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2021年4⽉1⽇

厚⽣労働省 医薬・⽣活衛⽣局医薬安全対策課

添付⽂書の電⼦化及びトレーサビリティ向上のためのバーコード表⽰について

医療機器規制と審査の最適化のための協働計画における承認審査等に関する講習会

2021年4⽉1⽇

 医薬品医療機器等法の改正について
1. 添付⽂書電⼦化について（令和３年８⽉１⽇施⾏）

2. トレーサビリティ向上のためのバーコード表⽰について
（令和４年12⽉１⽇施⾏予定）
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2021年4⽉1⽇

 医薬品医療機器等法の改正について
1. 添付⽂書電⼦化について（令和３年８⽉１⽇施⾏）

2. トレーサビリティ向上のためのバーコード表⽰について
（令和４年12⽉１⽇施⾏予定）

4

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等の
⼀部を改正する法律の概要

4

国民のニーズに応える優れた医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するとともに、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環境を整備するため、制度の見直しを行う。

改正の趣旨

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

※先駆け審査指定制度 … 世界に先駆けて開発され早期の治験段階で著明な有効性が見込まれる医薬品等を指定し、優先審査等の対象とする仕組み

(2) 「条件付き早期承認制度※」の法制化
※条件付き早期承認制度 … 患者数が少ない等により治験に長期間を要する医薬品等を、一定の有効性・安全性を前提に、条件付きで早期に承認する仕組み

(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) 患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、機能別の薬局※の知事認定制度（名称独占）を導入

※①入退院時や在宅医療に他医療提供施設と連携して対応できる薬局（地域連携薬局）
②がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と連携して対応できる薬局（専門医療機関連携薬局）

(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、医薬品として用いる麻薬と同様、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

改正の概要

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（ただし、１.(3)(5)、２.(2)及び３.(1)(2)については公布の日から起算して２年を超えな
い範囲内において政令で定める日（R3.8.1）、１.(6)については公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日（R4.12.1)）

施行期日

を法制化

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等
の一部を改正する法律の概要
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○ 医薬品等の⽤法、⽤量その他使⽤及び取扱い上の必要な注意等は、医薬品等に「添付する⽂書⼜はその容器若し
くは被包」に記載することとされていた。（医薬品医療機器等法第52条等）

○ 医療⽤医薬品、要指導医薬品、⾼度管理医療機器については、その添付⽂書等記載事項が届出され、PMDAの
HPを通じて添付⽂書が公表されている。（同法第52条の２等）

添付⽂書︓製品への同梱による情報提供

製造販売業者 医療機関

添付⽂書等記載事項の届出

PMDA

HPを通じた公表

審議会における議論（平成30年11⽉8⽇ 第８回 厚⽣科学審議会 医薬品医療機器制度部会）
○ 添付⽂書は頻繁に改訂されるため、同梱されている添付⽂書は最新の情報ではなくなっている場合がある。
○ 同⼀の医薬品等が医療機関や薬局に納品されるたびに、添付⽂書が⼀施設に多数存在し、紙資源の浪費につな

がっている。

最新の情報でない場合がある

紙資源の浪費

課題

法改正前の制度

添付⽂書に関する法改正前の制度及び課題

5

法改正後の制度（令和３年８⽉１⽇施⾏）

○○○○錠10mg
（株）××

処⽅箋医薬品
製造販売業者︓製造販売業者︓
・外箱等に添付⽂書情報へ
アクセスできる符号を表⽰

・紙媒体の提供も併⽤
（添付⽂書の同梱は不要）

製造販売業者 医療機関・薬局

○ 添付⽂書の製品への同梱を廃⽌し、電⼦的な⽅法による提供を基本とする。

○ 電⼦的な提供⽅法に加えて、製造販売業者の責任において、必要に応じて卸売販売業者の協⼒の下、医薬品・医
療機器等の初回納品時に紙媒体による提供を⾏うものとする。また、最新の添付⽂書情報へアクセスを可能とする情報
を製品の外箱に表⽰し、情報が改訂された場合には紙媒体などにより医療機関・薬局等に確実に届ける仕組みを構築
する。

○ ⼀般⽤医薬品等の消費者が直接購⼊する製品は、使⽤時に添付⽂書情報の内容を直ちに確認できる状態を確保
する必要があるため、現⾏のまま紙媒体を同梱する。

○○○○錠10mg
使⽤上の注意改訂の

お知らせ

~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~

○○○○錠
10mg

【警告】

【効能・効果】

~~
~~

【使⽤上の注意】

~~

~~
【⽤法・⽤量】

~~
~~
~~
~~
~~
~~

電⼦的な情報提供

紙媒体の提供の併⽤

製造販売業者（必要に応じて卸売販売業者が協⼒）︓
１）初回納品時、医療機関・薬局に赴く際に、添付⽂書
の紙媒体を提供
２）改訂時は、紙媒体の提供等を通じて、改訂後の情報
を医療機関・薬局に速やかに提供

添付⽂書情報の⼊⼿

医療機関・薬局︓
符号を通じた最新の
添付⽂書情報の⼊⼿製造販売業者︓

最新の添付⽂書情報が
掲載されたHPを準備

6

医薬情報担当者等
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○ 改正後の法令上の⽤語としては、
・ 医薬品等に添付する⽂書は、改正前と変わらず、「添付⽂書」という。

・ 医薬品等の使⽤及び取扱い上の必要な注意等の事項は、「注意事項等情報」という。
（改正前の「添付⽂書等記載事項」）

○ 実務上は「てんぶん」の⽤語が浸透している状況・・・

添付文書？ 注意事項等情報？

添付文書
（てんぶん）

電子化された添付文書
（略称：電子添文）

7

容器等への符号等の記載

（容器等への符号等の記載）
第六⼗三条の⼆ 医療機器（次項に規定する医療機器を除く。）は、その容器⼜は被包に、電⼦情報
処理組織を使⽤する⽅法その他の情報通信の技術を使⽤する⽅法であつて厚⽣労働省令で定めるもの
により、第六⼗⼋条の⼆第⼀項の規定により公表されらた同条第⼆項に規定する注意事項等情報を⼊
⼿するために必要な番号、記号その他の符号が記載されていなければならない。ただし、厚⽣労働省令で
別段の定めをしたときは、この限りでない。

２ 主として⼀般消費者の⽣活の⽤に供されることが⽬的とされている医療機器その他の厚⽣労働省令
で定める医療機器は、これに添付する⽂書⼜はその容器若しくは被包に、当該医療機器に関する最新の
論⽂その他により得られた知⾒に基づき、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚⽣
労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
⼀ 〜 五（略）

＜GS1コード＞

○○○○
（株）××

医療機器

商品コード 有効期限 ロット番号

GS1-128 シンボル（コード128）
→商品コード以外の情報も、任意に追加可能な国際規格

符号

8
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○ 注意事項等情報を⼊⼿するために必要な符号として、GS１バーコードを活⽤する。
○ 医療⽤医薬品は、GS１データバー限定型、２層型若しくは合成シンボル⼜はGS1-128

シンボルを使⽤する。
○ 医療機器及び体外診断⽤医薬品は、GS1-128シンボル⼜はGS1データマトリックスを使

⽤する。
○ ただし、医療機器及び体外診断⽤医薬品であっても、現にGS1データバー限定型、⼆層

型⼜は合成シンボルを使⽤している製品は、当⾯の間、それらの使⽤を可能とする。

・注意事項等情報を⼊⼿するために必要な符号は、注意事項等情報が掲載されている機構のホームページを閲覧するため
に必要なバーコード⼜は⼆次元コードとする。（薬機則第210条の２）

・バーコード⼜は⼆次元コードについては、
①医療⽤医薬品にあってはGS1データバー限定型、⼆層型若しくはそれらの合成シンボル（CC―A）⼜はGS1-128シ

ンボルとし、
②医療機器及び体外診断⽤医薬品にあってはGS1-128シンボル⼜はGS1データマトリックスとする。ただし、医療機器及

び体外診断⽤医薬品であっても、この通知の発出の際現にGS1データバー限定型、⼆層型⼜はそれらの合成シンボル
（CC―A）を使⽤している製品については、当⾯の間、GS1データバー限定型、⼆層型⼜はそれらの合成シンボル
（CC―A）の使⽤を可能とする。

③なお、再⽣医療等製品にあっては、個々の製品の性質等に応じて、上記のうち適切なバーコード⼜は⼆次元コードを利
⽤すること。

・商品コードは、国際整合性が図られている規格を⽤いるものとし、わが国において普及し利⽤されているGS1の商品コード
（GTIN: Global Trade Item Number（より具体的には、GTIN-13（わが国では、JANコードと⼀般的に呼称され
ているもの）、GTIN-14⼜はGTIN-12））を利⽤することとする。

符号（バーコード⼜は２次元コード）の具体的内容

医薬品等の注意事項等情報の提供について（令和３年２⽉19⽇付け薬⽣安発0219第１号）（抜粋）

9

（添付⽂書等への記載を要する医療機器）
第⼆百⼆⼗三条の⼆
法第六⼗三条の⼆第⼆項の厚⽣労働省令で定める医療機器は、主として⼀般消費者の⽣活の⽤に供され
ることが⽬的とされている医療機器であつて別表第四の⼆に掲げるものとする。

（別表第四の⼆）
⼀ 医療⽤洗浄器のうち、家庭⽤膣洗浄器
⼆ 医療⽤吸⼊器のうち、家庭⽤吸⼊器
三 家庭⽤電気治療器
四 指圧代⽤器のうち、家庭⽤指圧代⽤器
五 磁気治療器のうち、家庭⽤磁気治療器
六 次に掲げる医療機器のうち、専ら家庭において使⽤される医療機器であつて厚⽣労働⼤⾂が指定するも

の
補聴器、バイブレーター、はり⼜はきゆう⽤器具、医療⽤物質⽣成器、整形⽤品、
⻭科⽤接着充填材料、⽉経処理⽤タンポン、コンドーム、疾病診断⽤プログラム

七 前各号に順じるものとして厚⽣労働⼤⾂が指定する医療機器
（＝令和三年厚⽣労働省告⽰第44号）

10

引き続き、紙媒体の添付⽂書により提供が可能な製品を規定

施⾏規則︓添付⽂書等への記載を要する医療機器
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注意事項等情報の公表

製造販売業者

PMDA

医療機関

ＰＭＤＡのＨＰを通じた公表

○ ⼀般⽤医薬品等の消費者が直接購⼊する製品（※）を除き、公表が必要。
（※）・ ⼀般⽤医薬品、要指導医薬品、薬局製造販売医薬品

・ 家庭⽤の医療機器
→ クラス１〜３の医療機器などについても、公表する必要がある。

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の改正を踏まえた添付⽂
書等記載事項の情報通信技術を利⽤する⽅法による公表について（令和２年３⽉11⽇付け薬
⽣安発0311第１号厚⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局医薬安全対策課⻑通知）

11

符号から注意事項等情報を⼊⼿するためのシステム

リダイレクト
ページ

符号に対応するURLにアクセスし、最新の注意事項
等情報へリダイレクトする。
（改訂があっても符号の変更は不要）

アプリで符号
を読み取り

注意事項等
情報が表示

○ アプリをインターネットに接続可能な端末にダウンロードする必要がある。

医薬関係者に必要な対応

○○○○

（株）××

医療機器

○ 製造販売業者は、2021年８⽉１⽇までに、製品の容器・被包に、符号を記載する必要がある。
○ ただし、経過措置により、2023年７⽉31⽇までに製造販売された製品は、添付⽂書の同梱でもよい。

製造販売業者に必要な対応

12
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＜GS1コード＞

添付文書をみる

関連文書をみる

読み込んだコード：
xxxxxxxxxxxxxx

最新の電子添文を直接表示

アプリ等からGS1コードの情報を読み取る。
＜アプリ等に必要な機能＞

・GS1コードの読み取り
・読み取ったGS1コードからリダイレクト

ページのURL生成

GS1コードから添付文書へのアクセスイメージ１（医療機器）

13

商品コード 有効期限 ロット番号

コードの読み取り

GS1コードに
本体と構成品の添付⽂書が紐づいている場合

添付文書をみる

関連文書をみる

読み込んだコード：
xxxxxxxxxxxxxx

⼀般的名称 販売名 製造販売業者等

●●● ●●● ▲▲▲株式会社

●●● ●●●の部品 ▲▲▲株式会社

選択した製品の
最新の電子添文を表示

閲覧したい製品を選択

GS1コードから添付文書へのアクセスイメージ２（医療機器）

14

＜GS1コード＞

商品コード 有効期限 ロット番号
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コードの読み取り

添付文書をみる

関連文書をみる

読み込んだコード：
xxxxxxxxxxxxxx

一般的名称 ●●●

販売名 ●●●

製造販売業者等 ▲▲▲株式会社

添付文書
PDF HTML

添付文書改訂情報はこちら

改訂指⽰
反映履歴及び根拠省令

20XX年X⽉X⽇薬⽣安発XXXX第X号
別紙Ｘ

審査報告書/
再審査報告書等

審査報告書(20XX年X月X日）

緊急安全性情報 XXXXXXXX

閲覧したい情報
をタップ

医療機器の場合

GS1コードから関連文書へのアクセスイメージ１（医療機器）

15

＜GS1コード＞

商品コード 有効期限 ロット番号

注意事項等情報の提供体制
（注意事項等情報の提供を⾏うために必要な体制の整備）

法第六⼗⼋条の⼆の⼆ 医薬品、医療機器⼜は再⽣医療等製品の製造販売業者は、厚⽣
労働省令で定めるところにより、当該医薬品、医療機器若しくは再⽣医療等製品を購⼊し、
借り受け、若しくは譲り受け、⼜は医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供を受けよ
うとする者に対し、前条第⼆項に規定する注意事項等情報の提供を⾏うために必要な体制
を整備しなければならない。

〇 製造販売業者は、以下の体制整備義務を負う（薬機則第228条の10の６）
・ 医薬品、医療機器⼜は再⽣医療等製品を初めて購⼊等しようとする医薬関係者に対

し、注意事項等情報を提供するために必要な体制
・ 医薬品、医療機器⼜は再⽣医療等製品の注意事項等情報を変更した場合に、当該

医薬品、医療機器若しくは再⽣医療等製品を取り扱う医薬関係者に対して、速やかに
注意事項等情報を変更した旨を情報提供するために必要な体制

製造販売業者に必要な対応製造販売業者に必要な対応

○ 注意事項等情報の提供⽅法は、以下のとおり（通知 第４の２注意事項等情報の提供⽅法）
・医薬関係者が必要とする時点で適切に注意事項等情報を⼊⼿できるよう、体制を整備する。
・初めて購⼊等しようとする医薬関係者に対しては、⽂書を提供する⽅法を基本とする。
・注意事項等情報を変更した場合は、医薬関係者が速やかに提供を受けることができるよう、⽂書を提
供する⽅法、電⼦データを送付する⽅法などの変更を確認しやすい⽅法とする 16
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今後のスケジュール

17

１．政令（公布⽇︓令和２年12⽉25⽇、施⾏⽇︓令和３年８⽉１⽇）
 「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等の⼀部を改正する法律の

⼀部の施⾏に伴う関係政令の整備等に関する政令」（令和３年政令第１号）
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000732406.pdf

２．省令（公布⽇︓令和３年１⽉29⽇、施⾏⽇︓令和３年８⽉１⽇）
 「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等の⼀部を改正する法律の

⼀部の施⾏に伴う関係省令の整備等に関する省令」（令和３年厚⽣労働省令第15号）
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000731159.pdf

３．通知等
 「医薬品等の注意事項等情報の提供について」（令和３年２⽉19⽇付け薬⽣安発0219第１号厚

⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局医薬安全対策課⻑通知）
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000748012.pdf

 「医薬品等の注意事項等情報の提供について」に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）の⼀部改正について
（令和３年７⽉14⽇付け厚⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局医薬安全対策課事務連絡）

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000805977.pdf

添付⽂書の電⼦化に関連する政省令・通知等

18
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2021年4⽉1⽇

 医薬品医療機器等法の改正について
1. 添付⽂書電⼦化について（令和３年８⽉１⽇施⾏）

2. トレーサビリティ向上のためのバーコード表⽰について
（令和４年12⽉１⽇施⾏予定）

GS1-128で表⽰できる主な情報
(01) 商品コード（GTIN/JAN）
→ 事業者・商品・包装単位の固有コード
(11) 製造年⽉⽇
(17) 有効期限
(10) ロット番号
(21) シリアル番号
(30) 数量
※最初の（）内の数字でコードの意味を区別

○ 医薬品、医療機器等にバーコードを表⽰することで、製品追跡（トレーサビリティ）システムの構築が
可能となり、物流や医療現場での活⽤が期待される。近年、国内外で標準化バーコード表⽰・活⽤の
取り組みが進められている。

現状

トレーサビリティの向上

卸売業製造会社 病院

物品管理部⾨

商品コード 有効期限 ロット番号

GS1-128 シンボル（コード128）

診療部⾨

電⼦カルテシステム

＜医薬品・医療機器にGS1規格バーコードを表⽰＞

医薬品
標準コードマスタ

医療機器
データベース

＜データベースに製品情報を登録＞

物流・医療現場でバーコードを活⽤
○物流管理の効率化 ○医療安全の向上

（取り違え防⽌、回収ロットの特定など）○院内での物品在庫管理

→商品コード以外の情報も、任意に追加可能な国際規格

20
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21

「医療材料商品コード・
バーコード標準ガイドライン」

（1999年︓⽇本医療機器産業連合会）

「規制改⾰推進のための３か年計画」
（2007年6⽉︓閣議決定）

「医療機器等への
バーコード表⽰の実施について」

（2008年3⽉︓
厚⽣労働省医政局経済課⻑通知）

第7回医療機器流改懇
（2011年6⽉）

「標準コードを付与することは、メーカーから
医療機関までの流通管理を精緻化し、物流の効
率化、医療事務コストの削減につながるととも
に、医療機関において体制整備が進めば医薬品
の取違いによる医療事故の防⽌により、医療安
全の向上に寄与するものと考えられる」

「医療機器のコード化に関する取りまとめ」
コードの利⽤拡⼤に関する今度の課題
①販売包装単位におけるGS1-128コードによる
バーコード表⽰の徹底
②MEDIS-DCデータベースへの迅速で正確な登録
と信頼性の向上
③電⼦商取引の推進
④本体表⽰の推進

本邦の医療機器（医療材料）に関するこれまでの経緯

22

トレーサビリティの向上

○ 医療機器の流通の効率化及び⾼度化、トレーサビリティの確保、医療事故の防⽌並びに医療事務の効率化の
観点から、2008（平成20）年にバーコード表⽰の実施要項を通知。

○ GS1規格に基づくバーコード表⽰の普及・データベースの登録を推進。

現状

医療機器のバーコード表⽰割合（令和２年度厚⽣労働省・情報化進捗状況調査より抜粋）

バーコード表⽰割合の販売包装単位は
全てのカテゴリーで昨年度から割合が
増加している⼀⽅、個装（最⼩包装）
単位は昨年度から割合が減少した
カテゴリーが⼀部⾒受けられた。

令和２年９⽉末時点

【関連通知】

「医療機器等へのバーコード表⽰の実施について」

（平成２０年３⽉２８⽇付厚⽣労働省医政局経済課⻑通知）

トレーサビリティの現状
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○ バーコード等による医療機器の固有識別の運⽤体系をUDI（Unique Device Identification）
と呼び、2013年に、IMDRF（国際医療機器規制当局フォーラム）でUDIガイダンス⽂書が合意。

○ ⽶国及び欧州では、法規制により、医療機器のUDIを段階的に実施している。

現状

＜⽶国の医療機器製品ラベル例＞

ロット番号、使⽤期限

製造業者の連絡先

UDIバーコード

（FDAのHPより引⽤）

⽶国
○ 2013年に連邦規則においてUDI規則を公布。2014年から

2022年※までに、以下を段階的に実施。
・ 標準コード付与機関（GS1,HIBCC,ICCBBA）を指定
・ 包装ラベルへのUDI（バーコード等）の表⽰
・ 滅菌処理等により繰り返し使⽤される機器本体へのUDIの直接表⽰
・ FDAの医療機器データベース（GUDID）ヘの登録

（※）クラス１医療機器への適⽤を当初予定から２年延期

○ 医療⽤医薬品も、医薬品サプライチェーン安全法（DSCSA）に
より、2023年までに段階的に医薬品の追跡システムを構築する。

欧州
○ 2017年に欧州医療機器規則（MDR）が発効し、UDI規制が

法制化された。2027年までに段階的に施⾏。
○ UDI規制の内容は、⽶国と概ね同じ。
○ 現在、2022年5⽉の稼働を⽬指し欧州医療機器データベース

（EUDAMED）を整備中。

トレーサビリティの向上

23

24

薬機法等制度改正に関するとりまとめ
（平成30年12⽉25⽇ 厚⽣科学審議会 医薬品医療機器制度部会）

第２
⾼い品質・安全性を確保し、医療上の必要性の⾼い医薬品・医療機器等を迅速に患者に届ける制度

２．具体的な⽅向性 （３）安全対策の充実
②トレーサビリティ等の向上
○ 医療安全の確保の観点から、製造、流通から、医療現場に⾄るまでの⼀連において、医薬品・医
療機器等の情報の管理、使⽤記録の追跡、取り違えの防⽌などバーコードの活⽤によるトレーサビ
リティ等の向上が重要である。このような取組による安全対策を推進するため、医薬品・医療機器
等の直接の容器・被包や⼩売⽤包装に、国際的な標準化規格に基づくバーコードの表⽰を義務化す
ることが適当である。

○ バーコード表⽰を求めるに当たっては、医薬品・医療機器等の種類や特性に応じた効率的・段階
的な対応や⼀般⽤医薬品などを含めた現状のコード規格の普及状況などを考慮する必要がある。

○ また、バーコード表⽰の義務化と合わせて製品情報のデータベース登録などを製造販売業者に求
めるとともに、医療現場などにおけるバーコードを活⽤した安全対策の取組を推進していく必要が
ある。

医療機器（医療材料）に関するこれまでの経緯
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25

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等の
⼀部を改正する法律の概要

25

国民のニーズに応える優れた医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するとともに、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環境を整備するため、制度の見直しを行う。

改正の趣旨

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

※先駆け審査指定制度 … 世界に先駆けて開発され早期の治験段階で著明な有効性が見込まれる医薬品等を指定し、優先審査等の対象とする仕組み

(2) 「条件付き早期承認制度※」の法制化
※条件付き早期承認制度 … 患者数が少ない等により治験に長期間を要する医薬品等を、一定の有効性・安全性を前提に、条件付きで早期に承認する仕組み

(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) 患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、機能別の薬局※の知事認定制度（名称独占）を導入

※①入退院時や在宅医療に他医療提供施設と連携して対応できる薬局（地域連携薬局）
②がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と連携して対応できる薬局（専門医療機関連携薬局）

(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、医薬品として用いる麻薬と同様、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

改正の概要

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（ただし、１.(3)(5)、２.(2)及び３.(1)(2)については公布の日から起算して２年を超えな
い範囲内において政令で定める日（R3.8.1）、１.(6)については公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日（R4.12.1)）

施行期日

を法制化

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等
の一部を改正する法律の概要

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等の一部を改正する法律の公布について（抄）
(令和元年12月4日薬生発1204第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

「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等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号。以下
「改正法」という。)については、本日、別添のとおり公布され、順次施行することとされたところです。

改正の趣旨及び改正法の主な内容については下記のとおりですので、御了知の上、貴管下市町村、関係団体、関係機関等へ周
知徹底いただきますようお願いいたします。

記

第1 改正の趣旨

医薬品、医療機器等が安全かつ迅速に提供され、適正に使用される体制を構築するため、医療上特に必要性が高い医薬品及び
医療機器について条件付きで承認申請資料の一部省略を認める仕組みの創設、虚偽・誇大広告による医薬品、医療機器等の販売
に係る課徴金制度の創設、医薬品等行政評価・監視委員会の設置、薬剤師による継続的服薬指導の実施の義務化、承認等を受け
ない医薬品、医療機器等の輸入に係る確認制度の創設等の措置を講ずること。

第2 改正法の主な内容

1 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(昭和35年法律第145号)の一部改正

(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に関する事項

キ 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定するための符号を
容器に表示する等の措置を講じなければならないものとすること。(第68条の2の5関係)

（中略）

6 施行期日等

(1) 施行期日

この法律は、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から施行すること。ただし、次に掲げる事
項は、そ れぞれ次に定める日から施行するものとすること。(附則第1条関係)

イ 1の(1)のキ 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日 令和４年１２月１日

26

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等の一部を改正する法律の公布について（抄）
(令和元年12月4日薬生発1204第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)
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27

（医薬品、医療機器⼜は再⽣医療等製品を特定するための符号の容器への表⽰等）
第六⼗⼋条の⼆の五 医薬品、医療機器⼜は再⽣医療等製品の製造販売業者は、厚⽣労働省令で定める区分に応じ、医薬品、医
療機器⼜は再⽣医療等製品の特定に資する情報を円滑に提供するため、医薬品、医療機器⼜は再⽣医療等製品を特定するための
符号のこれらの容器への表⽰その他の厚⽣労働省令で定める措置を講じなければならない。

※ 施⾏⽇︓令和４年12⽉１⽇

医療機器等の種類
販売（包装）単位＜中箱⼜は外箱単位＞ 個装（最⼩包装）単位

商品コード 有効・使⽤期限 製造番号⼜は
製造記号 商品コード 有効期限 製造番号⼜は

製造記号

特定保険医療材料 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
⾼度管理医療機器等

（特定保守管理医療機器を含む） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

その他の医療機器 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○

医療機器以外の消耗材料 ◎ ○ ○ － － －

体外診断⽤医薬品 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

「◎」は必ず表示するもの(必須表示)、「○」は表示を企業の自主的な判断に委ねるもの(任意表示)とする。
符号の表示が困難な製品、家庭用医療機器などについては、符号の記載について特例を設ける予定。（特例の対象は注意事項等情報に係る条文
と併せる予定）

表示の範囲は検討中
（以下の表は現行通知の範囲）

トレーサビリティの向上〜法改正後の制度（検討中）

 現行通知「医療機器等へのバーコード表示の実施について」（平成20年３月28日付け医政経発第0328001号厚生労働省医政局経済課長通知）

https://www.pmda.go.jp/files/000220505.pdf

PMDAのHPに添付⽂書
を掲載注意事項等

情報の電⼦化

製品の容器⼜は被包に符号を記載
（移⾏期間） 電⼦的

提供※

注意事項等
情報電⼦化の
施⾏に向けた
対応

２０２１年８月１日 ２０２２年１２月１日 ２０２３年８月１日

経過措置期間

紙媒体の添付⽂書を製品に同梱して提供することが可能

今後のスケジュール

※消費者が直接購⼊する製品
は引き続き紙媒体を同梱

２０２１年３月31日

アプリ
先⾏運⽤PMDAのHP

改修完了
（年度内） 業界・⾏政による医療現場への周知、アプリDL案内等

アプリ本格運⽤

トレーサビリティ
の向上

現⾏通知に基づき、
製品の容器⼜は被包に符号を記載

薬機法に基づき、
符号を記載※

※符号に記載する内容は通知と相違ない予定

ア
プ
リ

提
供
開
始
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ご清聴ありがとうございました


