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1. 令和元年薬機法改正の概要

改正薬機法（令和元年12⽉４⽇公布）の概要

１．医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するための開発から市販後までの制度改善
(1) 「先駆け審査指定制度」の法制化、⼩児の⽤法⽤量設定といった特定⽤途医薬品等への優先審査等
(2) 「条件付き早期承認制度」の法制化
(3) 最終的な製品の有効性、安全性に影響を及ぼさない医薬品等の製造⽅法等の変更について、事前に厚⽣労働⼤⾂が確

認した計画に沿って変更する場合に、承認制から届出制に⾒直し
(4) 継続的な改善・改良が⾏われる医療機器の特性やAI等による技術⾰新等に適切に対応する医療機器の承認制度の導⼊
(5) 適正使⽤の最新情報を医療現場に速やかに提供するため、添付⽂書の電⼦的な⽅法による提供の原則化
(6) トレーサビリティ向上のため、医薬品等の包装等へのバーコード等の表⽰の義務付け 等

２．住み慣れた地域で患者が安⼼して医薬品を使うことができるようにするための薬剤師・薬局のあり
⽅の⾒直し

(1) 薬剤師が、調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の使⽤状況の把握や服薬指導を⾏う義務
薬局薬剤師が、患者の薬剤の使⽤に関する情報を他医療提供施設の医師等に提供する努⼒義務

(2) 地域連携薬局・専⾨医療機関連携薬局の知事認定制度（名称独占）を導⼊
(3) 服薬指導について、対⾯義務の例外として、⼀定のルールの下で、テレビ電話等による服薬指導を規定 等

３．信頼確保のための法令遵守体制等の整備
(1) 許可等業者に対する法令遵守体制の整備（業務監督体制の整備、経営陣と現場責任者の責任の明確化等）の義務付け
(2) 虚偽・誇⼤広告による医薬品等の販売に対する課徴⾦制度の創設
(3) 国内未承認の医薬品等の輸⼊に係る確認制度（薬監証明制度）の法制化、⿇薬取締官等による捜査対象化
(4）医薬品として⽤いる覚せい剤原料について、⾃⼰の治療⽬的の携⾏輸⼊等の許可制度を導⼊ 等

４．その他
(1) 医薬品等の安全性の確保や危害の発⽣防⽌等に関する施策の実施状況を評価・監視する医薬品等⾏政評価・監視委員

会の設置
(2) 科学技術の発展等を踏まえた採⾎の制限の緩和 等
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責任役員の明確化

法令遵守体制の整備

責任者（総括製造販売責任者・責任技術者等）に関する改正
・責任者の適切な選任
・責任者から述べられた意⾒の尊重及び措置義務

1. 令和元年薬機法改正の概要

1

２

３

▍本⽇の説明事項

対象者︓薬機法上の全ての許可等業者（医薬品、医療機器、化粧品、再⽣医療等製品の製造販売業、
製造業、販売業・貸与業、修理業）が上記の改正事項の適⽤対象

施⾏⽇︓令和３年８⽉１⽇
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1. 令和元年薬機法改正の概要

近年の許可業者による薬機法違反事例の原因分析
類型１︓違法状態にあることを役員として認識しながら、その改善を怠り、漫然と違法⾏為を継続する類型
類型２︓適切な業務運営体制や監督体制が構築されていないことにより、違法⾏為を発⾒⼜は改善できない類型

法令遵守に向けた課題
改善サイクルの機能不全
許可業者と営業所管理者等の責任者の、それぞれが負うべき責務や相互の関係が、薬機法上明確でないことにより、

責任者による意⾒申述が適切に⾏われない状況や、経営陣による責任者任せといった実態を招くおそれがあり、法令遵守
のための改善サイクルが機能しにくくなっているのではないか。
責任の所在の不明確さ
法令遵守やそのための社内体制の整備等に責任を有する者が不明確となっているのではないか。

責任役員の明確化・法令遵守体制の整備に関する薬機法改正
（施⾏⽇︓令和３年８⽉１⽇）
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1. 令和元年薬機法改正の概要

① 責任役員︓法令遵守及び法令遵守体制の整備に責任を有する者を明確にするため、薬事に関する業務に責任を有
する役員（責任役員）を法律上位置づけ、許可申請書に記載すること

② 法令遵守体制の整備︓法令遵守上の問題点を把握し解決のための措置を⾏うことができる体制を含めた法令遵守
体制を整備すること

③ 責任者の選任義務︓業務が法令を遵守して適正に⾏われるために、必要な能⼒及び経験を有する責任者（総括製
造販売責任者・責任技術者・営業所管理者等）を選任すること

④ 意⾒申述︓責任者による事業者に対する書⾯での意⾒申述義務
事業者は、当該意⾒を尊重するとともに、法令遵守のために必要な措置を講じ、そ
の内容を記録・保存する義務意⾒尊重・措置義務︓

責任者（総責・責任技術者等）

事業者

③必要な能⼒及び経験を有する
責任者（総責・責任技術者等）の選任

②法令遵守のための体制整備

④措置義務④書⾯化

新規に法律で定める事項

①薬事に関する業務に責任を有する役員

改善命令
意⾒申述 意⾒尊重
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1. 令和元年薬機法改正の概要

総括製造販売責任者

製造販売業者

国内品質業務
運営責任者

安全管理
責任者

相互連携市場への出荷の管理

製造⽅法等の変更に関する対応

品質等に関する情報収集・対応

③必要な能⼒及び経験
を有する責任者の選任

安全管理情報の収集・検討

安全性確保措置の⽴案・実施

⾃⼰点検の実施
教育訓練の実施

業務の記録及び保管

国内品責・安責の監督

②法令遵守のための体制構築

品質管理業務
製造販売後安全管理業務

④意⾒尊重・
措置義務

④書⾯による
意⾒申述 ①薬事に関する業務に責任を有する役員

QMS省令

GVP省令

他部⾨

・ 研究開発
・ 承認申請
・ 広告
・ その他

（*1）

（*1）薬事に関する法令の遵守を
広く含む。

製造管理・品質管理業務
の統括

管理監督者

品質管理監督システムの
確⽴・実施・実効性維持

管理責任者

品質管理監督システムの
実施・維持

製造管理、品質管理
製造販売後安全管理部⾨

新規に法律で定める事項
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参考︓法改正前の⾏政処分事例

▍広告規制違反

医薬品製造販売業者が医療関係者に対する医療⽤医薬品のプロモーション活動において誇⼤広告を⾏っ
た事例

▍副作⽤報告義務違反

医薬品製造販売業者が副作⽤報告義務の対象となる製造販売承認された医薬品の多数の症例の副作⽤を
定められた期限内に報告しなかった事例

▍承認書と異なる製造⽅法による医薬品の製造販売

医薬品製造販売業者及び製造業者が承認書に記載された製造⽅法と異なる製造⽅法によって医薬品を製
造しており、必要な⼀部変更の承認⼿続を怠っていた事例

9

参考︓近時の⾏政処分事例

業種 処分時期 処分概要

後発品 令和３年２⽉ 製造業︓業務停⽌命令116⽇、業務改善命令
製造販売業︓業務停⽌命令116⽇、業務改善命令

後発品 令和３年３⽉ 製造業︓業務停⽌命令24⽇
製造販売業︓業務停⽌命令32⽇

OTC薬 令和３年８⽉ 製造業︓業務停⽌命令8⽇
製造販売業︓業務停⽌命令4⽇

⽣薬(漢⽅薬) 令和３年９⽉ 製造業︓業務停⽌命令26⽇、業務改善命令
製造販売業︓業務停⽌命令28⽇、業務改善命令

後発品 令和３年１０⽉ 製造業︓業務停⽌命令18~31⽇、業務改善命令
製造販売業︓業務停⽌命令31⽇、業務改善命令

OTC薬 令和３年１１⽉ 製造業︓業務停⽌命令24~60⽇、業務改善命令
製造販売業︓業務停⽌命令23〜65⽇、業務改善命令

OTC薬 令和３年１２⽉ 製造業︓業務停⽌命令70⽇、業務改善命令
製造販売業︓業務停⽌命令75⽇、業務改善命令

後発品 令和４年１⽉ 製造業︓業務改善命令
製造販売業︓業務改善命令

▍主な違反事項
• 製造販売の承認事項と相違する製造⼿順・試験⼿順／⼀部変更承認⼿続の懈怠
• 不良医薬品（異物混⼊、承認事項と異なる成分分量等）の製造・販売
• 安定性試験に関する不適切な逸脱管理
• 製造記録等の業務記録の意図的な改ざん 等

▍近時の製薬企業に対する主な⾏政処分⼀覧（令和３年１⽉~令和４年１⽉）
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⾏政処分基準の改正
医薬品・医療機器の製造販売業者・製造業者に対する業務停⽌命令等の処分基準を改正
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参考︓近時の⾏政処分事例への対応

▍医薬品医療機器等法に基づく業務停⽌命令等取扱規則
「医薬品医療機器等法に基づく業務停⽌命令等取扱規則の制定について」（令和3年6⽉25⽇）

① 処分基準の要件の明確化及び厳格化
・⾏政処分にあたっての考慮要素の明確化
・組織的違反⾏為、信頼失墜⾏為等に対する処分規定の新設及び厳格化
・業務停⽌⽇数の上限の引上げ（110 ⽇から 180 ⽇）

② 国及び都道府県における処分基準の統⼀化
・法定受託事務であることに鑑み、国及び都道府県の処分基準を統⼀

※⾃⼰点検等により違反内容が判明し、速やかに国⼜は都道府県に対して⾃主的に報告が
⾏われたものである場合に、軽減措置を講ずる場合もある。

施⾏⽇︓令和3年8⽉1⽇
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参考︓虚偽・誇⼤広告に対する課徴⾦制度

• 薬機法第６６条に違反する広告（医薬品、医療機器等の虚偽・誇⼤広告）に関して課徴⾦制度を導⼊
（施⾏⽇︓令和３年８⽉１⽇）

• 趣旨︓違反⾏為者が虚偽・誇⼤広告の取引で得た経済的利得を徴収し、違反⾏為者がそれを保持し得ないように
することによって違反⾏為の抑⽌を図り、規制の実効性を確保するための措置

課徴⾦制度の導⼊

① 対象⾏為︓医薬品、医療機器等の名称、製造⽅法、効能、効果⼜は性能に関する虚偽・誇⼤な広告

② 課徴⾦額︓原則、違反を⾏っていた期間中における対象商品の売上額 × ４.５％

③ 賦課︓対象⾏為に対しては課徴⾦納付命令をしなければならない。
・ただし、①業務改善命令等の処分をする場合で保健衛⽣上の危害の発⽣・拡⼤への影響が軽微であるとき等には、課徴⾦納付命令をしないこ
とができる、②課徴⾦額が225万円（対象品⽬の売上げ5000万円）未満の場合は、課徴⾦納付命令は⾏わない。

課徴⾦納付命令（薬機法第75条の5の2）

④ 減額︓以下の場合に課徴⾦額を減額
・ 同⼀事案に対して、景品表⽰法の課徴⾦納付命令がある場合は、当該景品表⽰法による課徴⾦額を控除
・ 課徴⾦対象⾏為に該当する事実を、事案発覚前に違反者が⾃主的に報告したときは５０％の減額

課徴⾦額の減額（薬機法第75条の5の3、第75条の5の4）



2022年3月

7

© Presentation Design© Presentation Design

2021年4⽉1⽇

1. 令和元年薬機法改正の概要
2. 責任役員の明確化
3. 法令遵守体制の整備義務
4. 責任者に関する改正

13

２. 責任役員の明確化

責任役員に関する法令・通知
責任役員に関連する法令・通知は以下のとおり。

▍「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）

責任役員の定義・範囲を⽰す通知

▍改正薬機法第23条の２第２項（医療機器の製造販売業の場合）

許可申請書の記載事項として責任役員の⽒名を追加

(製造販売業の許可）
第⼆⼗三条の⼆
２ 前項の許可を受けようとする者は、厚⽣労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した

申請書を厚⽣労働⼤⾂に提出しなければならない。
⼀ ⽒名⼜は名称及び住所並びに法⼈にあつては、その代表者の⽒名
⼆ 法⼈にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の⽒名
三 第⼆⼗三条の⼆の⼗四第⼆項に規定する医療機器等総括製造販売責任者の⽒名
四 （略）
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２. 責任役員の明確化

▍責任役員の範囲（責任役員定義通知、ガイドライン第3、製販業・製造業ガイドラインQ&A3-1、3-2）

役員の所掌範囲に、「薬機法の許可に係る業務」が含まれているか否か（従前の「業務を⾏う役員」の
基準）ではなく、「薬事に関する法令を遵守して⾏わなければならない業務」が含まれるか否かにより、
その該当性を判断

＜役員の範囲＞

※いわゆる執⾏役員は責任役員には含まれない

▍責任役員に関する改正の趣旨

法令遵守に向けた課題（責任所在の不明確さ）の解消に向けた改正
責任役員の明確化により、責任役員に法令遵守のために主体的に⾏動する責務、法令遵守体制の構築及
び運⽤を⾏う責務があることを⾃覚してもらう

代表役員 薬事に関する法令を遵守して⾏わなければならない業務を所掌する役員

株式会社 取締役
株式会社（指名委員会等設置会社） 執⾏役

持分会社 社員
その他の法⼈ 上記に準ずる者

15

２. 責任役員の明確化

▍責任役員に関する留意点
• 責任役員は、各役員が分掌する業務の範囲を決定・明確化した結果として、該当する者が責任役員に

なるものであり、選任や指名を要する性質のものではない（製造販売業者・製造業ガイドラインQ&A 3-3）

• 責任役員は法令違反に対する責任を負っているところ、これは薬機法改正により新たに責任が加重さ
れたものではなく、従前から負っていたはずの役員としての法的責任であり、責任役員制度とはその
責任の所在を明確にする趣旨のもの（製造販売業者・製造業ガイドラインQ&A 3-4）

▍許可申請書への記載（責任役員定義通知）

許可申請書への責任役員の⽒名の記載について、施⾏⽇である令和３年８⽉１⽇時点の責任役員の⽒名を
明確にすることを⽬的として提出する必要はない
責任役員の⽒名を記載して提出する必要があるタイミングについては以下のとおり
 新規の許可申請⼜は登録
 申請時業許可⼜は業登録の更新申請時
 変更届の提出時

※なお、令和3年8⽉1⽇時点の責任役員が、令和3年8⽉1⽇以降に変更された場合には、責任役員の変更に
係る変更届を提出する必要がある点には要留意
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２. 責任役員の明確化

責任役員の明確化に関するまとめ

 役員の所掌範囲（責任範囲）及び有する権限が明確化・社内周知されているかを確認する

 責任役員に該当する役員は、以下を求められている

– ⾃らの責務（法令遵守の徹底に向けて主導的な役割を果たして⾏動する責務）を深く⾃
覚する

– 総括製造販売責任者・責任技術者等の責任者の任せきりではいけない

– 法令遵守体制の構築及びその適切な運⽤のためにリーダーシップを発揮することが求め
られていることを理解する

 責任役員による積極的な姿勢なくして法令遵守体制整備は困難であるため、責任役員を巻
き込んだ活動が重要
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２. 法令遵守体制の整備／１. 概要

法令遵守体制整備に関連するガイドライン

▍販売業・貸与業・修理業
• 「医療機器の販売・貸与業者及び修理業者の法令遵守に関するガイドライン」（令和３年６⽉１⽇薬

⽣発0601第１号）

※「医療機器等取扱事業者の法令遵守に関する各種ガイドラインに関するQ&A」
（医機連 法制委員会 令和３年７⽉21⽇）

▍製造販売業・製造業
• 「製造販売業者及び製造販売業者の法令遵守に関するガイドライン」（令和３年１⽉29⽇薬⽣発0129

第5号）
• 「製造販売業者及び製造販売業者の法令遵守に関するガイドラインに関する質疑応答集（Q&A）」

（令和３年２⽉８⽇厚⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局⿇薬・指導対策課事務連絡）

19

３. 法令遵守体制の整備

法令遵守体制

各事業者が、薬事に関する法令を遵守して業務を⾏うために、どのような社内体制を構築すべきかについ
ては、各卸売販売業者の業務内容、事業規模、役職員の状況、社内組織の状況等の様々な個別の事情によ
り異なるもの

各社で整備すべき法令遵守体制について、「このような体制を構築すれば⼗分」とされるテンプレートは
存在しない
– 提⽰されたテンプレートに当てはまる体制を取り⼊れたからといって、事業者の法令遵守体制をどの

ように構築すべきかを検討し、必要な体制を整備するという責任を免れるものではない

事業者は、⾃社において法令等の違反が⽣じるリスクを評価し、そのような違反を⽣じさせないためにど
のような対策を⾏うべきかを検討し、不断の改善を⾏うことが重要

基本的な考え⽅
薬事に関する法令を遵守して適正に業務が⾏われるための仕組み
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３. 法令遵守体制の整備

整備すべき法令遵守体制の主な項⽬

1. 企業⾵⼟の醸成（ガイドライン第2の1）

2. 社内規程の作成（ガイドライン第2の2(1)①、第2の3、第2の4(1)）

3. 教育訓練・⼈事評価（ガイドライン第2の2(1)②）

4. 業務記録の作成、管理及び保存（ガイドライン第2の2(1)③）

5. モニタリング体制、改善措置（ガイドライン第2の2(2)、第2の4(2)）

6. 製造販売業者の重点留意事項（ガイドライン第2の5）
a. 承認内容と齟齬する医薬品等の製造販売を防⽌する措置
b. 副作⽤等報告が適正に⾏われるための措置
c. 医療機器に関する適正な情報提供が⾏われるための措置

21

３. 法令遵守体制の整備

STEP

1 規範の策定
役職員が遵守すべき規範を社内規定として規定

STEP

3 業務記録の作成
規範に従って⾏った業務の内容について業務記録を作成・保管

STEP

2
教育訓練・⼈事評価
役職員が規範を理解するための教育訓練
役職員が規範を遵守する動機付けを与える⼈事評価

STEP

４
モニタリング・改善措置
業務記録のモニタリングを含め、役職員の業務を監督する体制の構築
モニタリング結果を踏まえて必要な改善措置の実施

法令遵守のための改善サイクル
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３. 法令遵守体制の整備

法令遵守体制の整備に関するまとめ

 法令違反⾏為があった際に、違反者個⼈の問題や報告の⽋如等を⾔い訳にできないことが
再確認された

 現状の社内体制において、体制整備不⾜の点がないか、運⽤が不適切な点がないかを確
認・検討する必要がある

 検討の際には、主にガイドライン（及びそのQ&A）に⽰した観点（前述した検討すべき主
な項⽬）からの検討を要する

– 法令遵守の企業⾵⼟が醸成されているか

– 法令遵守の改善サイクル（ルール策定→教育訓練→モニタリング→改善）を機能させる

– 製造販売業者については重点留意事項についても留意する

 適時かつ正確な業務記録の作成や意⾒申述やその対応の際に書⾯に残すことが重要となる
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４. 責任者に関する改正

• 総括製造販売責任者等にどのような権限を付与する必要があるかを検討し、その権限の範囲を明確に
した上で、当該権限に係る業務を⾏うことができる知識、経験、理解⼒及び判断⼒を有する者かどう
かを客観的に判断（ガイドライン第4の1）

– 製造管理・品質管理・製造販売後安全管理に関する各部⾨との密接な連携を図りながら、当該部
⾨の責任者及び担当者に対する実効的な指⽰及び監督を⾏うことができる指導⼒を有しているか

– 責任役員に対して忌憚なく意⾒を述べることができる職務上の位置付けを有するかどうか

▍総括製造販売責任者等の選任義務（ガイドライン第4の1）

薬機法上設置を求められる責任者（総括製造販売責任者、責任技術者等）が法令遵守に関して重要な役
割を有していることに鑑み、その役割が⼗分に果たされるよう必要な業務を適正に遂⾏できる能⼒及び
経験を有する者を選任する選任義務が製造販売業者等にあることが法律上明確に規定された

(医療機器等総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項）
第⼆⼗三条の⼆の⼗四
２ 前項の規定により医療機器⼜は体外診断⽤医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を⾏う

者として置かれる者（以下「医療機器等総括製造販売責任者」という。）は、次項に規定する義務及び第四項
に規定する厚⽣労働省令で定める業務を遂⾏し、並びに同項に規定する厚⽣労働省令で定める事項を遵守する
ために必要な能⼒及び経験を有する者でなければならない。
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４. 責任者に関する改正

▍総括製造販売責任者等の意⾒申述義務（ガイドライン第4の2）

薬機法上設置を求められる責任者（総括製造販売責任者、責任技術者等）による事業者に対する書⾯に
よる意⾒申述義務が法律上明確に規定された

(医療機器等総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項）
第⼆⼗三条の⼆の⼗四
３ 医療機器等総括製造販売責任者は、医療機器⼜は体外診断⽤医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売

後安全管理を公正かつ適正に⾏うために必要があるときは、製造販売業者に対し、意⾒を書⾯により述べなけ
ればならない。

▍製造販売業者等による意⾒尊重・措置義務（ガイドライン第4の3）

製造販売業者等には、薬機法上設置を求められる責任者（総括製造販売責任者、責任技術者等）からの
意⾒を尊重し、必要な措置を講じ、その記録を保存する義務があることが法律上明確に規定された

(医療機器及び体外診断⽤医薬品の製造販売業者等の遵守事項等）
第⼆⼗三条の⼆の⼗五
２ 医療機器⼜は体外診断⽤医薬品の製造販売業者は、前条第三項の規定により述べられた医療機器等総括製造

販売責任者の意⾒を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、
かつ、講じた措置の内容（措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由）を記録し、これを適切に保
存しなければならない。

• 総括製造販売責任者等が意⾒を述べる⽅法及び製造販売業者等において必要な措置を講じる体制を明
確にする必要（ガイドライン第4の3）
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４. 責任者に関する改正

責任者に関する改正のまとめ

 各業態における薬機法上の責任者は、事業者（責任役員）に対して、必要な意⾒を申述す
る薬機法上の義務を各⾃が負っていることを改めて確認する

 意⾒申述は記録が残る形式で⾏う

 事業者は、責任者が意⾒を申述できる環境・職位となっているか、改めて確認する

最後に
 近年の薬機法違反事例及び⾏政処分も踏まえ、医薬品・医療機器業界の法令遵守違反が

国⺠の⽣命・健康を脅かす事態に直結することを改めて認識した上で、法令遵守を優先
する企業⾵⼟を醸成し、法令遵守体制が⼗分かどうか不断に検討してもらいたい
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