に記載、又は別紙ファイルに

添付していただくようお願いしておりますが、「一変／軽微／不要（－）」

の項目が設定されていない申請・届出が散見されます。製造販売業者に

ご確認の上、適切に記載していただきますようお願いいたします。

また、引用製剤一覧の記載はMF変更登録申請だけでなく、軽微変更届

の場合にもご対応をお願いいたします。

＜記載例＞

MF登録申請を行う品目：○○○を引用する製剤一覧

30

承認番号 販売名 製造販売業者名 住所 一変／軽微／不要（－）

20900AMZ・・・ 〇〇〇 ○○株式会社 〇県〇市・・・ 軽微

21000AMZ・・・ ▲▲▲ □□株式会社 □県□市・・・ －



登録整理届とＭＦ登録情報の不一致

過去に製剤に利用された品目について登録整理を行う際には、次

の変更登録申請等に併せての対応で可とされている情報（住所表

記の変更等）について事前に軽微変更届出を行い、MF登録情報

を現状に合わせた上で整理届を提出してください。その際、変更

箇所が登録者情報のみ（法人名・住所）である場合は、ＭＦ管理室

にＦＡＸにてご相談ください。

登録整理届に添付する宣誓書の内容不足

過去に製剤に利用されたことがあるにも関わらず、製剤情報が記

載されていない宣誓書が見受けられます。承認整理や軽微変更

届によるＭＦ番号削除など、必要な対応を行った上で対応済みの

旨を明記していただきますようお願いします。
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本日の内容
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1. ＭＦ申請・届出書類作成上の留意事項

2. ＭＦ申請・届出の状況

3. 最近のトピック



医薬品の品質に係る承認事項の変更に係る
取扱い等について
（平成30年3月9日付薬生薬審発0309第1号，薬生監麻発0309第1号）

33

第5  他の理由による変更の際に変更すればよい承認事項について

（３）ＭＦの変更登録年月日が変更になった場合（登録事項を引用し
ている場合であって、引用しているＭＦ中、引用していない登録事項
のみの変更に伴う場合に限る。）

• 「原薬等登録原簿（ＭＦ）制度に関するＱ＆Ａ（その４）」（平成25年
10月29日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡）別添
中、問2及びその答えの削除

（問２）
MF の規格及び試験方法が変更された場合にはMF の変更登録が必要であり、通常、それに伴って製剤の承認
事項一部変更承認申請が必要とされている。一方で、MF 登録された原薬を利用した製剤で、製造販売承認書に
おける原薬の製造方法はMFに記載の製造方法を引用しているが、原薬の規格及び試験方法は、製造販売承認
書にMF の規格及び試験方法を引用せず、異なる独自の別紙規格が設定されている、又は本邦の公定書等に従
い規格及び試験方法が設定されている場合がある。
このような場合において、MF の変更登録の内容が製造方法の変更（軽微届出事項に係る変更を除く）を伴わ
ず、規格及び試験方法のみの変更である場合、このMF を利用している製剤の製造販売承認書においてはMF 
の登録年月日以外に実質的な変更を伴わないことから、当該製造販売承認書のMF 登録年月日の変更は軽微
変更届出でよいか。



医療用医薬品の承認申請の際に添付すべき
資料の取扱いについて
（平成２８年３月１１日付審査管理課長通知：薬生審査発0311第３号）

• 平成２９年３月１日以降に行われる医薬品（後発医薬品等）の承
認申請について、承認申請に際して添付すべき資料は、平成１３
年６月２１日付け医薬審発第899号厚生労働省医薬局審査管理

課長通知「新医薬品の製造販売の承認申請に際して承認申請書
に添付すべき資料の作成要領について」に示された「コモン・テク
ニカル・ドキュメント（国際共通化資料）」（以下「CTD」という。）に
従って、編集すること。

• 当該通知に基づき、承認申請品目に関連するMFについては、同
様にCTD形式に対応できるよう、十分な準備をしておくことをお願
いします。

• ＣＴＤm2.3Sは、ＭＦ登録時には必要としませんが、ＭＦ引用の製
剤が審査される際に備え事前に準備をしておいてください。
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第十七改正日本薬局方及び同第一追補の
制定に伴うMF登録品目の販売名の変更

〔MF登録品目の販売名の変更は原則認められない。〕

ただし、第十七改正日本薬局方及び同第一追補において、
名称が変更された品目について登録事項に変更があり、か
つMFの登録品目名に反映させる場合、変更登録申請又は
軽微変更届で、販売名を変更することができる。

 「第十七改正日本薬局方の制定に伴う医薬品製造販売承認申請等の取扱いについ
て」（平成28年3月31日付薬生審査発0331第1号、審査管理課長通知） 「11．原薬等登
録原簿（MF）に係る取扱いについて」

 「第十七改正日本薬局方第一追補の制定に伴う医薬品製造販売承認申請等の取扱
いについて」（平成29年12月1日付薬生薬審発1201第3号、医薬品審査管理課長通知）
「10．原薬等登録原簿（MF）に係る取扱いについて」

35



国内管理人情報の任意公表について（１）

36

• 原薬等登録業者である外国製造業者からの要望がある場

合に公表 （注：国内管理人の要望によるものではありません。）

• 公表する項目

 国内管理人の法人名

 国内管理人の住所

• ＭＦごとに公表要望書又は変更要望書を提出

• 従前どおり国内管理人情報を非公表とする場合、特段の対

応は不要

• 平成31年1月より公表要望の受付開始予定



国内管理人情報の任意公表について（２）
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＜提出書類＞

申請書／届 公表要望書 変更要望書A

新規でMFを登録する場合 登録申請書 ○（※）

登録済みMFの国内管理人を変更する場合 軽微変更届 ○（※）

登録済みMFの登録者が承継される場合 承継届 ○（※）

登録済みMFについて公表を希望する場合 － ○

※公表要望書/変更要望書Aのご提出がない場合は、非公表となります。

一度公表した国内管理人情報を非公表としたい場合には、

別の様式（変更要望書B）をＭＦ管理室にご提出ください。



軽微変更届でご留意いただきたい事例

 製造方法の変更

• 工程削除（出発物質の変更）

• 後処理操作（不純物除去）手順の変更

• 回収溶媒の使用

• 工程管理項目の削除

• 工程管理の規格値の変更

 規格及び試験方法の変更

• 試験方法の変更

• 規格値の緩和

• 規格項目の削除

 貯蔵方法及び有効期間の変更

• 保存温度、有効期間の変更

• リテスト期間の変更（安定性試験によるコミットメントがない）
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※原則として、変更登録が必要となります。



ＭＦ管理室からのお願い

• お問い合わせ、ご質問は、必ずFAX（03-3506-

9442）にてお寄せください。

• 当室からは、簡易相談など他の相談内容に該当

するもの、審査やGMPに関するお問い合わせは、

お答えできません。

• 申請窓口でのご質問もお控えくださいますよう

お願いいたします。
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ご清聴ありがとうございました
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