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機構による承認申請の
受付業務等について

（独）医薬品医療機器総合機構

審査業務部業務第一課

令和元年度医薬品承認申請実務担当者研修会



2

本日の内容
１．受付窓口について

２．申請書等の作成について

３．新医薬品の承認申請について

４．ＧＭＰ適合性調査申請について

５．外国製造業者認定申請について

６．届出について

７．簡易相談について

８．手数料について

９．承認書について

１０．申請・届出に関するお問い合わせについて

１１.  PMDAホームページについて
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１ 受付窓口について



4

提出場所

（独）医薬品医療機器総合機構 審査業務部
〒100-0013東京都千代田区霞が関３-３-２新霞が関ビル６階

■業務第一課：医薬品、医薬部外品、化粧品関係
ＴＥＬ：０３－３５０６－９４３７（業務第一課）

■業務第二課：医療機器、体外診断用医薬品関係、再生医療等製品関係

ＴＥＬ：０３－３５０６－９５０９（業務第二課）

ＦＡＸ：０３－３５０６－９４４２（業務第一課・業務第二課兼用）

郵送による受付をご希望する場合は、上記住所に必要
書類を送付して下さい。

◆直接持参の場合は６階東側の受付窓口にお越し下さい。
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受付窓口について
• ６階東側に入り、左手に待合室があります。

※エレベーターを降りて総合受付（西側）の反対側です。

• 待合室に設置されている発券機から整理券を取り、

お待ちください。

• 整理券に記載された番号が呼ばれましたら指定され

た受付窓口でお手続きください。

• 受付窓口では２人まで着席できます。

• 医薬品・部外品・化粧品は原則①～④番窓口です。

（医療機器・体外診断薬、再生医療等製品は原則⑤～⑧番窓口）

受付時間：月曜日から金曜日（祝日を除く）
９：３０～ １２：００、１３：３０～１７：００
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受付窓口での留意事項

◆ 受付時に申請等に必要な内容を確認します。申請等
の内容を把握され、説明できる方がお越し下さい。

◆ 受付窓口でのご質問・ご相談は、ご遠慮下さい。

◆ 月末・週末は、混雑します。比較的空いている週明け
等をご利用下さい。

◆ 一度の申請・届出数が、多数に及ぶ場合、窓口で受
付を行わず、一旦書類をお預かりし対応することが
あります。

申請書や届出に不備がある場合、受け付けることができません。
提出前に内容を十分ご確認下さい。
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郵送提出における留意事項
◆ ひとつの封筒・箱等の中には同一の種別の申請・届出のみ

入れて送付して下さい。

◆ 封筒・箱等の表面には、中身の申請・届出の種別を明記して
下さい。

◆ FD・CDのデータと書類の順番をそろえて下さい。

◆ 受付票及び申請・届出の機構受領印押印控え分の返送を希
望する場合、そのための返信用封筒（信書便）を必ず同封し
て下さい。

※受付控えの他、承認書等の郵送による交付を希望される
場合には、返信用封筒は２部必要となります。

郵送された申請書や届書の内容に不備がある場合、受付できません。
この場合、再送付等により受付までに時間を要します。
提出前に内容を十分にご確認下さい。
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２ 申請書等の作成について
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申請書等に多く見られる不備①

代表者印が押印されていない。
（副本にも押印が必要（コピー不可）。社印のみは不可。）

鑑とＦＤの提出日が異なる。

審査調査申請書と承認申請書の日付や申請者の住所、
販売名等が異なる。

※日付は承認書や認定書の鑑にも記載されるため、

差換え時も含め確認をお願いします。

一変申請の際、備考欄に履歴の記載がない。

収入印紙に消印が押されている。
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申請書等に多く見られる不備②

手数料コードが誤っている。

申請区分が誤っている。

承認審査調査申請書の区分に、手数料令の

条項ではなく申請区分を入れている。

添付資料有りの申請で資料の添付がない。

製造販売業許可証の写しがない。

提出部数が足りない。

例）複数の品目をまとめて申請する際に

審査調査申請書や製造販売業許可証の写しが

１部しか提出されていない（1品目につき1部必要）。
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申請書等に多く見られる不備③

一変申請の際に過去の承認書（一変含む）、軽微変更届
等の写しがない。

差換え願の提出の際、平成26年11月24日以前の申請分
にも関わらず、新FD申請ソフト(医薬品医療機器法対応)
で作成している。

申請書の鑑の差換えが生じた場合に、宛先が再提出日
時点の厚生労働大臣名となっている。

→申請の宛先は「厚生労働大臣 殿」で可

（氏名を記載する場合は申請日時点の大臣名の記載が

必要 当機構理事長名も同様）

など
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申請書等に多く見られる不備④

提出された電子媒体に不具合があり、申請書・届
出のFD （フレキシブルディスク）申請データが
PMDAのシステムに取込できない場合があります。

特にフロッピーディスクでご提出頂く場合に、データが破損している等
の不具合がある場合や、データ読み込みまでにお時間を頂く場合が
多いです。

できるだけCD‐Rにて、ご提出をお願いいたします。

また、他の端末で読み込めるよう設定を行ってからご提出ください。

ご提出頂いた電子媒体に不具合がある場合は再提出いただく必要
がありますので、ご提出前にご確認をお願いします。

※FD申請データ提出用の電子媒体にFD申請データ以外の審査用資
料を保存しないで下さい。
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その他留意事項①
※医薬品医療機器等法対応医薬品等電子申請ソフトは必
ず最新版をインストールしてご使用くださいますようお願いし
ます。

• 申請ソフトは不具合修正、各種マスタデータ内容の更新・
修正を行い、随時公開しております。

申請書・届書データ作成前に必ず下記のページをご確認く
ださい。

厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課

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 承認・許可・認定・登録関係 FD申請

https://web.fd‐shinsei.go.jp/index.html
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その他留意事項②
• 承認申請書、届書、差換え願はページの紛失を防ぐため

品目ごと、かつ正本・副本ごと、または提出先ごとにクリッ
プ・ホチキス・紐等にてまとめてご提出をお願いします。

【並べ方の順序（手前から）】
・承認申請書の場合

鑑、申請書（DTD）、別紙、添付資料

・承認申請書の差換え願の場合
鑑（「差換え願」と記載の紙）、DTD、別紙、添付資料
※それぞれ両面印刷可。ただし、DTD最終頁と別紙１頁の両面印刷は
避けてください。

・届書の場合
鑑、DTD、別紙
機構提出用、厚労省提出用ごとにまとめてください。

(鑑)
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３ 新医薬品の承認申請に
ついて
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（１）新医薬品承認申請前のお願い
下記内容を記載の上、審査業務部業務第一課

新医薬品受付担当宛までFAXにてご連絡ください。
（※申請電子データシステムを利用した品目以外について。）

※新一般用医薬品についても、提出資料が多い場合は一般用医薬品受付担当者
あてに上記内容（GCPを除く）をFAXにてご連絡ください。

（ＦＡＸの記載事項）

• 提出希望日時（ex.７月１０日 ９時３０分）

• 販売名

• 申請区分（ex.（１）新有効成分含有医薬品）

• 新規・一変の別（ex.新規）

• 手数料コード（ex.GAA）

• 搬入資料量（ex.ダンボール12箱）

• GCP及びGLP関連の提出資料の有無（ex.GCP適用治験報告票）

• その他特記事項（ex.eCTDの参考提出を同日提出します。）
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（２）eCTDの提出について

• eCTDの提出前の管理番号の付番に関しては審査業務部業務
第一課宛にご連絡ください。

• 参考・正本問わずeCTD提出の際には、カバーレター（正１部）と
eCTDに陳述書を含む場合はその書面をご提出いただくことになり
ます。

なお、控えが必要な場合は同時にご提出ください。
動作確認が完了し次第、控えに受領印を押印し、お返しいたします。

• eCTDの動作確認については、確認でき次第、業務第一課の担
当より結果をご連絡させていただきます。

• eCTDに関する技術的なご質問につきましては、 eCTD担当まで
メールでご連絡ください（ectd@pmda.go.jp）。

※申請電子データシステムに関する問合せについては、申請電子データシステム
ヘルプデスク（fd_iyaku@pmda.go.jp） にお問い合わせください。
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＜ｅＣＴＤ作成等に係る参考通知等＞

『コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様について』（平成１５年６月４日医薬審
発第0604001号）

『「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様について」の一部改正について』
平成１６年５月２７日薬食審査発第0527001号）

『新医薬品の製造販売の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料に関する
通知の一部改正について』（平成２１年７月７日薬食審査発0707第3号）

『電子化コモン・テクニカル・ドキュメント（eCTD）の取扱いについて』（平成１７年６月
２９日薬機発0629005号）

『「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様の取扱いについて」の一部改正に
ついて』（平成２８年８月２４日薬生薬審発0824第3号）

『「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様について」に関するＱ＆Ａについ
て』（平成２９年７月５日医薬品審査管理課事務連絡）

『コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様資料提出時の取扱いについて』（平
成２１年４月１日審査管理課事務連絡）

eCTD国内情報提供ページ（https://www.pmda.go.jp/int-activities/int-harmony/ich/0009.html）
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（３）その他留意事項
• 再審査申請においても、新医薬品と同様に事前に

FAXを当課宛に送付ください。

（FAXの記載内容は新医薬品のものに準じて必要事項を記載してください。

再審査申請については、郵送での申請も可能ですが、郵送の場合もFAX

にて事前にご連絡をお願いします。）

• 新医薬品の中でも事務局審査品目については

資料等の量も少ないことから、

事前連絡の必要はございません。

ただし、申請区分８と公知申請品目についてはFAXにて事前に

ご連絡いただいております。

• 提出希望日時をFAXいただいた後、場合によっては、

時間調整をさせていただく場合がございます。

予めご了承ください。
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４ ＧＭＰ適合性調査申請に
ついて
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（１）承認・一変申請のGMP申請
• 申請は、１製造所・１製剤が基本となります。

（同じ製造所であっても異なる剤型ごとに申請が必要となります。）

• 申請する製造所における工程区分での申請となります。
（滅菌区分を有する製造所でも、包装工程のみを行っている場合は、

包装の区分で申請することになります。）

• 複数の品目に用いられる原薬の場合、一物多名称品目同士の場合、同一の
試験検査機関において複数品目の試験検査を行う場合は一括して申請を行
うことができ、手数料は１件分と算定しています。

また、上記一括申請の場合は申請書備考欄に一括申請である旨を記載して
下さい。

• 申請書中の【申請品目】には該当する承認申請受付番号と承認申請年月日
を記載して下さい。

【確認していただきたい通知等】

「ＧＭＰ適合性調査申請の取扱いについて」

（平成２７年７月２日 審査管理課長 監視指導・麻薬対策課長）
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（２）定期調査（更新）のGMP申請

•基本的に製造所単位の申請となります。

•手数料の基本的な考え方は、申請品目の中で最も上
位の調査対象となる手数料区分の基本単価＋各品目
が該当する調査対象の工程に係る手数料区分の品目
単価×調査対象に該当する品目数となります。

•申請書中の【申請品目】には該当する承認番号と承認
年月日を記載して下さい。

【確認していただきたい事務連絡】

「原薬に係る定期のＧＭＰ適合性調査の質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について」

（平成２１年９月１８日 監視指導・麻薬対策課）
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（３）原薬に係る同一性確認届書

• 原薬の定期適合性調査申請の取扱いについても、その
省略を求める手続きを定めた。（平成27年7月2日二課長
通知）

• 当該届書を提出する際は、通知日より２年以内の適合性
調査結果通知書の写し及び 同一性を証明する書類を添
付する。

【確認していただきたい通知等】

「ＧＭＰ適合性調査申請の取扱いについて」

（平成２７年７月２日 審査管理課長 監視指導・麻薬対策課長）
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提出書類等 記載・提出上の注意

原薬に係る
同一性確認届書
（提出部数１部）

①二課長通知別紙１の様式（国内製造と外国製造は
別の書式）により、製造所ごとに記載し提出する

②提出先は、（独）医薬品医療機器総合機構

③原則、ＦＤ等及び打ち出し書面で提出する

④法人の場合、代表者名で提出し、代表印が必要と
なる

添
付
書
類

適合性結果通知書の
写し

①通知日より２年以内の適合性調査結果通知書の
写し
②調査実施最終日から2年以内の日付の報告書及び
通知日から5年以内の適合性調査結果通知書の写し

同一性に関する証明書 ①二課長通知別紙２で示された事項等に記載のある
証明書

②製造所の責任者名又は製造管理者名で提出し、
その者の押印が必要となる
外国製造所の場合はMF国内管理人名も可

◆ 定期適合性調査申請の省略を求める手続き等
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５ 外国製造業者認定申請
について
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【外国製造所認定申請から認定取得までの流れ】

外国
製造業者
（申請者）

ＰＭＤＡ

審査業務部
（受付）

医薬品
品質管理部

外

国

製

造

所

国

内

製

造

販

売

業

者

（
代
行
）

委
託
契
約

Step1 業者コード登録票提出（外国製造業者／製造所）

Step2 業者コード登録／発行（外国製造業者／製造所）

Step3 登録免許税領収証書、手数料振込（写）

Step4 認定申請（製造所ごと、認定区分ごと）
Step5 認定調査申請（製造所ごと、認定区分ごと）
※Step4と5は並行して行う

Step6 調査（書面／実地：PMDAが代行して実施）
Step7 照会／指摘／差換え等の指示

審査業務部

Step8 回答・差換え

Step12 認定証交付

Step9
調査結果通知
＋認定申請

Step11
認定証発行

厚生労働省
Step10 審査
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（１）「業者コード」の取得
外国製造業者コードの取得は代行者が申請できます。

・外国製造業者の氏名、住所及び製造所の名称、所在地
等を 「業者コード登録票」 に記載し、ＰＭＤＡ審査業務部
宛にＦＡＸして取得します。

・訂正・取消しの場合は

「外国製造業者コード（訂正・取消）願」（別紙１）を

ＦＡＸにて送付して下さい。

ＦＡＸ送信先：０３－３５０６－９４４２（審査業務部）

なお、認定または認定の更新を受けている外国製造業者
については、PMDAホームページで公表しております。
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（２）申請者

申請者が法人である場合は、
代表者（代表権のある役員）が申請を行うことになります。

工場長が法人の代表者でない場合は、申請者として
認められません。

（平成１８年２月１４日審査管理課事務連絡 Q1）

認定申請では、登録された業者コードの名称・所在地を

正確に記載して下さい。
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（３）外国製造業者認定申請代行業者

申請者は外国製造業者ですが、手続きについては

製造販売業者が代行することができます。

ただし、次のいずれにも該当する場合には、
関係製造販売業者以外の者が代行できます。

①関係製造販売業者が代行できない正当な理由があること。
②認定申請者から手続の代行につき委託を受けていること。

（申請者と代行者との間の契約でも可）
③その他、製造品目の把握、連絡に責任を持てること。
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外国製造業者認定更新申請

・外国製造業者の認定の有効期間は５年です。
更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。

・認定更新の申請は、認定更新申請書を提出することにより行い
ます（本日の資料別紙２）。

この場合も新規認定申請時と同様に、PMDA理事長宛の認定調査申請書も

併せて提出して下さい。

・事務処理に５ヶ月程度かかるため、

有効期限の５ヶ月前までに申請して下さい。

・認定の有効期間満了後の申請は、新規扱いとなります。

・認定証を紛失した場合は、更新申請書と同時に
再交付申請書を提出して下さい。
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認定申請の添付資料について

施行規則第283条と通知（平成18年２月14日 事務連絡外国製
造業者認定に関する質疑応答集（Q ＆ A）について）」より、以下
の6項目については、邦文以外の場合は邦文訳の添付をお願い
します。

英語以外の言語の場合は併せて翻訳証明のご提出もお願い
します。

①自己宣言書（医師の診断書）

②製造所の責任者の履歴

③業務分掌表（説明文がある場合）

④委任状

⑤関係製造販売業者が代行出来ない理由書

⑥遅延理由書

※構造設備の資料については英文でも可。
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認定申請を行う際にPMDAのHP上で公表している

認定番号公表のページを確認し、当該外国製造業者
が認定を取得していないことを確認のうえ申請をお願
いします。

PMDAホームページ

＞承認審査関連業務> 承認審査業務（申請、審査等）

> 外国製造業者の手続き等

> 外国製造業者認定・登録番号の公表について

（https://www.pmda.go.jp/review‐services/drug‐
reviews/foreign‐mfr/0003.html）

医薬品等外国製造業者認定申請に関する注意事項
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認定申請書に多く見られる不備①

• 更新申請の際に、認定証原本が添付されていない。

• 業務を行う役員の疎明書又は医師の診断書が添付されてい
ない。（コピーは不可。）

• 業務分掌表が添付されていない。

• 『業務を行う役員が識別できる』業務分掌表になっていない

※業務を行う役員に印を付けるだけではなく、「印が業務を行う役員で
ある」という文言も必要。

• 代表者が業務を行う役員に入っていない

• 申請書類において提出の際、製造販売業者が代行できない
場合、その理由書と代行者への委任状、契約書等が添付さ
れていない。（更新、書換、再交付申請も同様）

• 外国製造業者のサインが直筆ではない。（コピーは不可。）
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認定申請書に多く見られる不備②
• 備考欄に必要な記載がない（ex.「薬局等構造設備規則に適

合している」、「関係製造販売業者による代行」、「代行者に関
する情報」、「更新までに変更した履歴のすべて」等）

• 【認定番号及び認定年月日】欄の【認定年月日】が「有効期
間」の「始期」になっていない。（認定「証明年月日」ではな
い。）

• 「業務を行う役員」の変更届において、【申請者の欠格条項】
が入力されていない。

• 変更届における「変更年月日」が、実際に変更があった日と
なっていない。（変更を知った日や届出の提出日ではない。）

• 変更届において【変更内容】欄の、【事項】と【変更前】【変更
後】において「タイトル」が一致していない。

• 変更届において「変更年月日」毎に提出されていない。（異な
る「変更年月日」を一つの届出として提出することは不可。）
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認定申請に係る通知について①

医薬品及び医薬部外品に関する外国製造業者の認定申請の取扱いについて
（平成22年10月8日薬食審査発1008第1号）（本日の資料別紙３）

ア、「疎明する書類」等の詳細を定めた。
イ、「製造所の責任者の履歴を記した書類」の記載内容を示した。
ウ、「製造品目一覧及び製造工程に関する書類」は、別紙様式により記載する。
エ、関係製造販売業者が代行することを原則とし、その責務を定めた。

オ、例外的に関係製造販売業者以外が代行する場合のその条件と添付資料等
を示した。

カ、外国代表役員及び代表権のない業務を担当する役員が識別できる業務分
掌表を添付する。

キ、その他

医薬品等の製造業の許可及び外国製造業者の認定の申請書に添付する様式等
の改正について （平成22年10月13日薬食発1013第2号）（本日の資料別紙４）

ア、「構造設備の概要一覧表」等の様式を改正し、記載内容を示した。
イ、当面の間、旧様式を使用してもよいこととした。



36

『医薬品・医薬部外品外国製造業者認定の

更新・廃止等の手続きについて』

（平成28年3月30日薬生審査発０３３０第４号）

『医薬品等の製造業許可、外国製造業者認定
等に関する質疑応答集（Q＆A）について』

（平成28年3月29日審査管理課事務連絡）

認定申請に係る通知について②
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６ 届出について
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（１）軽微変更届

・厚生労働省令で定める軽微な変更について、厚生労働省令
に定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なけ
ればならない。（医薬品医療機器法第１４条第１０項）

・軽微な変更の範囲は以下に掲げるもの以外のものとする。
（医薬品医療機器法施行規則第４７条）

ア 品目の本質、特性、性能及び安全性に影響を与える製造方法の
変更

イ 規格及び試験方法の事項の削除及び規格の変更
ウ 病原因子の不活化又は除去方法の変更
エ 用法用量、効能効果の追加、変更、削除
オ その他、製品の品質、有効性、安全性に影響を与えるおそれ

があるもの

① 届出について
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• 軽微な変更を行った後、３０日以内に届出

（医薬品医療機器法施行規則第４８条第２項）

※医療用医薬品について、３０日を超えての届出となる場合、

医薬品又は後発医薬品変更届出事前確認簡易相談を申込むこと。

※一般用医薬品について、 ３０日を超えての届出となる場合、

遅延理由書を提出すること。（１年を超える場合は厚労省へ要相談）

変更年月日：製品出荷日又は当該変更を行った時点
（届出者において適切に判断）

• 添付書類：製造方法等変更時の取扱いとして、

一部変更承認申請同様、変更内容を明らかにする

「新旧対照表」、変更管理を実施した旨の「宣誓書」等

• 変更内容の妥当性：

→審査は次回の一変申請の際行われる。

→変更管理の確認等は、GMP（定期）調査の際行われる。

② 軽微変更届における留意事項
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③ 軽微変更届について参考となるQ&A

「医薬品等の承認申請等に関する質疑応答集
（ Q&A ）について」

• 平成１８年１２月１４日 審査管理課事務連絡(Q１９～ Q３４）
（軽微か一変かの手続きも含む。）

• 平成１９年１月１２日 審査管理課事務連絡(Q６～ Q９）

• 平成２０年８月２６日 審査管理課事務連絡(Q４～ Q６)

• 平成２２年６月２８日 審査管理課事務連絡
「軽微変更届出の範囲の明確化に関する検討結果について」

• 平成２８年１０月２７日 医薬品審査管理課事務連絡

軽微変更された内容は承認事項となるので、
提出前にもう一度確認をお願いします。
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（２）承継届

① 届出について

・医薬品等の承認を受けた者について、相続、合併、分割が
あったときは、相続人（法人）等は、当該承認取得者の地位を
承継する。（医薬品医療機器法第１４条の８第１項）

・承継者は、相続の場合相続後遅滞なく、それ以外は、承継前
に厚生労働省令に定めるところにより、大臣に届け出る。

（同条の８第３項）
・医薬品医療機器法第１４条の８第１項「品目に係る資料等」

（医薬品医療機器法施行規則第６９条第１項）

ア 製造業許可（認定）申請時の資料
イ 承認（一部変更承認）申請時の資料
ウ 再審査申請の際の資料 など９項目
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・ 承継者、被承継者ともに承継品目に応じた種類の製造販売業の
許可を有していること。

・ 承継日の１ヶ月前までに提出すること。

・ 承認取得者の地位を承継するものであることを証する書類を添付
すること。

・ 添付資料

・ 契約書の写し、誓約書、承継届で承継日や品目の情報にずれが
ないか提出前に確認すること

◆承認後１年以上の製造販売の実績がないもの、一変申請中のもの
は原則承継できない。

② 承継届における留意事項

ア 契約書の写し
イ 被承継者の誓約書
ウ 承認書の写し
エ 輸入契約書の写し（輸入の場合）
オ 登記事項証明書（合併等登記を要する場合）
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※ 関係通知等

「輸出用医薬品等の届出の取扱いについて」
（平成２０年１１月１１日 薬食審発第１１１１００１号）

「輸出用医薬品等の届出の取扱いに関する質疑応答集（Q＆A）に
ついて」
（平成２０年１１月１１日 審査管理課事務連絡）

「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 薬食発第０８０６第３号）

（３）輸出届

・医薬品等を輸出するために、製造等をし又は輸入しようとす
る者が行う。（医薬品医療機器法施行令第７４条第１項）

※国内で流通しうる形態のまま輸出する場合には届出不要
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７ 簡易相談について
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① 手続方法

申込日：２週間前の各種別ごと指定する曜日

 簡易相談の予約

・ FAXで対面助言（簡易相談）予約依頼書を送信する。

 簡易相談予約の決定

• 機構担当者からFAXで連絡

 簡易相談申込書の提出

• 機構から相談実施の連絡が来た日の翌日から３勤務日以
内にFAXで提出

• 手数料振込金受取書のコピーも忘れずに添付

＜簡易相談実施要綱＞
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う対面助言、
証明確認調査等の実施要綱等について」

（ 平成２４年３月２日 薬機発第0302070号）
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② 簡易相談の実施場所

 医薬品医療機器総合機構の所定の場所

 PMDAと電話回線で接続したテレビ会議システム
を導入した場所

（関西医薬品協会・社団法人富山県薬業連合会）

※ テレビ会議システムによる簡易相談
希望する場合は、例えば「関西医薬品協会・社団法人富山

県薬業連合会での簡易相談を希望」のように、ご希望の実施
場所を申込書の備考欄に記載するようにしてください。

また、GMP／ＱＭＳ調査、ＧＣＴＰ調査に関する相談に限り、
PMDA関西支部調査課にて対応できる場合がありますので、
希望する場合には申込書の備考欄に「関西支部での簡易相
談を希望」と記載してください。
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③相談日時について
相談区分 曜日 時間帯

後発医療用医薬品 火曜日 １０：００～１２：００

木曜日 １３：３０～１６：００

一般用医薬品 水曜日 １０：３０～１２：００

金曜日 １３：３０～１７：００

防除用製品 火曜日 １３：３０～１７：００

（医薬部外品と併せて）

医薬部外品 火曜日 １３：３０～１７：００

金曜日 １０：３０～１２：００

新医薬品、

医薬品ＧＣＰ／ＧＬＰ／ＧＰＳＰ調査

ＧＭＰ／ＱＭＳ調査

ＧＣＴＰ調査

当該週内で日程調整のうえ決定

当月及び翌月の相談予定日は、機構ホームページに掲載しております。

（注）関西医薬品協会・富山県薬業連合会での実施可能な日時が変更される場合
があります。予約依頼書を提出する直前に必ず実施予定表をご確認下さい。
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④ 予約申込日時について

月曜日 火曜日 水曜日

１０：００～

１１：３０
後発医療用医薬品 一般用医薬品

医薬部外品

防除用製品

１３：３０～

１５：００

新医薬品

（新医薬品の記載
整備、ＭＦのみ）

医薬品ＧＣＰ／ＧＬＰ
／ＧＰＳＰ調査

ＧＭＰ／ＱＭＳ調査

GCTP調査

医薬品・後発医薬
品変更届出事前確
認簡易相談

• 相談日の２週間前の指定する日時内にＦＡＸにてお申し込み下さい。
• 予約申込日時が休祝日の場合は、各曜日直前の勤務日の13：30

～15：00が予約申込日時となります。
• 予約受付時間帯以外は、受付できません。
• 機構ホームページで予約日をご確認下さい。
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⑤ 時間・手数料について

区分 相談時間 手数料額

後発医療用医薬品 15分以内 １相談あたり 22,600円

一般用医薬品 15分以内 １相談あたり 22,600円

医薬部外品（防除用製品を
含む）

15分以内 １相談あたり 22,600円

新医薬品 15分以内 １相談あたり 22,600円

医薬品GCP/GLP/GPSP

調査
30分以内 １相談あたり 20,300円

ＧＭＰ/ＱＭＳ調査 30分以内 １相談あたり 25,400円

ＧＣＴＰ調査 30分以内 １相談あたり 26,700円

医薬品・後発医薬品変更

届出事前確認簡易相談
― １相談あたり 39,400円
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＜簡易相談にて対応できる相談内容＞

 予定している成分・分量、効能・効果、用法・用量
から判断できる申請区分及び添付資料、有効成分
又は添加物の使用前例等

 製造方法等の変更における一部変更承認申請
の対象事項への該当性

 一部変更承認申請か、軽微変更届で対応可能か
などの判断について

 GMP適合性調査の手続きに関すること（機構が
調査権者のものに限る）
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＜簡易相談にて対応できない相談内容＞

許可に関するもの

 規格及び試験方法の妥当性に関するもの

 個別の試験方法や試験結果の妥当性の確認

など事前審査に該当するもの

 表示又は広告に関するもの

 医薬品又は医薬部外品への該当性に関するもの

 有効成分又は添加物の使用前例の上限値及び下限値

（使用予定量が明らかでない場合）に関するもの
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＜書面による助言を希望する場合＞

以下に示す相談内容で、書面による助言を希望
する場合、「対面助言予約依頼書（簡易相談）」の
備考欄に、書面による助言を希望する旨を記入し
てください。

・申請区分の判断のみに関する相談

・添加物の使用前例に関する相談

・軽微変更届出対象の該当性に関する相談
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簡易相談における留意事項①

• 申し込みはFAXのみにより受け付けています。

• 相談内容は具体的かつ簡潔に、ご記入をお願いいた

します。また、実施要綱を参照の上、相談可能な内

容についてのみ、お申込み下さい。

• 資料がある場合は、予約申込み時に必ず添付して

下さい。
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• 当日のFAX送信後の受信確認以外のお問い合せは

ご遠慮下さい。

• 予約申込み後の補足説明（質問の追加）のFAX、電

話等は受付できません。

• 申込み件数が相談枠を超えた場合、相談枠外となっ

たお申込みは、次回に繰り越すことはできず、改め

てのお申込みとなります。

・ 申込書の枚数が多い場合、受信できないことがあり
ます。添付資料含め20枚以上の送信を予定されてい
る場合は事前にご一報ください。（予約依頼書とは別
に送付をお願いすることがあります。）

簡易相談における留意事項②
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① 手続方法

相談の申込みの前に

予め相談区分の手数料を振り込んでください。

変更する場合は機構HPの簡易相談予定表に記載しています。

申込前にご確認ください。

簡易相談の申込

・FAXで対面助言申込書（医薬品変更届出事前確認簡易相談）

を送信する。（申込直後に機構から受信完了した旨のご連絡は

行っておりませんのでご了承ください）

・手数料振込金受取書等の写しも忘れずに添付してください。

＜医薬品変更届出事前確認簡易相談と
後発医薬品変更届出事前確認簡易相談＞
※平成30年4月に新設されました。
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 簡易相談受付の連絡

機構担当者からFAXで連絡（申込日から数日後）

 簡易相談申込書の提出

・ 受付の連絡を受けた日の翌日から起算して3勤務日以内に

申込書原本及び振込金受取書等の写しを郵送により

審査業務部業務第一課あてに提出。

 回答方法について
・ 相談結果は、申込み受付日から1ヶ月以内を目途に、機構か

ら「簡易相談の結果について」によりFAXにて回答いたします。

＜医薬品変更届出事前確認簡易相談と
後発医薬品変更届出事前確認簡易相談＞
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 その他留意事項

• 対面助言申込書の相談内容はできる限り具体的かつ簡潔に記
載してください。特に、不備の内容、発生時期、発生の経緯は必
ず記載してください。

• 対面助言申込書に記載した以外の相談事項には、原則として、
指導及び助言はできませんのでご了承ください。

• 相談は書面（FAX送付のみ）で行います。

＜医薬品変更届出事前確認簡易相談と
後発医薬品変更届出事前確認簡易相談＞
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８ 手数料について
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手数料の振込みにおける留意事項

• 振込みの際は、業者コードを確実に記入すること。

• 外国製造業者による申請において、機構調査手数料
の振込金受取書の依頼人名は、外国製造業者名と代

行者名を併記すること。また、業者コードは外国製造業
者のものを記入すること。

• 国への手数料となる印紙分や登録免許税分を、機構
手数料と一緒に口座へ振り込まないこと。

• 振込みの際、依頼人欄は、担当者の氏名ではなく、法

人名（社名）を記載すること。
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＜一物多名称子品目の手数料について＞

平成31年4月の手数料令改正で一物多名称子品
目に関する手数料区分が新設

• 要指導・一般用医薬品、防除用医薬品、防除用医薬部外
品の一物多名称子品目に係る新規・一変申請のうち、親品
目の申請から一月以内に行われるものが対象。

• 申請期限は親品目の申請受付日の翌日から起算して一月

（民法等で定める期間の計算方法による）。

※期限経過後は親品目と同じ手数料になる。期限については休祝日、

機構営業日等によって変わるため、詳しくは機構に問い合わせること。

• 一物多名称子品目を本手数料で申請する際には申請書の
「備考２」の「その他備考欄」に親品目の「名称」「受付番号」
「申請日」を記載すること。

※申請時の手数料の取り扱いについての変更であり、一物多名称品の定
義について変更はありません。
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●手数料の情報は、PMDAホームページに掲載しています。

PMDAホームページトップ

＞承認審査関連業務

＞審査等手数料・対面助言等の手数料

（ https://www.pmda.go.jp/review‐services/drug‐
reviews/user‐fees/0001.html ）

＜主な掲載内容＞
• 手数料表

• 振込口座一覧

• 振込方法

• 還付請求について
（還付請求書の様式ダウン

ロードも可能）

• 消費税について

• 国の手数料について
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９ 承認書について
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承認書の構成について

• 承認事項（内容）に該当しない資料等は承認書に添付いたしませ
ん。

• 承認事項（内容）に引用される「別紙」がある場合は、FD申請の
「別紙ファイル」に添付してください。

• 一変申請時の新旧対照表は承認書に添付します。
• 承認事項（内容）に引用される「別紙」とは以下のようなものを

指します。
→構造式、容器の図面、検量線、承認事項に引用される工程
流れ図、吸収スペクトルの波形図、試験検査器具の図、外字表 等

• 承認事項（内容）に該当しない資料とは以下のようなものを
指します。
→参考資料（製造工程流れ図、使用前例、

使用上の注意案、各種許可証の写し、理由書・念書等）
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＜PMDA受付窓口で交付する承認書等＞

 医薬品・医薬部外品・医療機器・体外診断用医薬品・再生医
療等製品の製造販売承認書・製造販売承認事項一部変更承
認書（一部の新医薬品を除く）

 医薬品・医薬部外品・医療機器・体外診断用医薬品・再生医
療等製品の外国製造業者認定証・登録証

 上記の申請に関する取下げ願提出による申請書等の返却。

＜郵送による交付の場合＞

 郵送による交付を希望される場合、申請時に、申請書類と
共に承認書等返送用封筒（信書便）をご提出ください。交付
の準備が整いましたら、返送用封筒にて送付いたします。

＜返送用封筒の注意点＞
 「承認書等在中」の旨を明記し、できるだけ一申請・一封筒

ご用意ください。

 重要書類の郵送であることから、書留などの確実な返送方
法でお願いいたします。
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＜受付窓口での交付の場合＞
 交付の準備が整いましたら、担当者より電話にてご連絡

いたします。

＜お越しになる際の注意点＞
 受付時間内に６階東側受付に直接お越しください。

 待合室に設置されている発券機から、承認書等交付用の

整理券をお取りください。

 整理券に記載された番号が呼ばれましたら指定された

受付窓口にお越しください。

＜ご持参頂くもの＞
 申請者と証明できるもの（社員証等）

（注）グループ会社であっても申請者以外の企業には交付できません。

ただし、申請者からの委任状（要代表者印）がある場合は、交付可能です。

＜交付の際＞
 承認書等の内容をご確認いただき、交付となります。
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１０ 申請・届出に関する
お問い合わせについて
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＜お問い合わせにあたり＞

お問い合わせにつきましては、本日の資料別紙５を用いてFAXまた
はメールにてご相談ください（電話または訪問によるお問い合わせはお受け
しておりません）。

※別紙５（申請窓口への問合せ票）は、機構ホームページ内に掲載されています。
ホーム > 審査関連業務 > 承認審査業務（申請、審査等）

> 申請等手続き > 申請窓口への問い合わせ
https://www.pmda.go.jp/review‐services/drug‐reviews/procedures/0024.html

お問い合わせに応じられる内容は、以下のようなものとなります。
内容を確認の上、折り返し担当より電話にて回答いたします。
・機構で受付を行う申請・届出についての手続き等に関すること。
・申請手数料等に関すること。
※簡易相談の対象となる事項についてのご質問や提出予定の届書等について

事前確認は対応できかねます。

【お問い合わせ先】 審査業務部 業務第一課
FAX:０３-３５０６-９４４２
E-mail:iyaku-tetsuzuki@pmda.go.jp
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 以下の内容に関する問い合わせは、許可権者の都道
府県にご相談下さい。

• 製造販売業許可・製造業許可に関すること。

• 該当性（医薬品・部外品に当たるかどうか等）に関すること。

 FD申請ソフトの操作方法について（入力の仕方が不明
等）は下記のFD申請ソフトヘルプデスクへご質問下さい。

＜連絡先＞

E-mail：fd_iyaku@pmda.go.jp 質問等は、原則E-Mailにて受付けております。

E-ｍail環境をお持ちでない方はFAX：０３－３５０７－０１１４

フレキシブルディスクに関する事項については以下の通知
もご確認下さい。
「フレキシブルディスク申請等の取扱い等について」

（平成２６年１０月２７日 審査管理課長）
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１１ PMDA ホームページ
について
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• 輸出証明
• 研修会・講習会・説明会・レポート等
• 新医薬品、新医療機器承認品目一覧
• 治験関連業務
• 申請ソフト等に関するQ＆Aについて
• 申請窓口への問い合わせについて

機構ホームページ（https://www.pmda.go.jp/）

※ 申請、届出の情報は「承認審査関連業務」に掲載されており
ます。

• 各種審査等手数料について

• 申請・届出等の様式ダウンロード

• 機構で実施する各種相談制度等

• 外国製造業者認定等

• 原薬等登録原簿（MF）について

＜主な掲載内容の紹介＞
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ご清聴ありがとうございました


