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国家薬品監督管理局による「ファーマコビジランス

品質管理規範」の公告(2021年 第65号) 

 

国家薬品監督管理局は、医薬品上市許可保有者及び医薬品登録申

請者が実施する医薬品警戒活動を規制・指導するために、「中華人民

共和国医薬品管理法」「中華人民共和国ワクチン管理法」に基づき、

「ファーマコビジランス品質管理規範」を制定し、これを公表する。

「ファーマコビジランス品質管理規範」の実施に関する事項につい

て、次の通り公告する。 

1. 「ファーマコビジランス品質管理規範」は2021年12月1日から

施行する。 

2. 医薬品上市許可保有者及び医薬品登録申請者は、「ファーマコ

ビジランス品質管理規範」の実行準備を積極的に取り組み、要求に応

じてファーマコビジランスシステムを確立し、改善を続け、医薬品警

戒活動を基準に沿って展開しなければならない。 

3. 医薬品上市許可保有者は本公告が公告された日から60日以内

に、国家医薬品副作用モニタリングシステムに情報登録を完了しな

ければならない。 

4. 各省級医薬品監督管理部門は、当該行政区域における医薬品

上市許可保有者に対して関連する準備を積極的にすることを促し、

関連する宣伝、理解及び解読に協力し、日々の検査等の強化を通じて、

医薬品上市許可保有者が要求に応じて「ファーマコビジランス品質



管理規範」を執行することを監督して指導しなければならない。関連

する問題と意見を速やかに収集し、フィードバックしなければなら

ない。 

5. 国家医薬品副作用モニタリングセンターは、「ファーマコビジ

ランス品質管理規範」の宣伝・研修及び技術指導を統一的に実施、調

整をし、公式ウェブサイトで「ファーマコビジランス品質管理規範」

コラムを開設し、関連する問題と意見を速やかに回答する。 

ここに公告する。 

 

別添：ファーマコビジランス品質管理規範 

 

国家薬品監督管理局 

2021年5月7日 



別添 

 

ファーマコビジランス品質管理規範 

 

第 1章  総 則 

第 1 条 医薬品のライフサイクルにわたるファーマコビジランス活

動を規範化するために、「中華人民共和国医薬品管理法」「中華人民共

和国ワクチン管理法」等の関連規定に基づいて本規範を制定する。  

第 2条 本規範は、医薬品上市許可保有者（以下「保有者」という）

及び医薬品臨床試験実施が許可された医薬品登録申請者（以下「申請者」

という）が行うファーマコビジランス活動に適用する。 

ファーマコビジランス活動とは、医薬品の副作用やその他の服用に関

係する有害反応に対するモニタリング・特定・評価・コントロールを行

う活動である。 

第 3条 保有者及び申請者は、ファーマコビジランスシステムを構築

し、システムの効果的な運用及び維持を通じて、医薬品の副作用やその

他の服用に関係する有害反応のモニタリング・特定・評価・コントロー

ルを行わなければなれない。 

第 4 条 保有者及び申請者は、医薬品の安全性リスクを最小限に抑

え、公衆衛生を保護・促進するために、医薬品の安全性の特性に基づい

てファーマコビジランス活動を展開しなければならない。 

第 5条 保有者及び申請者は、医療機関、医薬品の製造企業、経営企

業及び薬物臨床試験機関等と連携して、ファーマコビジランス活動を行



うものとする。保有者及び申請者が、科学研究機関、業界団体、その他

の利害関係者との協力を行うことを奨励し、ファーマコビジランス活動

を深く展開することを推進する。 

 

第 2章 品質管理 

第 1節 基本要求 

第 6条 ファーマコビジランスシステムは、ファーマコビジランス活

動に関連する機関、人員、制度、資源等の要素を含み、保有者のタイプ、

規模、保有品目の数及び安全特性等に適合しなければならない。 

第 7条 保有者は、ファーマコビジランス活動が関連法律法規の要件

を持続的に満たすことを確保するために、ファーマコビジランス品質目

標を設定し、品質保証システムを確立し、ファーマコビジランスシステ

ム及び活動に対して品質管理を行い、ファーマコビジランスシステムの

運用機能を引き続き改善しなければならない。 

第 8条 保有者は、リスクの防止・コントロールを目的とし、品質保

証システムにファーマコビジランスの重要な活動を組み入れ、次の内容

に重点を置くものとする。 

1. 合理的な組織構造を作ること。 

2. ファーマコビジランス活動を展開するために必要な人員、設備

及び資源を配置すること。 

3. 法律法規の要件を満たす管理制度を構築すること。 

4. 全面的で、明瞭で運用可能な運用手順を制定すること。 

5. 副作用の疑いに関する情報の効果的・円滑な収集ルートを確立



すること。 

6. 法律法規の要件を満たす報告・処置活動を行うこと。 

7. リスクシグナルを特定・評価する効果的な活動を行うこと。 

8. 特定されたリスクに対して効果的なコントロール措置を講じる

こと。 

9. ファーマコビジランスに関する文書及び記録が入手可能、照会可

能、追跡可能であることを確保すること。 

第 9条 保有者は、ファーマコビジランス品質管理指標を制定し、適

時に更新しなければならず、その管理指標は、ファーマコビジランスの

重要な活動に浸透し、特定の部署及び人員に分解して実施しなければな

らない。管理指標は以下を含むがこれらに限定されないものとする。 

1. 医薬品副作用報告のコンプライアンス 

2. 定期安全性更新報告書のコンプライアンス 

3. シグナルの検測と評価の適時性 

4. ファーマコビジランスシステムマスターファイル更新の適時性 

5. ファーマコビジランス計画の制定及び実施状況 

6. 人員研修計画の制定及び実施状況 

第 10条 保有者は、最初の医薬品承認証明書を取得してから 30日以

内に、国家医薬品副作用モニタリングシステムに情報登録を完了しなけ

ればならない。登録したユーザー情報及び製品情報が変更された場合、

保有者は変更が生じた日から 30 日以内に更新を完了しなければならな

い。 

 



第 2節 内部監査 

第 11 条 保有者は、内部監査を定期的に行い、各制度、手順及び実

施状況を監査し、ファーマコビジランスシステムの適合性、充分性、有

効性を評価しなければならない。ファーマコビジランスシステムに大き

な変化が生じた場合は、速やかに内部監査を行わなければなれない。 

内部監査は、保有者が指定された人員により独立的、系統的、包括的

に行い、また、外部の人員や専門家により行うことも可能である。 

第 12 条 内部監査の実施前に、監査プログラムを制定しなければな

らない。プログラムには、内部監査の目標、範囲、方法、基準、監査員、

監査記録及び報告の要件等を含まなければならない。プログラムは、重

要なファーマコビジランス活動、重要部署の人員及び今までの監査結果

等を考慮した上で制定しなければならない。 

第 13 条 内部監査については、記録（監査の基本状況、内容及び結

果等を含める）を取り、更に、報告書を作成しなければならない。 

第 14 条 保有者は、内部監査で発見した問題について、その原因を

調べ、適切な是正措置と予防措置を講じ、是正措置と予防措置を追跡し

評価しなければならない。 

第 3節 委託管理 

第 15 条 保有者は、ファーマコビジランス責任の主体であり、業務

上必要に応じてファーマコビジランスに関連する業務を委託する場合、

それに伴う法的責任は保有者が負うものとする。 

第 16 条 保有者がファーマコビジランスに関連する業務を委託する

場合、両当事者は、ファーマコビジランス活動の全過程における情報の



真実性、確実性、完全性かつ追跡可能性を確保し、関連する法律法規の

要件を満たすために、委託契約を締結しなければならない。 

ファーマコビジランス委託契約は、グループ内の各保有者の間、及び

本部と保有者の間で締結することができ、また、適切な職責と及び業務

メカニズムについて書面で合意することもでき、それに伴う法的責任は

保有者が負うものとする。 

第 17 条 保有者は、適切なファーマコビジランス条件と能力を有す

る受託者を調査して選択しなければならない。受託者は、関連するファ

ーマコビジランス業務を効果的に行えることを保証できる中国国内の

法人企業であり、適切な業務遂行能力を有し、ファーマコビジランスの

受託事項を遂行できる専門家を配置し、管理制度、設備資源等を有し、

医薬品監督管理部門による拡大検査を受けるために保有者に協力しな

ければならない。 

第 18 条 保有者は、ファーマコビジランス活動が要件を持続的に満

たすために、受託者に対して定期的な監査を行い、受託者にファーマコ

ビジランスの品質目標を十分に理解するよう要請しなければならない。 

 

第 3章 機関人員と資源 

第 1節 組織構造 

第 19 条 保有者は、円滑なファーマコビジランス活動を確保するた

めに、医薬品安全委員会及びファーマコビジランスの専門部門を設け、

ファーマコビジランス部門とその他の関連部門の職責を明確にし、良好

なコミュニケーション及び協力メカニズムを構築しなければならない。 



第 20 条 医薬品安全委員会は、重大なリスクの研究・判断、重大事

象又は緊急事象の処理、リスクコントロール措置、及びファーマコビジ

ランスに関するその他の重要事項に責任を負うものとする。医薬品安全

委員会は、通常、保有者の法定代表者又は主たる責任者、ファーマコビ

ジランス責任者、ファーマコビジランス部門及び関連部門の責任者等で

構成される。医薬品安全委員会は、関連する業務メカニズム及び業務手

順を確立しなければならない。 

第 21 条 ファーマコビジランス部門は、以下の主な職責を遂行しな

ければならない。 

1. 副作用の疑いに関する情報の収集、処理及び報告 

2. 医薬品のリスクの特定及び評価、リスク管理に関する提案、リ

スクコントロールとリスクコミュニケーション等の活動の展開

又は参加 

3. ファーマコビジランスシステムマスターファイル、定期安全性

更新報告書、ファーマコビジランス計画等の作成 

4. 医薬品の上市後の安全性研究の組織又は参加 

5. ファーマコビジランスに関するコミュニケーション、教育、研

修の実施又は協力 

6. ファーマコビジランスに関するその他の業務 

第 22 条 保有者は、円滑なファーマコビジランス活動の展開を確保

するため、ファーマコビジランス活動にけるその他の関連部門（例えば、

薬物の研究開発、登録、生産、品質、販売、マーケティング等の部門）

の職責を明確にしなければならない。 



第 2節 人員と研修 

第 23 条 保有者の法定代表者又は主たる責任者は、ファーマコビジ

ランス活動について全面的な責任を負っており、ファーマコビジランス

責任者を指定し、充分な人数及び相応する資質を有する人員を配置し、

必要な資源を与え、合理的に組織、協力し、ファーマコビジランスシス

テムの効果的な運用及び品質目標の実現を確保しなければならない。 

第 24 条 ファーマコビジランス責任者は、一定の職務を有する管理

職を担当する者であり、医学、薬学、疫学又は関連する専門性のバック

グラウンド、4 年制大学以上の学歴又は中級以上の専門技術職資格、3

年以上のファーマコビジランス関連業務の業務歴を有し、中国のファー

マコビジランス業務に関連する法律法規及び技術指導原則に熟知し、フ

ァーマコビジランス管理業務に関わる知識及びスキルを持たなければ

ならない。 

ファーマコビジランス責任者は、国家医薬品副作用モニタリングシス

テムへ登録しなければならない。関連情報が変更された場合、ファーマ

コビジランス責任者は、変更が生じた日から 30 日以内に更新を完了し

なければならない。 

第 25 条 ファーマコビジランス責任者は、ファーマコビジランスシ

ステムが関連法律法規及び本規範の要件を満たすことを確保するため

に、ファーマコビジランスシステムの運用と継続的改善に責任を負い、

主な職責は以下の通りである。 

1. 医薬品副作用モニタリングと報告のコンプライアンスを確保す

ること。 



2. 医薬品の安全性リスクの特定、評価及びコントロールを監督し、

リスクコントロール措置の効果的な実施を確保すること。 

3. 医薬品のリスクコミュニケーションの管理を担当し、コミュニ

ケーションが迅速かつ効果的であることを確保すること。 

4. 保有者内部、及び保有者と医薬品監督管理部門、医薬品副作用

モニタリング機関との円滑なコミュニケーション経路を確保す

ること。 

5. ファーマコビジランスに関する重要な文書の監査又は発行を担

当すること。 

第 26 条 ファーマコビジランス部門は、充分な人数及び相応する資

質を有する専任スタッフを配置しなければならない。専任スタッフは、

医学、薬学、疫学又は関連する専門的知識を持ち、ファーマコビジラン

スの関連研修を受講したことがあり、中国のファーマコビジランス業務

に関連する法律法規及び技術指導原則に熟知し、ファーマコビジランス

活動を展開するために必要な知識及びスキルを持たなければならない。 

第 27 条 保有者は、ファーマコビジランス研修を実施し、職務の需

要及び人員能力に応じて適切なファーマコビジランス研修計画を立て、

計画に従って研修を行い、その効果を評価しなければならない。 

第 28 条 ファーマコビジランス活動に参加する人員は、研修を受講

しなければならない。研修内容には、ファーマコビジランスに関する基

礎知識、法規、職務知識、スキル等を含めるものとする。そのうち、職

務知識とスキルトレーニングはファーマコビジランスの職責と要求に

合ったものでなければならない。 



第 3節 設備と資源 

第 29 条 保有者は、ファーマコビジランス活動を展開するための必

要な設備及び資源を配置しなければならない。業務エリア及び施設 、

安全かつ安定したネットワーク環境、紙媒体及び電子データの保存スペ

ース及び設備、文献資料、医学辞書、情報ツール又はシステムを含める。 

第 30 条 保有者は、情報システムを用いてファーマコビジランス活

動を展開する際には、以下の要件を満たさなければならない。 

1. 設計、インストール、配置、検証、測定、研修、使用、維持等

の段階における情報システムの管理要件を明確にし、上記のプ

ロセスを基準に沿って記録すること。 

2. 情報システムの安全管理要件を明確にし、異なるレベルごとに

応じて、アクセス制御、権限の割り当て、監査追跡、権限変更、

電子署名等のコントロール手段を選択し、情報システム及びそ

のデータの安全性を確保しなければならない。 

3. 情報システムは、電子データが破損、紛失、漏洩しないように、

完全なデータセキュリティと機密保持機能を備え、適切な検証

又は確認を行い、意図された目的を満たしていることを証明し

なければならない。 

第 31 条 保有者は、設備及び資源を管理・維持し、その使用条件を

持続的に満たすことを確保しなければならない。 

 

第 4章 モニタリングと報告 

第 1節 情報の収集 



第 32条 保有者は、医薬品市販後のモニタリングを積極的に実施し、

情報収集ルートを構築して持続的に改善し、自発的な報告、市販後の関

連研究、及びその他の組織的なデータ収集プログラム、学術文献、関連

ウェブサイト等に関わる情報を含む、医薬品の使用による副作用の疑い

に関する情報を積極的・包括的・効果的に収集しなければならない。 

第 33 条 保有者は、電話、ファクス、電子メール等の多様な方法で

医療機関から副作用の疑いに関する情報を収集することが可能である。 

第 34 条 保有者は、医薬品の製造企業、経営企業を通じて、副作用

の疑いに関する情報を収集し、医薬品の製造企業、経営企業が保有者に

医薬品副作用を報告する円滑な経路を確保しなければならない。 

第 35 条 保有者は、医薬品の添付文書、包装ラベル、ポータルサイ

トに開示された連絡先の電話番号又はメールアドレス等で患者及びそ

の他の個人が報告した副作用の疑いに関する情報を収集し、円滑な収集

ルートを確保しなければならない。 

第 36 条 保有者は、学術文献を定期的に検索し、合理的な検索戦略

を策定し、品目の安全性特性によって検索頻度を決定しなければなら

ず、検索の時間帯は、連続したものでなければならない。 

第 37 条 保有者が発起又は金銭的に助成した市販後の関連研究又は

その他の組織的なデータ収集プログラムについて、保有者は、医薬品副

作用報告の責任について関連協力者の認識、履行を確保しなければなら

ない。 

第 38 条 保有者は、国内外で上市されている医薬品について、海外

で発現した副作用の疑いに関する情報を収集しなければならない。 



第 39 条 革新的新薬、改良型新薬、省級以上の医薬品監督管理部門

又は医薬品副作用モニタリング機関が注意を求める品目に対して、保有

者は、品目の安全性特性によって医薬品の市販後モニタリングを強化

し、医薬品の添付文書、包装、ラベルでの表示等ファーマコビジランス

活動を通じて、医療機関・医薬品の製造企業、経営企業、患者の副作用

の疑いに関する情報に対する報告意識を向上させなければならない。 

第 2節 報告書の評価と処理 

第 40条 保有者は、副作用の疑いに関する情報を初めて知った際に、

患者、報告者、疑わしい医薬品及び副作用の発現状況等を可能な限り包

括的に収集しなければならない。収集プロセスと内容については記録

し、原始記録は真実、確実、客観的なものでなければならない。 

保有者は、医薬品副作用モニタリング機関からフィードバックされた

副作用の疑い報告を分析・評価し、要求通りに上級機関に報告しなけれ

ばならない。 

第 41条 原始記録を転送する過程において、情報の真実性、確実性、

完全性、追跡可能性を保持しなければならない。保有者は、個別の医薬

品副作用報告の適時性を確保するために、転送制限時間を設けなければ

ならない。 

第 42 条 保有者は、収集した情報の真実性及び確実性を評価しなけ

ればならない。情報に疑わしい点がある場合、確認しなければならない。 

保有者は、重篤な副作用報告書、予測されなかった副作用の報告書に

不足している情報についてフォローアップしなければならない。フォロ

ーアップは、初回報告書の提出を遅らせることなく、可能な限り早く完



了する必要がある。フォローアップ情報を初回報告書の提出期限内に入

手できない場合、初回報告書を提出してからフォローアップ報告書を提

出することが可能である。 

第 43 条 保有者は、医薬品副作用の予測性について評価しなければ

ならない。医薬品副作用の性質、重症度、特徴又は結果が、保有者の添

付文書に記載されているものと合致しない場合には、予測されなかった

副作用であると判断しなければならない。 

第 44 条 保有者は、医薬品副作用の重篤度について評価しなければな

らない。以下のいずれかに該当する場合は、重篤な医薬品副作用であると

評価しなければならない。 

1. 死亡に至るもの 

2. 生命を脅かすもの（副作用の発現時点において、患者に死亡の

危険があったものを指し、副作用がさらに悪化した場合には死

亡するかもしれないという意味ではない） 

3. 入院が必要となった、又は、入院期間の延長が必要となったも

の 

4. 永続的又は顕著な障害・機能不全に陥ったもの 

5. 先天異常・先天性欠損を来すもの 

6. 治療を行わなければ、上記のような症状になる可能性があるそ

の他医学的に重大な事象に至ったもの 

第 45 条 保有者は、国家医薬品副作用モニタリング機関が公表した

医薬品副作用の因果関係分類クラス評価基準に従って、医薬品と副作用

の疑いとの因果関係を科学的かつ客観的に評価しなければならない。 



自発的な報告について、報告者が因果関係の評価意見を提出しなかっ

た場合には、医薬品と副作用の疑いとの因果関係の存在を黙認しなけれ

ばならない。 

第一次報告者が因果関係評価を行い、確かな医学的証拠がない場合、

保有者は原則として分類クラスを下げて評価してはならない。 

第 3節 報告書の提出 

第 46 条 保有者が国家医薬品副作用モニタリングシステムに提出し

た個別の医薬品副作用報告書には、少なくとも特定可能な患者、特定可

能な報告者、疑わしい医薬品及び医薬品副作用に関連する情報を含まな

ければならない。 

第 47 条 保有者は、医薬品の品質問題に起因する、又は適応症を超

えた服用、用量を超えた服用等、医薬品の服用に関係する可能性のある

有害反応を報告しなければならない。 

第 48 条 個別の医薬品副作用報告書の記入は、真実、確実、完全で

あり、かつ規範化されたもので、関連する記入要件を満たさなければな

らない。 

第 49 条 個別の医薬品副作用報告書は、所定の期間内に提出しなけ

ればならない。重篤な副作用は出来る限り早く報告し、情報を取得して

から 15日以内でなければならず、重篤ではない副作用は遅くとも 30日

以内に報告しなければならない。フォローアップ報告書は個別の医薬品

副作用として報告書を提出する期限に従って提出する。 

報告書の提出期限の起算日は、保有者が当該個別の副作用を初めて知

り、かつ最低報告要件に適合した日である。 



第 50 条 文献で報道された医薬品副作用について、疑わしい医薬品

が保有者の製品である場合、個別の副作用として報告書を提出しなけれ

ばならない。保有者の製品であるかどうかを判断できない場合、定期安

全性更新報告書で分析し、個別の副作用とはせずに報告書を提出しても

よい。 

第 51 条 国外で発現された重篤な副作用について、保有者は個別の

副作用として報告書を提出しなければならない。 

医薬品副作用が原因で、海外の医薬品監督管理部門に販売や使用の一

時停止、又は市場撤退を要請された場合、保有者は、その情報を知って

から 24 時間以内に、国家医薬品監督管理部門と医薬品副作用モニタリ

ング機関に報告しなければならない。 

第 52 条 医薬品市販後の関連研究又は組織的なデータ収集項目にお

ける副作用の疑いについて、保有者は因果関係の評価を行わなければな

らない。因果関係の可能性がある場合には、個別の副作用として報告書

を提出しなければならない。 

第 53 条 副作用の疑いについて個別の副作用とはせずに報告書を提

出した場合、保有者はその理由を記録し、原始記録を保管し、自由に削

除してはならない。 

第 54 条 保有者は、いかなる理由及び手段によっても、報告者の報

告を妨げてはならない。 

 

第 5章 リスクの特定と評価 

第 1節 シグナルの検出 



第 55条 保有者は、新たな安全性リスクを速やかに発見するために、

様々な経路で収集された副作用の疑いの情報に対してシグナルの検出

を行わなければならない。 

第 56 条 保有者は、自らの状況及び製品の特性に応じて、適切で科

学的かつ効果的なシグナルの検出方法を選択しなければならない。シグ

ナル検出方法は、個別の副作用報告書の審査閲覧、ケースシリーズ評価、

症例報告の総括・分析等の人為的な検出方法、又は、データマイニング

等のコンピュータが補助する検出方法でもよい。 

第 57 条 シグナルの検出頻度は、医薬品の市場投入時間、医薬品の

特性、リスク特性等の関連要因に基づいて合理的に確定しなければなら

ない。新たに上市した革新的新薬、改良型新薬、省級以上の医薬品監督

管理部門又は医薬品副作用モニタリング機関に注意が求められたその

他の品目に対して、シグナルの検出頻度が増加しなければならない。 

第 58 条 保有者は、シグナル検出を行う際に、以下のシグナルに重

点を置くものとする。 

1. 医薬品添付文書に記載されていない医薬品副作用、特に重篤な

医薬品副作用 

2. 発現頻度、重症度等が著しく増加している、医薬品添付文書に

記載されている医薬品副作用 

3. 医薬品と医薬品、医薬品と機器、医薬品と食品との相互作用に

よる新たな副作用の疑い 

4. 疑わしい新たな特別集団の服用又は既知の特別集団の服用変化 

5. クラスター特徴を呈し、医薬品の品質との因果関係を否定でき



ない副作用の疑い 

第 59 条 保有者は、シグナルに対して優先度を決定しなければなら

ない。製品のベネフィットーリスクバランス、又は公衆衛生に影響を与

える可能性のあるシグナルを優先的に評価する。シグナルの優先度の決

定には、以下の要素を考慮してもよい。 

1. 医薬品副作用の重篤性、重症度、転帰、可逆性及び予防の可能

性 

2. 患者の曝露事象及び医薬品副作用の予測された発現頻度 

3. リスクが高いと思われる集団及び服用パターンが異なる集団に

おける患者の曝露事象 

4. 治療中止による患者への影響、及びその他の治療オプションの

利便性 

5. 予測される実施する可能性のあるリスクコントロール措置 

6. その他の同種薬に適用するシグナル 

第 60 条 保有者は、関連情報を総合的にまとめ、検出されたシグナ

ルを評価し、シグナルが新たな医薬品の安全性リスクとなったかを総合

的に判断しなければならない。 

関連情報には、個別の副作用報告書（医薬品副作用モニタリング機関

からのフィードバックを含む）、臨床研究データ、文献報告、医薬品副

作用又は疫学に関する情報、非臨床研究情報、医薬品データベース情報、

医薬品監督管理部門又は医薬品副作用モニタリング機関が発表した関

連情報等を含む。保有者は、必要に応じて、医薬品市販の安全性研究等

を通じて、より多くの情報を得ることが可能である。 



第 61 条 保有者は、同じロット番号（又は隣接するロット番号）の

同じ医薬品が、短期間で集中的に副作用の疑いのある複数の症例を発現

し、クラスター特徴を呈すことが分かった場合、速やかに症例分析及び

状況調査を行わなければなれない。 

第 2節 リスクの評価 

第 62 条 保有者は、新たな安全性リスクについて速やかな評価を行

い、影響要因の分析、リスク特性の記述、リスクの種類の判定をし、リ

スクコントロール措置が必要かどうかの評価を行わなければならない。

評価は、医薬品のベネフィットーリスクバランスを総合的に考慮しなけれ

ばならない。 

第 63 条 保有者は、医薬品の安全性リスクを引き起こす、リスクの

発生頻度又は重症度を増加させる可能性のある原因又は影響要因（例、

患者の生理的特徴、基礎疾患、併用薬、又は医薬品製造・合成用溶媒、

貯蔵条件、使用方法等）を分析し、ファーマコビジランス計画の策定及

び更新に科学的根拠を提供しなければならない。 

漢方薬、民族薬の保有者は、漢方医薬及び民族医薬の関連理論に基づ

き、処方の特徴（例、炮製方法、配合等）、臨床的利用（例、適応症、

投与量、治療コース、禁忌等）、患者の生体等の影響要因を分析しなけ

ればならない。 

第 64 条 医薬品のリスク特性の説明には、リスク発生メカニズム、

頻度、重症度、予防の可能性、コントロールの可能性、患者又は公衆衛

生への影響の範囲、及びリスクに関するエビデンスの強さと限界性等を

含むことが可能である。 



第 65条 リスクは、特定されたリスクと潜在的リスクに分けられる。

製品のベネフィットーリスクバランス、又は公衆衛生に影響を与える可

能性のあるリスクについては、重大なリスクとして優先的に評価しなけ

ればならない。 

保有者は、リスクをもたらす可能性のある重要な不足情報も評価しな

ければならない。 

第 66 条 保有者は、リスク評価の結果に基づいて、特定されたリス

ク及び潜在的リスク等に対して、適切なリスク管理措置を講じなければ

ならない。 

第 67 条 リスク評価については、記録し、又は報告書を作成しなけ

ればならない。内容には、一般的に、リスクの概要、要因、プロセス、

結果、リスク管理のアドバイス等を含める。 

第 68 条 医薬品のリスクの特定と評価のいずれかの段階において、

リスクが患者の生命や安全又は公衆衛生に重大な被害をもたらす可能

性のあると判断した場合、保有者は、直ちに製品の生産・販売の一時的

な停止、リコール等のリスクコントロール措置を講じ、所在地の省級医

薬品監督管理部門に報告しなければならない。 

第 3節 市販後の安全性研究 

第 69 条 医薬品の市販後の医薬品の安全性リスクの特定、定性的又

は定量的な記述、安全特性の研究、リスクコントロール措置の実施効果

の評価を目的とした研究は、医薬品市販後の安全性研究に含まれてい

る。 

第 70 条 医薬品市販後の安全性研究は、一般的に、観察研究又は介



入研究のいずれかになり、非臨床研究は含まれない。介入研究は、「薬

物臨床試験品質管理規範」の要求に従って実施することが可能である。 

第 71 条 保有者は、医薬品のリスクに応じて、医薬品市販後の安全

性研究に積極的に実施し、又は、省級以上の医薬品監督管理部門の要求

に従って実施しなければならない。医薬品市販後の安全性研究及びその

活動は、製品プロモーションを目的としてはならない。 

第 72 条 医薬品市販後の安全性研究の目的は、以下を含むがこれら

に限定されないものとする。 

1. 潜在的又は特定されたリスクとその影響要因（例：発生率、重

症度、リスク要因等）を定量化し、分析すること。 

2. 安全性情報が限られている又は不足している集団（例：妊婦、

特定の年齢層、腎機能障害患者、肝機能障害患者等）に投与す

る医薬品の安全性を評価すること。 

3. 長期服用時の安全性を評価すること。 

4. リスクコントロール措置の有効性を評価すること。 

5. 医薬品に関連するリスクが存在していないという証拠を提供す

ること。 

6. 薬物服用パターン（適応症を超えた服用、又は用量を超えた服

用、併用、誤用）を評価すること。 

7. 医薬品の服用に関連する可能性があるその他の安全性上の問題

を評価すること。 

第 73 条 保有者は、被験者の権利と利益を確保するために、倫理及

び被験者の保護に関する法律法規と要求を遵守しなければならない。 



第 74 条 保有者は、研究目的、医薬品のリスク特性、臨床使用状況

等に応じて、適切な医薬品市販後の安全性研究方法を選定しなければな

らない。医薬品市販後の安全性研究は、当該研究における医療従事者又

は患者から直接収集された一次データ、又は、当該研究前に発生したそ

の他の研究の為に収集された二次データに基づいて実施することが可

能である。 

第 75 条 保有者は、医薬品市販後の安全性研究をするために、研究

計画書を作成しなければならない。研究計画書は、適切なアカデミック

なバックグラウンドと実務経験を有する者により作成され、ファーマコ

ビジランス責任者の監査又は承認を経なければならない。 

研究計画書には、研究実施中に副作用の疑いに関する情報の収集・評

価・報告プログラムを規定し、研究報告書にまとめなければならない。 

研究実施中に、必要に応じて、研究計画書を改訂又は更新することが

可能である。研究開始後、研究計画書に対していずれかの実質的な改訂

（例：エンドポイントや研究対象集団の変更）は、変更の原因・内容・

日付を含む、追跡可能かつ検証可能な方法で計画書に記録しなければな

らない。 

第 76 条 医薬品監督管理部門に要求された医薬品市販後の安全性研

究に対して、研究計画書と報告書は、医薬品監督管理部門の要求に従っ

て提出しなければならない。 

第 77 条 保有者は、研究実施中に安全性情報をモニタリングしなけ

ればならず、製品のベネフィットーリスクバランスに影響する可能性の

ある新しい情報を発見した場合、速やかに評価を行わなければならな



い。 

第 78 条 研究実施中に、患者の生命や安全又は公衆衛生に重大な被

害をもたらす可能性のある医薬品の安全性上の問題が確認された場合、

保有者は、直ちに製品の生産・販売の一時的な停止、リコール等のリス

クコントロール措置を講じ、所在地の省級医薬品監督管理部門に報告し

なければならない。 

第 4節 定期安全性更新報告書 

第 79 条 定期安全性更新報告書は、保有者が報告期間内に行った業

務に基づいて作成され、収集した安全性情報を包括的にレビューして、

総括と分析を行い、書式と内容は医薬品の定期安全性更新報告書の要件

に適合していなければならない。 

第 80 条 革新的新薬及び改良型新薬は、承認証明書を取得した日か

ら最初の再登録まで、満 1年ごとに 1回、再登録後は 5年に 1回定期安

全性更新報告書を提出しなければならない。その他の類別の医薬品は、

一般的に、承認証明書を取得した日から満 5年ごとに 1回定期安全性更

新報告書を提出しなければならない。医薬品監督管理部門又は医薬品副

作用モニタリング機関により別途要求がある場合、その要求に従って提

出しなければならない。 

第 81 条 定期安全性更新報告書のデータ集計時間は、最初の承認証

明書を取得した期日、又は全世界で初めて当該薬物の上市許可を取得し

た期日（即ち国際誕生日）を開始日とする。定期安全性更新報告書のデ

ータカバレッジ期間は、完全性と連続性を維持する必要がある。 

第 82 条 定期安全性更新報告書は、ファーマコビジランス責任者の



承認を経て、国家医薬品副作用モニタリングシステムを通じて提出しな

ければならない。 

第 83 条 保有者は、定期安全性更新報告書の監査意見について速や

かに処理して対応しなければならない。特定された安全性の問題を分

析・評価する要求に対して、医薬品監督管理部門又は医薬品副作用モニ

タリング機関の要求に従って別途提出を除き、次回の定期安全性更新報

告書に分析・評価を行わなければなれない。 

第 84 条 保有者は、定期的ベネフィットーリスク評価報告を提出す

ることにより、定期安全性更新報告書の提出に代替することができ、そ

の作成書式と提出に関する要求は、ICH の関連ガイドラインが適用さ

れ、その他の要求は定期安全性更新報告書と同じとする。 

第 85 条 定期安全性更新報告書のリスク評価は、医薬品全ての用途

に基づいて行わなければならない。 

ベネフィットーリスク評価時に、有効性評価には臨床試験データ、認

められている適応症に基づいて実際の使用で取得されたデータを含む

べきである。ベネフィットーリスクの総合評価は、認められている適応

症に基づき、実際に使用する際のリスクを考慮した上で行わなければな

らない。 

第 86 条 医薬品監督管理部門の別途要求を除き、以下の医薬品又は

医薬品として管理されている製品について定期安全性更新報告書を提

出する必要がない。それは原薬、体外診断用医薬品、原料生薬、中薬飲

片である。 

 



第 6章 リスクコントロール 

第 1節 リスクコントロール措置 

第 87 条 特定された安全性リスクに対して、保有者は、医薬品の安

全性リスク特性、医薬品の代替可能性、社会経済的要因等を総合的に考

慮し、適切なリスクコントロール措置を講じなければならない。 

通常のリスクコントロール措置には、医薬品の添付文書・ラベル・包

装の改訂、医薬品の包装仕様の変更、医薬品の管理状態の変更等が含ま

れる。特別なリスクコントロール措置には、医療従事者と患者とのコミ

ュニケーションや教育、医薬品の使用段階の制限、患者の登録等が含ま

れる。緊急コントロールの必要がある場合、一時的な医薬品の生産・販

売停止、リコール等の措置を講じることが可能である。医薬品のリスク

がベネフィットを上回ると評価された場合、保有者は自主的に医薬品登

録証の取消を申請すべきである。 

第 88 条 保有者は、医薬品の使用段階における制限措置を講じ、及

び一時的な医薬品の生産・販売停止、リコール等のリスクコントロール

措置を講じた場合、所在地の省級医薬品監督管理部門に報告し、医薬品

を扱う企業や医療機関に販売・投与中止を伝えなければならない。 

第 89 条 保有者は、医薬品の副作用のクラスターケースを発見した

り知ったりした場合、直ちに調査と処理を実施しなければならず、必要

に応じて、効果的なリスクコントロール措置を講じ、関連状況を所在地

の省級医薬品監督管理部門に報告しなければならない。重要な進捗があ

る場合は、追跡報告をし、一時的な生産・販売停止、リコール等のリス

クコントロール措置を講じた場合は、直ちに報告しなければならない。



委託生産の場合、保有者は同時に生産業者の所在地の省級医薬品監督管

理部門に報告しなければならない。 

第 90 条 保有者は、リスクコントロール措置の実施状況と実施効果

を評価し、その評価結果に基づいて更なる行動を取るかどうかを決定し

なければならない。 

第 2節 リスクコミュニケーション 

第 91 条 保有者は、医療従事者、患者、公衆に向けて、医薬品安全

性情報を伝達し、医薬品のリスクコミュニケーションを行わなければな

らない。 

第 92 条 保有者は、速やかで正確かつ効果的なコミュニケーション

を確保するために、異なるコミュニケーションの目的に応じて異なるリ

スクコミュニケーション方法とチャネルを採用し、的確なコミュニケー

ション内容を決定しなければならない。 

第 93 条 コミュニケーションの方法には医療従事者向けの文書や患

者向けの安全服用ガイドの発行、公告、発表会の開催等が含まれる。 

 医療従事者向けの文書はフォーマル・レターで送るか、又は関連する

医療機関、医薬品の生産業者、販売業者、又は、業界協会を通じて送る

ことが可能であり、必要がある場合、同時に医学・薬学分野の専門誌や

新聞、ネットで医薬品情報提供資格を有するウエブサイ等の専門メディ

アを通じて公表することが可能である。 

患者向けの安全服用ガイドは医薬品と共に患者に送り、又はマスメデ

ィアを通じて公表することが可能である。その内容は簡潔で明瞭、かつ

分かりやすいものでなければならない。 



第 94条  コミュニケーションは関連法律法規の要求を満たし、いかな

る広告・製品ＰＲが含まれてはならない。コミュニケーションは、一般的

に、現在承認された情報に基づいて行わなければならない。 

第 95 条 以下のような場合は、緊急にコミュニケーションを取る必

要がある。 

1. 医薬品については、緊急に医療従事者や患者に知らせる必要が

ある安全性リスクがあるが、流通している製品については、添

付文書を速やかに更新できない場合 

2. 添付文書の改訂で是正できない不適切な服用行為、且つ、重大

な影響を与える可能性のある場合 

3. その他の患者や公衆衛生に重大な影響を与える可能性のある場

合 

第 3節 ファーマコビジランス計画 

第 96 条 ファーマコビジランス計画は医薬品市販後のリスク管理計

画の一環として、市販後の医薬品安全特性と安全性リスクの管理方法を

記載した文書である。 

第 97 条 保有者は、リスク評価結果に基づいて、重大なリスクがあ

ると判明された市販医薬品に対して、ファーマコビジランス計画を策定

して実施し、リスク認知の変化に応じて速やかに更新しなければならな

い。 

第 98 条 ファーマコビジランス計画は、医薬品の安全性に関する概

要、ファーマコビジランス活動が含まれ、予定しているリスクコントロ

ール措置、実施時期・周期等について説明するものとする。 



第 99 条 ファーマコビジランス計画は、保有者の医薬品安全委員会

に報告して監査を経なければならない。 

 

第 7章 文書、記録とデータの管理 

第 1節 制度と手順書 

第 100条 保有者は、安全なファーマコビジランス制度と手順書を制

定しなければならない。 

ファーマコビジランス活動に関わる可能性がある文書は、ファーマコ

ビジランス部門の監査を経る必要がある。 

第 101 条 制度と手順書の起草、改訂、監査、承認、配布、取替又は

撤回、複製、保管、破棄等は、文書管理運用手順に基づいて行い、対応

する配布、撤回、複製、破棄については、適切な記録を残さなければな

らない。制度と手順書は調べやすいように分類して、整理・保管しなけ

ればならない。 

第 102条 制度と手順書には、名称、区分、番号、パージョン番号、

監査承認者、発効日等を表記し、内容記述は正確、明瞭、分かりやすい

ものでなければならず、改訂履歴をつける必要がある。 

第 103条 保有者は、制度と手順書に対して定期的に審査を行い、現

行のファイルが持続的に適切かつ有効であることを確保しなければな

らない。制度と手順書は、関連法律法規等の要求に従って適時に更新し

なければならない。 

第 2節 ファーマコビジランスシステムマスターファイル 

第 104条 保有者は、ファーマコビジランスシステム及び活動状況を



説明するために、ファーマコビジランスシステムマスターファイルを作

成・維持しなければならない。 

第 105条 保有者は、現行のファーマコビジランスシステムと活動状

況と一致することを確保し、関連法律法規と実際業務のニーズを持続的

に満たすために、ファーマコビジランスシステムマスターファイルを適

時に更新しなければならない。 

第 106条 薬品警戒システムマスターファイルには、少なくとも、以

下の内容を含まなければならない。 

1. 組織機構：ファーマコビジランス活動に関する組織体系、職責、

相互の関係等の説明 

2. ファーマコビジランス責任者の基本情報：居住地区、連絡方式、

経歴、職責等を含む。 

3. 専任スタッフの配置状況：人数、バックグラウンド、職責等を

含む。 

4. 副作用の疑いの情報源：副作用の疑い情報収集の主な経路・方

式等の説明 

5. 情報化ツール又はシステム：ファーマコビジランス活動を行う

ための情報化ツール又はシステムの説明 

6. 管理体制及び運用手順：ファーマコビジランス管理制度の簡単

な説明、ファーマコビジランス管理制度及び運用手順目次の提

供 

7. 医薬品警戒システムの運用情況：医薬品副作用モニタリングと

報告、医薬品リスクの特定、評価及びコントロール等の状況の



説明 

8. ファーマコビジランス活動の委託：委託の内容、期限、受託事

業者等の書き出し、委託契約一覧等の提供 

9. 品質管理：品質目標、品質保証システム、品質制御指標、内部

監査等を含むファーマコビジランス品質管理状況の説明 

10. 附録：制度と運用手順書、医薬品リスト、委託契約、内部監査

報告書、マスターファイルの改訂履歴等を含む。 

第 3節 記録とデータ 

第 107条 保有者は、ファーマコビジランス活動の過程と結果を基準

に沿って記録し、ファーマコビジランス活動の記録とデータを適切に管

理しなければならない。記録とデータは、真実、確実、完全であり、フ

ァーマコビジランス活動の追跡可能性を確保しなければならない。ファ

ーマコビジランス活動に関する重要な記録とデータについては、確認と

照合を行わなければならない。 

第 108条 記録は適時に記入し、媒体が紙の場合は、文字が明瞭で、

読みやすく、簡単に消えないものでなければならない。媒体が電子の場

合は、入力権限を設定し、定期的にバックアップし、自由に変更しては

ならない。 

第 109条 電子記録システムは、記録の作成、監査、承認、バージョ

ン管理、データ採取と処理、記録の生成、照合、報告、保存、検索等の

機能を備えているべきである。 

第 110条 電子記録システムには、一次データの作成・変更・削除が

追跡できることを確保するために、異なるファーマコビジランス活動と



オペレータに対して、異なる権限を設定しなければならない。 

第 111条 電子記録システムを使用する場合には、業務マニュアル、

ユーザー管理、変更管理、データバックアップ、データ復元、日常メン

テナンスと定期的レビューに関する要求を規定しなければならない。 

第 112 条 ファーマコビジランス記録とデータの保存と処理の各段

階における記録とデータの安全性及び機密性を確保するために、特定な

措置を講じなければならない。 

第 113条 ファーマコビジランス記録とデータは、少なくとも医薬品

承認書が取り消された後 10 年まで保管し、そして保管中に記録とデー

タの破壊や紛失を防ぐために、有効な措置を講じなければならない。 

第 114条 ファーマコビジランス活動の委託により生成された文書、

記録、データは、本規範の要求に合致しなければならない。 

第 115条 保有者が医薬品の上市許可を譲渡する場合、ファーマコビ

ジランスに関する全ての記録とデータを同時に移管し、移管中に記録と

データが紛失しないようにしなければならない。 

 

第 8章 臨床試験期間におけるファーマコビジランス 

第 1節 基本要求 

第 116条 登録に関わる医薬品の臨床試験期間において、安全性リス

クを最小限に抑え、被験者の安全を効果的に守るために、申請者は、臨

床試験機関等の関係者と積極的に協力し、リスク管理の主体責任を厳格

に果たさなければならない。申請者は、ファーマコビジランスシステム

を確立し、安全性情報を包括的に収集し、リスクの監視、特定、評価、



コントロールを行い、安全性上の問題を速やかに発見し、必要なリスク

コントロール措置を積極的に講じ、そして、その措置の有効性を評価し

なければならない。 

ファーマコビジランスシステム及び品質管理は、本規範で前述した市

販後の関連要求を参照することができ、臨床試験期間におけるファーマ

コビジランス要求に応じて適切に調整することができる。 

第 117 条 薬物の臨床試験期間における発生した安全性上の問題に

ついて、申請者は速やかに関連リスクとリスクコントロール措置を国家

医薬品審査評価機関に報告しなければならない。申請者、臨床試験機関

が国家医薬品審査評価機関とのコミュニケーションを積極的に取るよ

う奨励する。 

第 118条 申請者は、臨床試験期間における安全性情報監視及び重篤

な有害事象の報告を管理する専任者を指名しなければならず、臨床試験

の安全性情報監視と重篤な有害事象について報告手順を制定し、関係者

の研修を行わなければならず、臨床試験における最新の安全性情報を把

握し、速やかに安全性リスク評価を行い、関連情報を試験関係者に伝達

し、そして、予測されなかった重篤な副作用の疑いやその他の潜在的な

重大なリスク情報を速やかに報告する責任を負わなければならない。 

第 119条 申請者は、臨床試験を実施するために、独立したデータ安

全性モニタリング委員会（Data and Safety Monitoring Committee）を

設置することができる。データ安全性モニタリング委員会は、書面化し

たワークフローを有し、臨床試験の安全性データを定期的に評価し、臨

床試験の継続、調整、又は停止するかどうかについて申請者に提案しな



ければならない。 

第 120条 臨床試験における安全性情報の報告、リスク評価、リスク

管理及び関連処理は、被験者保護の原則を厳格に遵守しなければならな

い。申請者と治験担当医師は、被験者の安全と利益を確保するために、

適切に関連事項を手配しなければならない。 

第 121条 臨床試験期間において、ファーマコビジランス活動は「薬

物臨床試験品質管理規範」等の要求に合わせて展開する必要がある。 

第 122 条 申請者は臨床試験期間におけるファーマコビジランス責

任の主体であり、業務上の必要性に応じて受託者にファーマコビジラン

ス活動を依頼した場合、それに伴う法的責任は申請者が負うものとす

る。 

第 2節 リスクの監視、特定、評価、コントロール 

第 123条 臨床試験期間において、申請者は定められた期限内に速や

かに国家医薬品審査評価機関に、予測されなかった個別の重篤な副作用

の疑い報告書を提出しなければならない。 

第 124 条 致死又は生命を脅かすような予測しなかった重篤な副作

用の疑いについて、申請者は、初めて知ってから可能な限り早く報告し、

7日を超えてはならず、最初の報告から 8日以内に可能な限り情報が充

実したフォローアップ報告を提出しなければならない。 

致死又は生命を脅かす以外のその他の予測されなかった重篤な副作

用の疑いについて、申請者は、初めて知ってから可能な限り早く報告し、

15日を超えてはならない。 

報告書を提出した後、引き続き重篤な副作用を追跡し、フォローアッ



プ報告の形で新しい関連情報又は前回の報告書に変更された情報を速

やかに報告しなければならない。報告の期間は新しい情報を入手してか

ら１５日以内である。 

第 125条 申請者と治験担当医師が、有害事象と医薬品との因果関係

についての判断に合意できない場合、どちらか一方で被験薬との因果関

係を否定できない場合は、速やかに報告しなければならない。 

臨床試験又はフォローアップが終了してから審査評価の結論が出る

までの間に起こった重篤な有害事象については、治験担当医師が申請者

に報告し、予測されなかった重篤な副作用の疑いである場合も、速やか

に報告しなければならない。 

その他の情報源から得られた、被験薬に関する予測しなかった重篤な

副作用の疑いも、速やかに報告しなければならない。  

第 126条 個別の安全性報告書の内容は、標準化され、完全かつ正確

で、関連要求を満たさなければならない。 

申請者は、国家医薬品審査評価機関に提出する個別の安全性報告書

は、電子伝送方式を採用しなければならない。 

第 127条 申請者は、予測されなかった重篤な副作用に関する個別の

安全性報告書のほか、その他の潜在的重篤な安全性リスクについても、

科学的判断をするとともに、可能な限り早く国家医薬品審査評価機関に

報告しなければならない。 

その他の潜在的重篤な安全性リスク情報は、一般的に、医薬品のベネ

フィット-リスク評価に明らかに影響する情報、医薬品の投与方法の変

更を考慮する可能性がある情報、又は医薬品開発プロセス全体に影響を



与える情報を指す。 

第 128条 申請者は安全性情報の分析と評価を行い、安全性リスクを

特定しなければならない。個別症例評価では、患者集団、被験薬の適応

症、疾患の自然経過、既存の治療法、考えられるベネフィット-リスク

等の要因を考慮する必要がある。申請者は定期的に安全性データをまと

めて分析し、リスクの評価を行わなければならない。 

第 129条 臨床試験期間において、申請者は報告周期内に収集した医

薬品関連安全性情報について包括的に年度レビュー、総括と分析を行

い、研究開発期間における安全性更新報告書を時間通りに提出しなけれ

ばならない。研究開発期間における安全性更新報告書及び別添は「研究

開発期間における安全性更新報告書管理規範」に厳格に準拠して作成

し、そして、すべての剤形と規格、すべての適応症及び研究プロセスで

被験薬を使用した被験者集団に関するデータを含んでいなければなら

ない。 

原則として、臨床試験が国内又は全世界で初めて許可された期日（即

ち国際開発誕生日）を研究開発期間における安全性更新報告書周期開始

日としなければならない。研究開発期間における初回安全性更新報告書

の提出は、国内での臨床試験実施が許可された最初の国際開発誕生日か

ら２カ月以内に完了しなければならない。 

医薬品が国内外で上市許可を取得した場合には、申請者は必要に応じ

て、全世界で初めて上市許可を取得した期日に基づいて、安全性更新報

告書を作成し提出することができる。調整後の初報告については、報告

周期が 1年を超えてはならない。 



第 130条 申請者は、臨床試験に一定の安全性リスクがあると評価さ

れた場合、治験実施計画書の改訂、治験薬概要書の改訂、インフォーム

ドコンセントの改訂等のリスクコントロール措置を講じなければなら

ない。臨床試験に大きな安全リスクがあると評価された場合、自主的に

臨床試験を一時停止しなければならない。臨床試験に重大な安全リスク

があると評価された場合、自主的に臨床試験を終了しなければならな

い。 

治験実施計画書の改訂、自主的に臨床試験の一時停止又は終了に関す

る情報は、関連要求に従って、速やかに医薬物臨床試験・情報開示プラ

ットフォームに更新しなければならない。 

第 131条 申請者は、リスクコントロール措置の実施状況と実施効果

を評価し、その評価結果に基づいて更なる行動を取るかどうかを決定し

なければならない。 

 

第 9章 付属文書 

第 132条 本規範の中にある用語の定義は次の通りである。 

医薬品副作用とは、合格した医薬品が通常用法・用量で発現される医

薬品の有害かつ意図しない反応である。 

シグナルとは、単一又は複数の情報源から得られた医薬品と事象との

新たな因果関係の可能性や既に知られた因果関係での変化の可能性を

示す、更なる評価を行う必要がある情報である。 

医薬品副作用のクラスターケースとは、同じロット番号（又は隣接す

るロット番号）の同じ医薬品が、短期間で集中的に副作用の疑いのある



複数の症例を発現し、クラスター特徴を呈し、品質との因果関係がある

又はその他の存在している安全性リスクが疑われる事象である。 

特定されたリスクとは、当該医薬品との因果関係が充分な証拠で示さ

れているリスクである。 

潜在的リスクとは、当該医薬品との因果関係が疑われているが、充分

な実証を得られていないリスクである。 

第 133条 国務院衛生健康主管部門と国務院医薬品監督管理部門は、

ワクチンの副反応疑いモニタリング等のファーマコビジランス活動に

ついて別途規定がある場合には、その規定に従う。 

第 134条 本規範は 2021年 12月 1日から施行する。 

 

 



国家薬品監督管理局による「医薬品検査管理弁法

（試行）」の発布に関する通知 

国薬監薬管〔2021〕31号 

 

各省・自治区・直辖市の薬品監督管理局、新疆生産建設兵団の薬品

監督管理局 御中 

 

「医薬品管理法」「ワクチン管理法」の徹底、医薬品検査の更なる

規範化、医薬品の監督管理業務の新しい状況への迅速な適応を推進

するため、国家医薬品監督管理局が「医薬品検査管理弁法（試行）」

（以下「弁法」と称する）を制定し、ここに発布する。関連事項につ

いて、以下のとおり通知する。 

1. 各省級の薬品監督管理部門は、本「弁法」の要件に従い、当該

行政区域の実状に応じて実施細則の制定、業務要件の細分化、医薬品

の生産経営及び使用段階の検査の確実な案配、監督管理の持続的強

化、属地の監督管理責任の履行を着実に行うものとする。 

2. 各省級薬品管理監督部門は、当該行政区域の医薬品上市許可

保有者等に、医薬品質保証システムの構築・整備、薬品質管理及びリ

スク管理能力の強化法令を遵守した医薬品の生産経営の保障、医薬

品の品質における主体的責任の着実な履行を行うよう監督するもの

とする。 

3. 本「弁法」は、ワクチン及び血液製剤の検査に関する一般的な



規定を定めるものであり、これらの医薬品検査に関して特別な規定

がある場合、その規定に従うものとする。 

4. 本「弁法」は、発布する日から施行するものとする。これに伴

い、旧国家食品医薬品監督管理局が 2003年 4月 24日に発布した「医

薬品経営品質管理規範認証管理弁法」、2011 年 8 月 2 日に発布した

「医薬品製造品質管理規範認証管理弁法」は廃止するものとする。 

 

                                 国家医薬品監督管理局 

                               2021年 5月 24日 
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医薬品検査管理弁法（試行） 

 

第１章  総 則 

第 1 条 医薬品の検査行為を規範化するため、「中華人民共和国薬品

管理弁法」「中華人民共和国ワクチン管理弁法」「薬品生産監督管理弁法」

等関連法律法規・規程に基づき、本弁法を制定する。 

第 2条 本弁法は、薬品管理監督部門が中華人民共和国国内に上市さ

れる医薬品の生産、経営、使用段階における検査、調査、採証、処置等

の行為に適用する。 

中国国外の生産現場における検査は、「薬品医療器械に関する国外検

査管理規定」に従う。 

第 3条 本弁法でいう医薬品検査とは、薬品監督管理部門による、医

薬品生産、経営、使用段階に係る機構の法律法規の遵守、関連品質管理

規範及び医薬品基準等の実施状況に対する検査の行為を指す。 

第 4条 医薬品検査は、適法性、科学性、公正性の原則に基づき、出

所及びプロセスに対する管理の強化、上市後の医薬品の安全性、有効性、

品質管理を中心に行うものとする。 

地域をまたぐ医薬品にかかる検査について係る薬品監督管理部門は、

属地における監督管理責任を履行するものとし、共同検査等の方法によ

って、連携協力及び情報共有を強化することができる。 

第 5条 国家薬品監督管理局は全国の医薬品検査管理を主管し、省・

自治区・直辖市の薬品監督管理部門（以下、省級の薬品監督管理部門と

称する）における医薬品の生産・経営現場の検査を指導・監督する。国



家薬品監督管理局食品薬品検査センターは、ワクチン及び血液製剤の巡

査を担当し、検査で発見したリスクの分析・評価、検査に関する結論及

び処置提案の提出、各省・自治区・直轄市の薬品検査機関の品質管理シ

ステムに関する指導・評価、国家薬品監督管理局に指示されたその他の

事項を担当する。 

省級の薬品監督管理部門は、当該行政区域における医薬品の上市許可

保有者、医薬品生産業者、医薬品卸業者、医薬品小売チェーン企業の運

営会社、医薬品オンライン取引の第三者プラットフォーム等に関連検査

を担当する。また、市・県級の薬品監督管理部門の医薬品小売業者・使

用機構に対する検査、区域における重大な法令違反行為に対する調査・

処罰を指導する。 

市・県級の薬品監督管理部門は、当該行政区域における医薬品小売業

者及び使用機構に対する検査を行い、国と省級の薬品監督管理部門によ

る調査に協力を行う。 

第 6条 薬品監督管理部門が法に基づいて検査を行う際に、関連機構

及び個人は、検査を受け入れ、積極的に協力し、且つ真実完全正確な記

録・伝票・データ・情報など関連資料を提出するものとする。いかなる

理由があっても、拒否、逃避、遅滞または妨害をしてはならない。 

第 7条 医薬品検査は、検査の性質と目的によって許可検査、通常検

査、有因検査、その他の検査に分類する。 

1. 許可検査は、薬品監督管理部門が薬品生産経営許可の申請を審

査する過程における、申請者が薬品生産経営活動を行う条件の

有無に関する調査である。 



2. 通常検査は、薬品監督管理部門による年度検査計画に基づき、

医薬品上市許可保有者、医薬品生産業者、医薬品経営業者、医

薬品の使用機構の関連法律法規・規程の遵守、関連する品質管

理規範及び基準の実施状況に対する監督検査である。 

3. 有因検査は、医薬品上市許可保有者、医薬品生産業者、医薬品

経営業者、医薬品の使用機構に存在し得る具体的な問題または

苦情報告等に対するピンポイント検査である。 

4. その他の検査は、許可検査、通常検査、有因検査以外の検査で

ある。 

第 8 条 上級の薬品監督管理部門による医薬品検査は、必要に応じ

て、検査を受ける機構所在地の薬監督管理部門または省級の薬品監督管

理部門の出先機関に通知して、参加する人員を派遣させることができる。 

 

第 2章  検査機関と人員 

第 9 条 各級の薬品監督管理部門が法に基づいて設置または指定し

た薬品検査機関は、国家薬品監督管理に関する法律法規等に従った関連

検査を行い、且つ「薬品検査総合評定報告書」を発行し、プロフェッシ

ョナルで専門職である検査員チームの日常的管理及び検査計画・任務の

具体的実施を担当する。薬品監督管理部門が設置または指定した医薬品

検査・審査・評価・副作用のモニタリングなどのその他の機関は、医薬

品検査に技術的サポートを提供する。 

薬品監督管理部門は、年度監督検査計画の作成、検査任務の指示また

は自発的検査の組織、「薬品検査総合評定報告書」及び関連証拠資料に



基づいた処置を担当する。 

第 10 条 薬品検査機関は、品質管理システムの確立、業務の持続的

改善と向上を図り、医薬品検査の品質を保証するものとする。 

第 11 条 薬品監督管理部門は、プロフェッショナルで専門職である

検査員チームを作るべきで、検査員の等級別・類別による管理制度の実

施、レベル別の検査員の職務責任に関する基準、総合的素質・検査能力

に関する要件の設定、厳格な労働資格と入職条件を確立するものとする。 

第 12 条 薬品監督管理部門または薬品検査機関は、検査員バンク及

び検査員情報プラットフォームを構築し、国・省・市・県級の検査員情

報共有及び検査業務の協調連動を実現する。 

薬品監督管理部門は、検査業務にあたり、業務の要求に応じて検査員

を統合的に配置するものとする。上級の薬品監督管理部門は、下級の薬

品監督管理部門または薬品検査機関の検査員を配置することができる

ものとし、下級の薬品監督管理部門は、業務にあたって複雑な難題に直

面した場合、現場指導を行う検査員の派遣を上級の薬品監督管理部門に

要請することができる。 

第 13 条 医薬品検査に係る人員は、法律法規、ルール及び業務規程

を厳守し、検査を受ける機構に対して検査に関わりのない要求を提出し

たり、利害関係を有したりしてはならない。 

第 14条 医薬品検査に係る人員は、秘密保持に関する規定を厳守し、

機密にかかる資料を厳格に管理し、機密漏えいの発生を厳重に防止する

ものとする。検査に関連する情報及び検査を受ける機構の技術または営

業秘密などを漏えいしてはならない。 



 

第 3章  検査手順 

第 15 条 派遣検査機構は、検査チームを編成して検査を実施するも

のとする。検査チームを通常 2名以上で構成し、検査員は、検査を受け

る品目に相応した専門的知識、研修または実務経験を有するものとする。

検査チームはリーダー責任制を実施するものとする。必要に応じて、関

連分野の専門家を派遣して検査業務に参加させるものとする。 

検査チームにおける法執行者が 2名未満の場合、当該検査を受ける機

構の監督管理業務を担当する薬品監督管理部門から、2名以上の法執行

者を派遣して検査業務に参加させるものとする。 

第 16 条 派遣検査機構は、検査を実施する前において検査任務に基

づいた検査計画を作成し、検査事項・時間・検査方法等を明確にする。必

要に応じ、検査に参加する検査員は、検査計画の作成に参加するものとす

る。検査チームは、検査計画に基づいて実地検査を実施するものとする。

検査員は、事前に検査資料の内容を熟知しておくものとする。 

第 17 条 検査チームは、検査を受ける機構先に到着後、検査を受け

る機構に法律執行の証明書類または薬品監督管理部門による検査許可

証書類料を提示するものとする。 

第 18 条 検査を開始する際に、検査チームは、初回会議を開催し、

検査範囲の確認、検査ルール、清廉政治における紀律、注意事項、検査

を受ける機構の陳述・弁明の権利及び履行すべき義務を告知するものと

する。予め告知しない検査様式を採用するものを除く。 

第 19 条 検査チームは、検査計画を厳守して検査を実施し、検査を



受ける機構は検査過程において検査に必要な関連資料を速やかに提出

し、検査員は事実通りに検査記録を行うものとする。検査計画に変更す

る必要が生じた場合、派遣検査機構の承認を受けるものとする。検査期

間中において、検査を受ける機構に検査任務以外の問題を発見した場合、

当該問題に応じて、医薬品全体の品質安全リスク状況に対し、総合的評

価を行うものとする。 

第 20 条 検査過程において、検査チームが必要と判断した場合、検

査を受ける機構の製品・中間体・原料・添加剤・包材等は、「医薬品の

サンプリング原則及び手順」等の要件に従ってサンプリングを行い、検

査のために提出するものとする。 

第 21 条 検査過程において、検査を受ける機構に医薬品の品質安全

リスクを発見した場合、法執行者は、直ちに関連証拠を固めるものとし、

検査チームは、発見した問題及び解決するための提案を直ちに当該検査

を受ける機構の監督管理業務を担当する薬品監督管理部門と派遣検査

機構に通報するものとし、当該検査を受ける機構の監督管理を担当する

薬品監督管理部門は、三日以内にリスク評価を行い、評価結果に基づい

て生産・販売・使用・輸入等の一時停止を行うかどうかのリスク管理措

置を決定すると同時に、検査を受ける機構に全面的な上市された医薬品

のリスクの遡及的分析をさせ、法令に従ってリコールなどの措置を採る

ものとする。 

検査を受ける機構が受託生産企業である場合、当該検査を受ける機構

の監督管理を担当する薬品監督管理部門は、当該医薬品上市許可保有者

に上市された医薬品に対して相応の措置を採らせるものとする。検査を



受ける機構が地区をまたぐ受託生産企業である場合、検査チームは、検

査状況を当該医薬品上市許可保有者所在地の省級の薬品監督管理部門

に報告するものとする。当該医薬品上市許可保有者所在地の省級の薬品

監督管理部門は、前述の規定された期間内にリスク評価を行い、関連リ

スク評価に関する管理決定を行い、当該医薬品上市許可保有者に相応の

措置を採らせるものとする。 

第 22条 立入検査の終了後、検査チームは、現場の検査状況を分析・

まとめを行い、検査中に発見した欠陥に対して客観かつ公平、公正な分

級を行い、最終回会議を開き、検査を受ける機構に実地検査の状況を報

告するものとする。 

第 23 条 検査を受ける機構が実地検査の報告状況に異議がある場合、

陳述・弁明ができるものとし、検査チームは、事実通りに記録し、陳述・

弁明の内容を踏まえ欠陥項目を決定するものとする。 

検査チームは、検査を受ける機構の品質管理システムの運営状況、品

目特性、適応症または効能効果、使用対象、市場販売状況等の要素を統

合して、欠陥による被害の程度及び被害の発生する可能性を評価し、相

応のリスク管理措置を採るための提案を行うものとする。 

上記の欠陥項目及び問題を解決するための提案は、書面によるものと

し、検査チームメンバー及び検査を受ける機構責任者の署名による確認

のうえ、各自一通ずつ保有するものとする。 

第 24 条 検査チームは、欠陥内容に基づき、相応の評定基準に従っ

て評定し、実地検査結論を提出し、実地検査結論と問題を解決するため

の提案を実地検査報告書に記載するものとし、検査チームは、実地検査



報告書、検査員記録及び関連資料を派遣検査機構へ速やかに提出するも

のとする。 

第 25 条 欠陥は、重大欠陥、主要欠陥、一般欠陥に分類し、そのリス

クレベルは順に下がるものとする。 

医薬品生産企業に対する検査は、「医薬品生産現場の検査リスク評定

に関する指導原則」に従って、欠陥のリスクレベルを決定する。医薬品

生産企業に前回の検査で発見された欠陥が繰り返し発生する場合、リス

クレベルを引き上げることができる。 

医薬品経営企業に対する検査は、「薬品経営品質管理規範実地検査に関す

る指導原則」に従って、欠陥のリスクレベルを決定する。医薬品経営企業

に前回の検査で発見された欠陥が繰り返し発生する場合、リスクレベル

を引き上げることができる。 

第 26 条 実地検査結論と総合評定結論は、適合、基本適合、不適合

に分類するものとする。 

第 27 条 医薬品の生産企業の実地検査結論及び総合評定結論におけ

る評定基準 

1. 欠陥が発見されず、または欠陥の品質安全リスクが軽微で、品

質管理システムが比較的健全である場合、検査結論は、これを

適合とする。 

2. 発見された欠陥に一定の品質安全リスクはあるが、品質管理シ

ステムがほぼ健全である場合、検査結論は、これを基本適合と

し、次の場合を含むがこれらに限定されない。 

（1） 「薬品生産品質管理規範」（以下 GMPと称する）の要件との



乖離があり、製品の品質に一定のリスクをもたらす可能性

がある場合 

（2） 主要欠陥または多項目が関連した一般欠陥を発見し、総合

的分析によって、品質管理システムにおいて、あるシステ

ムが不完全であることを判明した場合 

3. 欠陥が重大な品質安全リスクであり、品質システムの運営が有

効にできないと判明した場合、検査結論は、これを不適合とし、

次の場合を含むがこれらに限定されない。 

（1） 使用者への危害または健康上のリスクがある場合 

（2） GMP の要件との大きな乖離があり、製品の品質に重大なリ

スクをもたらす場合 

（3） 生産・検査記録の捏造があり、医薬品生産過程管理・品質

管理の記録・データが真実でない場合 

（4） 重大な欠陥、または多項目が関連している主要欠陥を発見

し、総合的分析によって、品質管理システムにおいて、あ

るシステムの運営が有効でないと判明した場合 

第 28 条 医薬品経営企業の実地検査結論及び総合評定結論における評

定基準 

1. 欠陥を発見していない場合、検査結論は、これを適合とする。 

2. 一般欠陥または主要欠陥を発見しているが、医薬品品質管理シス

テム全体の運営に影響が及ばない場合、検査結論は、これを基本

適合とし、次の場合を含むがこれらに限定されない。 

（1） 「薬品経営品質管理規範」（以下 GSPと称する）との乖離が



あり、低いレベルの品質安全リスクを引き起こすことはあ

るが、製品の品質に影響を及ぼさない場合 

（2） コンピュータシステム、品質管理システムのファイルが完

全ではなく、実状に基づいた総合的な分析を行った結果、

医薬品品質管理システムの運営に一般的な影響しか及ばな

いと判明した場合 

3. 重大な欠陥を発見した、または発見した主要欠陥と一般欠陥が企

業の品質管理システム運用に関わり、比較的重大な品質安全リス

クを引き起こす可能性がある場合、検査結論は、これを不適合と

し、次の場合を含むがこれらに限定されない。 

（1） 企業の品質管理者、品質管理部門の責任者が医薬品管理業務

を担当せず、業務を正常に遂行できない場合 

（2） 企業は、終始 GSP の要件に従ってコンピュータシステムの使

用を行っていない場合 

（3） 貯蔵、輸送過程において、医薬品の品質に影響を与えるよう

な行為がある場合 

第 29 条 派遣検査機構は、実地検査報告書の受領後規定された期間

内に審査を完了し、総合評定結論を提出するものとする。薬品監督管理

部門は、総合評定結論に基づき、「薬品検査総合評定報告書」を発行し、

薬品監督管理部門に提出するのもとする。 

薬品監督管理部門は、総合評定結論の検査を受ける機構に速やかに報

告するものとする。 

第 30 条 「薬品検査総合評定報告書」は、医薬品上市許可保有者の



情報、企業名、住所、実施機構、検査範囲、任務の発生源、検査基準、

検査者、検査日時、問題または欠陥、総合評価結論などの内容を含める

ものとする。 

「薬品検査総合評定報告書」の様式は薬品検査機関によって設定する

ものとする。 

第 31 条 薬品検査機関による検査は、本手順に従って実行するもの

とする。 

薬品監督管理部門が自発的に実施した検査は、本弁法の第 15 条、第

16 条、第 17 条、第 19 条、第 21 条、第 23 条の手順を除き、実際の需

要に応じてその他の手順を簡略化できる。 

第 32条 実地検査の完了後、検査を受ける機構は、20営業日以内に

欠陥項目に対する是正を行うものとする。期日内に是正を完了できない

場合、適切で実行に移し得る是正計画を作成し、欠陥に対応した是正完成

状況として是正報告に記載する。是正報告は、派遣検査機構に提出するも

のとする。 

是正報告は、少なくとも欠陥記述、欠陥調査分析、リスク評価、リス

ク管理、是正審査、是正効果評価等の内容を含め、欠陥原因及びリスク

評価状況に対して、項目別にリスク管理措置及び実施結果を記述するも

のとする。 

検査を受ける機構は、是正計画に従った是正の完了後、早急に是正状

況を補足した是正報告にし、派遣検査機構に提出するものとする。必要

に応じて、派遣検査機構は、検査を受ける機構の是正状況の実地検査を

実施できる。 



 

第 4章  許可検査 

第 1節  薬品生産許可に関する検査 

第 33 条 薬品監督管理部門または薬品検査機関は、実地検査を実施

するまでに、実地検査計画を作成し、実地検査の実施を案配する。業務

計画の作成及び実地検査業務の実施期限は、30営業日とする。 

第 34 条 「薬品生産許可証」の初回申請に対して、GMP の関連内容

に従って実地検査を実施するものとする。 

「薬品生産許可証」の再発行申請に対して、企業の医薬品管理法律法

規の遵守状況、GMP及び品質システムの運営状況に基づき、リスク管理

の原則に従って審査を行い、必要に応じて GMP適合性調査を実施するも

のとする。 

旧住所または工場若しくは生産ラインを住所変更して新築、改築、増

築した場合、GMP適合性調査を実施するものとする。 

医薬品上市の申請に対して、「薬品生産監督管理弁法」第五十二条の

規定に従い、必要に応じて上市前の GMP適合性調査を実施するものとす

る。 

第 35条 総合評定は、実地検査報告書の受領後 20営業日以内に完了

するものとする。  

第 2節  薬品経営許可に関する検査 

第 36 条 省級の薬品監督管理部門または薬品検査機関は、医薬品卸

業者、医薬品小売チェーン企業の運営会社に対する実地検査を実施する

までに実地検査計画を作成し、実地検査の実施を案配する。業務計画の



作成及び実地検査業務の実施期限は、15営業日とする。 

市・県級の薬品監督管理部門は、医薬品小売業者に対する実地検査を

実施するまでに実地検査計画を作成し、実地検査の実施を案配する。業

務計画の作成及び実地検査業務の実施期限は、10営業日とする。 

第 37条 「薬品経営許可証」の申請、「薬品経営許可証」の許可事項

の変更の申請が初回で、かつ実地検査が必要な場合に対して、GSP及び

その実地検査指導原則、許可検査細則等の関連基準の要件に従って実地

検査を実施するものとする。 

「薬品経営許可証」の再発行の申請に対して、企業の薬品管理法律法

規の遵守状況、GMP及び品質システムの運営状況に基づき、リスク管理

の原則に従って審査を行い、必要に応じて GMP適合性調査を実施するも

のとする。 

第 38 条 医薬品小売チェーン企業の許可検査は、医薬品小売チェー

ン企業の実店舗数が 30軒以下である場合、20%の割合（ただし、3軒以

上でなければならない）で抜取検査を実施するものとし、30 軒を超え

る場合、10%の割合（ただし、6軒以上でなければならない）で抜取検査

を実施するものとする。実店舗所在地の市・県級薬品監督管理部門は、

許可検査を実施する省級の薬品監督管理部門または薬品検査機関の検

査に協力するものとする。抜取検査を受ける医薬品小売チェーン企業の

実店舗が省（自治区、直轄市）をまたぐ場合、必要に応じて、許可検査

を実施する省級の薬品監督管理部門は、連携検査を実施できる。 

第 39 条 医薬品卸業者、医薬品小売チェーン企業の運営会社の許可

検査総合評定は、実地検査報告書の受領後 10 営業日以内に完了するも



のとする。 

医薬品小売業者の許可検査総合評定は、実地検査報告書の受領後 5営

業日以内に完了するものとする。 

 

第 5章  通常検査 

第 40 条 薬品監督管理部門は、リスク原則に従って医薬品検査計画

を作成し、検査を受ける機構リスト、検査内容、検査ポイント、検査方

法、検査要件などを確認し、リスク分散管理を実施するものとし、年度

検査計画において、一定の割合の検査を受ける機構に対して品質管理規

範に関する適合検査の実施を定めるものとする。 

リスク評価のポイントは、次の要素を考慮するものとする。 

1. 医薬品の特性及び医薬品自身の固有リスク 

2. 医薬品上市許可保有者、医薬品生産企業、医薬品経営企業、医

薬品使用機構の医薬品抜取検査状況 

3. 医薬品上市許可保有者、医薬品生産企業、医薬品経営企業、医

薬品使用機構の法令違反状況 

4. 医薬品副作用モニタリング、探索的研究、苦情報告またはその

他の手掛りによって、品質安全リスクが存在する可能性がある

ことを示唆された場合 

第 41条 通常検査は次の内容を含むものとする。 

1. 医薬品管理法律法規を遵守する合法性 

2. 関連する医薬品品質管理規範及び技術基準を実行する規範性 

3. 医薬品生産、経営、使用した資料とデータの真実性、完全性 



4. 医薬品上市許可保有者の品質管理、リスク管理の能力 

5. 薬品監督管理部門が必要判断したその他の内容 

薬品監督管理部門または薬品検査機関は、通常検査を実施する場合、

抜き打ち検査方法によって実施できる。特定の部分を対象にしたり、検

査計画に従って検査したり、必要に応じて、全面的な検査を実施したり

することができる。 

第 42 条 検査頻度は、医薬品生産経営に関する規程に従って実行す

るものとする。 

麻酔薬品、向精神薬、薬品類易製毒化学品、放射性医薬品、医療用毒

性医薬品の生産経営企業に対して、企業による医薬品管理の安全保障、

違法ルート等への流入防止その他の規程に関する実行状況の検査を行

うものとする。 

1. 麻酔薬品、第一種向精神薬、薬品類易製毒化学品の生産企業は、

四半期ごとに一回以上の検査を行うものとする。 

2. 第二種向精神薬の生産企業、麻酔薬品及び第一種向精神薬の全

国的な卸業者、麻酔薬品及び第一種向精神薬の地域的な卸業者、

薬品類易製毒化学品原薬の卸業者は、半年ごとに一回以上の検

査を行うものとする。 

3. 放射性医薬品、医療用毒性医薬品の生産経営企業は、年に一度

以上の検査を行うものとする。 

市・県級の薬品監督管理部門は、当該行政区域における実状に応じて

使用機構の検査頻度を決めるものとする。 

 



第 6章  有因検査 

第 43 条 次の場合に関して、薬品監督管理部門は、リスク評価を経

て、有因検査を実施できる。 

1. 苦情報告またはその他の手掛りによって、品質安全リスクが存

在する可能性があることを示唆された場合 

2. 品質安全リスクの存在が検査によって発見された場合 

3. 品質安全リスクが存在する可能性を医薬品副作用モニタリング

によって示唆された場合 

4. 登録資料の真偽に疑いがある場合 

5. 関連する品質管理規範の要件への重大な違反が疑われる場合 

6. 企業に重大な失信記録がある場合 

7. 企業が管理者の登録事項を頻繁に変更している場合。 

8. 生物学的製剤のロットリリースにおいて安全リスクが存在する

可能性がある場合 

9. 特殊医薬品管理安全リスクの存在を検査によって発見した場合 

10. 特殊医薬品が違法ルートに流入した疑いがある場合 

11. その他の有因検査が必要な場合 

第 44 条 有因検査は、検査計画を作成し、検査事項、時間、人員構

成、方法等を明確にして実施しなければならない。必要に応じて、薬品

監督管理部門は、関連部門と協力して、共同で有因検査を実施すること

ができる。 

検査計画は、特定な問題または手掛りについて、検査内容を明確にし、

必要に応じて全面的な検査を実施するものとする。 



第 45 条 検査チームのメンバーは、検査を受ける機構にスケジュー

ル、検査内容を事前に通知してはならない。 

検査チームは、所定の場所での集合後、即時に検査現場に直接進入し、

存在する可能性のある問題に対して直接検査を実施するものとする。 

検査チームのメンバーは、検査を受ける機構に対し、検査の進捗状況、

発見した法令違反の手掛りなどの関連情報を開示してはならない。 

第 46 条 実地検査は、基本的に検査計画の要件に従って実施するも

のとする。検査状況によって、検査は、問題を確実に調査することを原

則にし、検査時間を調整する必要があると判断した場合、有因検査を実

施する薬品監督管理部門による承認後に調整できる。 

第 47 条 上級薬品監督管理部門による有因検査の場合、適時に検査

を受ける機構の所在地の薬品監督管理部門に通知することができる。検

査を受ける機構の所在地の薬品監督管理部門は、検査を協力するための

人員を派遣するものとし、検査の協力者は、検査チームの取決めに従う

ものとする。 

第 48 条 有因検査を計画・実施する薬品監督管理部門は、検査チー

ムに対する指揮を強化し、実地検査からのフィードバックに基づいて速

やかに検査戦略を調整し、必要に応じて調整機構を立ち上げ、関係者を

現場に派遣して調整・指揮を行うことができる。 

第 49 条 検査終了後、検査チームは、速やかに実地検査報告書を作

成し、5営業日以内に有因検査を実施した薬品監督管理部門に提出する

ものとする。 

実地検査報告書の内容には、検査過程、発見した問題、関連証拠、検



査結論、解決するための提案等を含めるものとする。 

 

第 7章  検査と監査との連携 

第 50 条 違法案件への調査処理過程において、案件の捜査・医薬品

の検査を担当する部門、法制部門及び検査等の部門は、それぞれの職責

を果たし、それぞれの責任を負うとともに、互いの連携協力を強化する

ものとする。 

第 51 条 検査中において、検査を受ける機構による法律違反の疑い

のあることを発見した場合、法執行者は、速やかに関連調査・採証を開

始するものとする。検査チームは、発見した手掛りと問題を解決するた

めの提案を速やかに当該検査を受ける機構の監督管理業務を担当する

薬品監督管理部門及び派遣検査機構に報告するものとする。検査を受け

る機構の監督管理を担当する薬品監督管理部門は、速やかに捜査員を検

査現場まで派遣し、違法行為にかかる実物・資料・伝票・データ記憶媒

体等の証拠材料を受渡し、後続捜査の全般的業務を担当する。検査が必

要の場合に対し、直ちに抜取検査の監督を手配し、検査のためにサンプ

ル及び関連資料等を係る薬品検査機関への送付、または追加検査方法及

び項目の検討を行うものとする。 

違法行為の疑いがあって、医薬品品質安全リスクが存在する可能性の

ある場合、検査を受ける機構の監督管理業務を担当する薬品監督管理部

門は、証拠材料の受領後に本弁法の第 21 条の規程に従ってリスク評価

を行い、リスク管理に関する決定を下し、被検査機構または医薬品上市

許可保有者に対して上市された医薬品に相応のリスク管理措置を採る



よう指示するものとする。 

第 52 条 薬品監督管理部門は、案件捜査中において、検査を受ける

機構に犯罪の疑いがあると発見した場合、関連規定に基づき、法に従っ

て公安部門へ速やかに移送または報告するものとする。 

 

第 8章  地区をまたぐ検査の連携 

第 53 条 医薬品上市許可保有者に、卸業者、医薬品小売チェーン企

業の運営会社（以下委託側と称する）所在地の省級の薬品監督管理部門

は、その地区をまたぐ委託生産、委託販売、委託貯蔵、委託運輸、医薬

品安全性監視等の品質管理に関する責任の履行状況について、共同検査

または延長検査を実施できる。 

第 54 条 地区をまたぐ受託企業（以下受託側と称する）所在地の省

級の薬品監督管理部門は、属地に対する監督管理責任を履行し、受託側

の関連法律法規・規程の遵守、品質管理責任に対する執行状況に関して

調査を行い、委託側所在地の省級の薬品監督管理部門に協力して合同検

査を実施するものとする。 

監督検査中において委託側に属する可能性のある問題を発見した場

合、書面によって委託側所在地の省級の薬品監督管理部門に通知するも

のとし、委託側所在地の薬品監督管理部門のよって検査の有無を決定す

るものとする。 

第 55 条 委託側と受託側の所在地の省級の薬品監督管理部門は、業

務調整、共同検査、行政による法執行の仕組みを構築するものとする。 

第 56 条 共同検査を実施する場合、委託側所在地の省級の薬品監督



管理部門は、委託側所在地の省級の薬品監督管理部門に書面による連絡

を送付し、共同検査チームを設立するものとする。共同検査チームは、

双方それぞれ二名以上の検査員を派遣して構成し、共同検査チームのリ

ーダーは、所在地の省級の薬品監督管理部門から派遣するものとする。 

第 57 条 検査過程において、責任が明確になっていないことを発見

した場合、共同検査チームは、直ちに先行して調査、採証を実施するも

のとし、受託側所在地の省級の薬品監督管理部門は、身近な場所で行政

による法執行、技術的サポートを提供し、責任を明確にしてから相応の

省級の薬品監督管理部門に移送して処理するものとする。管轄権に争議

が存在する問題に対して、国家薬監督管理局に管轄指定を要請するもの

とする。省をまたぐ検査において、システム的・地域的リスクなどの重

大な問題を発見した場合、国家薬品監督管理局に速やかに報告するもの

とする。 

第 58 条 委託側及び受託側の所在地の省級の薬監督管理部門は、関

連規定に従って医薬品に係る苦情報告を受付・処理するものとする。 

第 59 条 省級の薬品監督管理部門は、国家薬監督管理局が構築した

監督管理システムに登録し、職責に基づいて検査を受ける機構の基本情

報及び品目情報、医薬品上市許可保有者による年度報告情報、薬監督管

理部門の監督管理情報を収集し、当該行政地区内の各級の薬品監督管理

部門による照会が容易にできるようにするものとする。 

第 60 条 省級の薬品監督管理部門は、法に従った委託側または受託

側の違反行為に対する調査処理にあたり、他の省・市への調査・採証が

必要とし、関連する同級の薬品監督管理部門と連携して共同検査を実施



したり、調査協力依頼状を発行して関連する同級の薬品監督管理部門に

調査・採証への協力を要請したりすることができる。調査・採証の協力

にあたり、協力機構は、調査協力依頼状を受領後 15 営業日以内に調査

協力業務を完了し、書類による調査結果を提出するものとし、緊急を要

する場合、担当機構は、調査協力依頼状を受領後の 7営業日以内または

処理期限の要件に基づいて調査協力業務を完了し、書類による調査結果

を提出するものとする。延期が必要な場合、協力機構は速やかに調査協

力依頼部門に通知し、理由を説明するものとする。 

第 61 条 市・県級の薬品監督管理部門は、地区をまたぐ共同検査を

実施する必要がある場合、上述の条項を参照して実施するものとする。

重大な問題を発見した場合、速やかに上級の薬品監督管理部門に報告す

るものとする。 

 

第 9章  検査結果の処理 

第 62条 薬品監督管理部門は、「薬品検査総合評定報告書」または総

合評定結論に基づき、相応の処理を行うものとする。 

総合評定結論は適合である場合、薬品監督管理部門または薬品検査機

関は、実地検査報告書、「薬品検査総合評定報告書」及び関連証拠材料、

是正報告書等を整理して保存するものとする。 

総合評定結論が基本適合である場合、薬品監督管理部門は、「中華人

民共和国薬品管理法」の第 99 条の規程に従って、相応の行政処理及び

リスク管理措置を採り、実地検査報告書、「薬品検査総合評定報告書」

及び関連証拠材料、是正報告、行政処理及びリスク管理に関する資料な



どを整理、保存するものとする。 

総合評定結論が不適合である場合、薬品監督管理部門は、即時に生産、

販売、使用、輸入の停止等のリスク管理措置を採って、安全リスクを排

除するものとする。関連許可の申請が初回である場合を除き、薬品監督

管理部門は、「中華人民共和国薬品管理法」の第 126 条等の関連規定に

従って対応し、実地検査報告書、「薬品検査総合評定報告書」及び関連

証拠材料、行政処理に関連する資料等を整理し、保存するものとする。 

第 63 条 検査を受ける機構が監督検査を拒否・逃避したり、関連証

拠材料の偽造・隠滅・隠ぺいをしたりする場合、その製品に安全リスク

を存在する可能性があると見なし、薬品監督管理部門は、「中華人民共

和国薬品管理法」の第 99条等の規定に従って処理するものとする。 

検査を受ける機構に次の状況のいずれかがあった場合、監督監査への

拒否・逃避、記録・データ・情報等関連証拠材料の偽造・隠滅・隠ぺい

と見なす。 

1. 検査員が被検査場所または区域への実地の拒否・制限、検査時

間の制限、検査終了時に検査員の退去の制限 

2. 正当な理由がなく、検査にかかる資料・記録・伝票・証拠書類・

電子データ等を事実通りに提供しないまたは延滞した場合 

3. 撮影・コピー・サンプリング等の採証を拒否または制限した場

合 

4. スタッフの不在を主張したり、替え玉で検査をごまかしたり、

故意に生産活動を停止するなどして検査を欺瞞、誤導、逃避し

たりした場合 



5. その他検査に協力しなかった場合 

第 64 条 安全リスクの排除後において、検査を受ける機構は、リス

ク管理措置を決定した薬品監督管理部門にリスク管理措置に対する解

除申請を行い、是正報告を提出することができる。薬品監督管理部門は、

是正状況に対する評価を行い、必要に応じて実地検査を実施し、是正状

況が要件を満たしていることを確認後、関連リスク管理措置を解除し、

その結果を速やかに社会に公表するものとする。 

第 65条 薬品監督管理部門は、医薬品上市許可保有者、医薬品生産・

経営企業及び使用機構に重大な法令違反があり、その生産・経営・使用

商品が、十分に深刻な被害または影響を及ぼすまたはすでに及ぼしてい

ることを発見した場合、速やかに上級の薬品監督管理部門及び本級の地

方人民政府に報告を行うものとする。上級の薬品監督管理部門は、下級

の薬品監督管理部門に相応のリスク処置業務の実施を監督・指導するも

のとする。 

第 66 条 派遣検査機構及び検査員に次のいずれかの行為があった場

合、直接責任を有する主管者、その他の直接責任者、検査員に対して党

紀政紀処分を与えるものとする。 

1. 検査人員が発見した重大なリスクを迅速に報告しなかった場合 

2. 派遣検査機構が検査人員による重大リスク報告に迅速に相応の

処置措置を採らなかった場合 

3. 検査人員が違法の疑いのある案件の手掛りを迅速に引き渡さな

かった場合 

4. 派遣検査機構が案件の調査処理部門に協力した迅速な手掛りの



収集・証拠固め、関連業務の調査処理を行わなかった場合 

第 67 条 薬品監督管理部門は、法に従って監督・検査結果を公表す

るものとする。 

第 68条 薬品監督管理部門は、「国務院弁公庁による信用喪失の制約

制度のさらなる改善及び信頼性構築の長期効果のあるメカニズムを確

立するための指導意見」に基づき、法令に従って信用喪失行為の認定、

記録、総括、共有、公開、懲戒及び信用修復等を行うものとする。 

 

第 10章  付 則 

第 69 条 各省級の薬品監督管理部門は、各地の実状に応じて、本弁

法に基づいて実施細則を制定すること。 

第 70 条 本「弁法」は、発布する日から施行するものとする。これ

に伴い、旧国家食品薬品監督管理局が 2003年 4月 24日に発布した「薬

品経営品質管理規範認証管理弁法」、2011年 8月 2日に発布した「薬品

製造品質管理規範認証管理弁法」は、廃止するものとする。 



中華人民共和国反外国制裁法 

（ 2021年 6月 10日第 13期全国人民代表大会常務委員会第 29回会

議にて可決) 

 

第 1条 国家の主権、安全、及び発展の利益を保護し、我が国の国

民と組織の合法的権益を守るために、憲法に基づいて本法を制定す

る。 

第 2条 中華人民共和国は、独立自主の平和的外交政策を堅持し、

主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政不干渉、平等互恵、

平和的共存の平和五原則を堅持し、国連を中核とする国際体制と国

際法に基づく国際秩序を維持し、世界各国との友好協力を発展させ、

人類運命共同体の構築を推進する。 

第 3 条 中華人民共和国は、覇権主義と強権政治に反対し、いか

なる国家がいかなる理由と手段によって我が国の内政に干渉するこ

とに反対する。 

外国の国家が国際法と国際関係の基本準則に違反し、様々な理由

により、又はその国家の法律に基づき、我が国を制圧し、我が国の公

民、組織に対して不平等な規制措置を取り、我が国の内政を干渉した

場合、我が国は適切な反制裁措置を取る権利を有する。 

第 4 条 国務院の関連部門は、本法第 3 条に規定された不平等規

制措置の制定、決定、実施に直接的又は間接的に関与している個人及

び組織を反制裁リストに掲載することを決定することができる。 



第 5 条 国務院の関連部門は、本法第 4 条の規定により反制裁リ

ストに掲載された個人及び組織のほか、以下の個人及び組織に対し

ても反制裁措置を取ることができる。 

1. 反制裁リストに掲載された個人の配偶者と直系親族 

2. 反制裁リストに掲載された組織の高級管理職員又は実質的

支配者 

3. 反制裁リストに掲載された個人が高級管理職を担う組織 

4. 反制裁リストに掲載された個人と組織が実質的に支配して

いる、又は設立、運営に関与している組織 

第 6 条 国務院の関連部門は、それぞれの職責と職務分業に基づ

いて、本法第 4 条、第 5 条に規定された個人及び組織に対して、実

情の状況に応じて、以下の 1 つ又は複数の措置を決定することがで

きる。 

1. ビザの発行拒否、入国禁止、ビザの取消、又は国外追放 

2. 我が国の領土内にある動産、不動産、及びその他の各種財産

の差し押さえ、押収、凍結 

3. 我が国の領土内の組織、個人との関連取引や提携等の活動の

実施の禁止又は制限 

4. その他の必要な措置 

第 7 条 本法第 4 条から第 6 条までの規定に基づいて国務院の関

連部門が下した決定は、最終決定とする。 



第 8 条 反制裁措置の根拠となる状況が変化した場合、国務院の

関連部門は、関連反制裁措置を一時停止する、変更する又は取り消す

ことができる。 

第 9 条 反制裁リストと反制裁措置の決定、一時停止、変更又は

取消は、外交部又は国務院の他の関連部門が命令を発出し、公布する。 

第 10条 国家は、反外国制裁業務調整体制を設立し、関連業務の

統括・調整の責任を負う。 

 国務院の関連部門は、連携と情報共有を強化し、それぞれの職責と

職務分業に基づいて、関連反制裁措置を決定し、実施しなければなら

ない。 

第 11条 我が国の領土内の組織及び個人は、国務院の関連部門が

取った反制裁措置を執行しなければならない。 

前項の規定に違反した組織及び個人については、国務院の関連部

門が法に基づいて処分し、関連活動に従事することを制限し、又は禁

止する。 

第 12条 いかなる組織や個人も、外国の国家が我が国の公民、組

織に対して取った不平等な規制措置の執行、又は執行に協力しては

ならない。 

組織及び個人が前項の規定に違反し、我が国の公民、組織の合法的

権益を侵害した場合、我が国の公民、組織は、法に基づいて人民法院

に訴訟を提起し、その侵害の停止、損害賠償を求めることができる。 



第 13条 我が国の主権、安全、発展の利益を害する行為について

は、本法の規定の他に、関連する法律、行政法規、部門規章に、その

他の必要な反制裁措置の採用を規定することができる。 

第 14条 反制裁措置の執行又は執行に協力をしないいかなる組織

及び個人に対しても、法に基づいて法的責任を追求する。 

第 15条 外国の国家、組織又は個人が、実施、協力、支援する我

が国の主権、安全、発展の利益を害する行為に対して、必要な反制裁

措置を取る必要がある場合は、本法の関連規定を参照して執行する。 

第 16条 本法は、公布の日から施行する。 

 

編集者： 劉 冬 

責任編集者： 余 晨 

 



国家薬品監督管理局・国家知識産権局による「医薬

品特許紛争早期解決機序実施弁法（試行）」の発布に

関する公告（2021年第 89号） 

 

「中華人民共和国特許法」に基づき、国家医薬監督管理局と国家知

識産権局の主導で「医薬品特許紛争早期解決機序実施弁法（試行）」

を制定した。国務院の承認を得て現在発布し、即日施行する。 

ここに公告する。 

 

別添：1. 医薬品特許紛争早期解決機序実施弁法（試行） 

   2.「医薬品特許紛争早期解決機序実施弁法（試行）」政策解読 

 

国家薬品監督管理局  国家知識産権局 

2021年 7月 4日  



 

別添 1 

 

医薬品特許紛争早期解決機序実施弁法（試行） 

 

第 1条 医薬品特許権者の合法的権益を守り、新薬研究を奨励し、高

いレベルの後発医薬品の発展を促進し、医薬品特許紛争の早期的解決機

序を確立するため、本弁法を制定する。 

第 2条 医薬品上市許可保有者による、中国国内で登録上市した医薬

品に係る特許情報の登録のために、国務院薬品監督管理部門は、中国上

市医薬品特許情報登録プラットフォームを主導設置する。 

中国上市医薬品特許登録プラットフォームにて関連特許情報を登録

していない場合には、本弁法を適用しない。 

第 3条 国家薬品審査評価機構は、中国上市医薬品特許情報登録プラ

ットフォームを構築・維持に責任を負い、上記のプラットフォームにて

上市医薬品の特許情報を公開する。 

第 4 条 医薬品上市許可保有者は、医薬品登録証書の取得後 30 日以

内に、医薬品の名称、剤型、含量、上市許可保有者、関連特許番号、特

許名称、特許権者、特許被許可者、特許授権日及び保護期限満了日、特

許状態、特許種類、医薬品が関連特許権の要件との対応関係、住所、連

絡先等を自ら登録するものとする。関連情報に変更が生じた場合、医薬

品上市許可保有者は、情報の変更が有効となった 30 日以内に更新を完

了するものとする。 

医薬品上市許可保有者は、その登録した情報の真実性、正確性、完全



 

性に責任を有し、受けた異議を速やかに検証し記録するものとする。登

録情報は、特許登記簿、特許公報及び医薬品登録証書の関連内容と一致

するものとする。医薬用途の特許権は、承認された市販薬の添付文書に

おける適応症又は効能効果に一致するものとする。関連特許の保護範囲

は、承認された市販薬の関連技術仕様を含むものとする。関連情報の訂

正は、理由を説明し、開示するものとする。 

第 5条 化学医薬品の上市許可保有者は、中国上市医薬品登録プラッ

トフォームにて医薬品有効成分化合物特許、有効成分を含む医薬組成物

特許、医療用途特許を登録できるものとする。 

第 6条 後発化学医薬品の申請者は、医薬品上市許可において、中国

上市医薬品特許情報登録プラットフォームに公開されている特許情報

を照合し、先発医薬品の関連医薬品特許ごとに声明を提出する。声明は、

四種類に分類される。 

第一類の声明：中国上市医薬品特許情報登録プラットフォームには、

先発医薬品関連の特許情報を有しない。 

第二類の声明：中国上市医薬品特許情報登録プラットフォームに登録

された先発医薬品関連特許権が終了若しくは無効と宣告されている、又

は後発医薬品の申請者が特許権者から関連特許の実施許可を取得して

いる。 

第三類の声明：中国上市医薬品特許情報登録プラットフォームに先発

医薬品関連特許が収録され、後発医薬品の申請者が関連特許権の有効期

限満了までに申請した後発医薬品を上市しないことを約束する。 

第四類の声明：中国上市医薬品特許情報登録プラットフォームに収録



 

されている先発医薬品に関連特許権を無効と宣告すべきである、又はそ

の後発医薬品が関連特許権の保護範囲内に含まれない。 

後発医薬品の申請者は、関連声明の真実性、正確性に責任を持つ。後

発医薬品の申請が受理された 10 営業日以内に、国家薬品審査評価機構

は、情報プラットフォームにて申請情報及び関連声明を公開する。後発

医薬品の申請者は、関連声明及び声明の根拠を上市許可保有者に通知す

るものとし、上市許可保有者が特許権者でない場合、上市許可保有者に

よって特許権者に通知を行うものとする。そのうち、関連特許権の保護

範囲内に含まれないと申し出た場合、声明の根拠には、後発医薬品の技

術仕様、関連特許の権利要件対比表及び技術資料を含めるものとする。

後発医薬品者は、紙の資料のほか、上市許可保有者が中国上市医薬品特

許情報登録プラットフォームに登録したメールアドレス宛てに声明及

び声明の根拠を送付し、関連記録を保存するものとする。 

第 7 条 特許権者又は利害関係者が第四類の特許声明に異議がある

場合、国家薬品審査評価機関による医薬品上市許可の公表日から 45 日

以内に、承認申請を行った医薬品の関連技術仕様が関連特許保護範囲に

含まれるかについて、人民法院に提訴又は国務院特許行政部門に行政裁

決を求めることができる。当事者が国務院特許行政部門による行政裁決

に不服がある場合には、行政裁決書の受領後に法に従って人民法院に提

訴できる。 

特許権者又は利害関係者が所定期間内に提訴又は行政裁決を求めた

場合、人民法院が提訴又は国務院の特許行政部門が受理した日から 15

営業日以内に国家薬品評価機構に立件通知書又は受理通知書の写しを



 

提出し、後発医薬品の申請者に通知するものとする。 

第 8 条 人民法院による立件又は国務院特許行政部門による受理通

知書の写しの受領後、国務院薬品管理部門は、後発の化学医薬品の登録

に 9か月間の待機期間を設置する。待機期間は、人民法院による立件又

は国務院特許行政部門による受理した日から、一度のみ設置できるもの

とする。国家薬品審査評価機関は、待機期間内に技術審査を中止しない

ものとする。 

特許権者又は利害関係者が期間内に提訴又は行政裁決を求めていな

い場合、国務院薬品監督管理部門は、技術審査評価結論及び後発医薬品

の申請者により提出された声明に基づき、上市承認の可否を決定する。

後発医薬品の申請者は、関連規定に従って提訴又は行政裁決を求めるこ

とができる。 

第 9条 待機期間が設定された後発化学医薬品の登録申請に対し、特

許権者又は利害関係者、後発化学医薬品の申請者は、判決書又は決定書

等の受領後 10 営業日以内に国家薬品審査評価機関に関連文書を提出す

るものとする。 

技術審査に合格した後発化学医薬品の登録申請に対し、国家薬品審査評

価機関は、人民法院の発効判決又は国務院特許行政部門の行政判決に応じ

て相応の処置を行うこと。 

1. 関連特許権の保護範囲内に含まれることを確認できた場合に

は、特許権の期限満了直前までに関連後発化学医薬品の登録申

請を行政の承認手続きに移行させる。 

2. 関連特許権の保護範囲内に含まれないと確認でき、又は双方が



 

和解できた場合には、手順に従って関連後発化学医薬品の登録

申請を行政の承認手続きに移行させる。 

3. 法に基づき関連特許権が無効とされた場合、手順に従って関連

後発化学医薬品の登録申請を行政の承認手続きに移行させる。 

4. 待機期間が超過しても国務院薬品監督管理部門が人民法院によ

る発効判決書若しくは調停書、又は国務院特許行政部門の行政

裁決を受領していない場合、手順に従って関連後発化学医薬品

の登録申請を行政の承認手続きに移行させる。 

5. 国務院薬品監督管理部門が行政の承認手続き中に、人民法院に

よる発効判決又は国務院特許行政部門による行政判決を受領

し、関連特許権の保護範囲内に含まれると確認できた場合、本

条第 2 項第 1 号の規定に従って処置するよう、関連後発化学医

薬品の登録申請を国家薬品審査評価機関に提出する。 

国務院薬品監督管理部門による承認の一時中止の決定後、人民法院が

当初の行政裁決を覆した場合、双方が和解した場合、関連特許権が無効

と宣告された場合、特許権者、利害関係者が訴訟又は行政裁決を取り下

げた場合、後発医薬品の申請者は、国務院薬品監督管理部門に後発医薬

品の上市承認を申請することができ、国務院薬品監督管理部門は、承認

の可否を決定できる。 

第 10 条 国務院薬品監督管理部門は、第一類、第二類声明の後発化

学医薬品の登録申請に対し、技術審査評価結論に基づいて上市承認の可

否を決定する。第三類声明の後発医薬品の登録申請に対し、技術審査評

価に合格した場合、上市の承認を決定する。関連医薬品は、相応する特



 

許権の有効期間及び市場独占期間の満了まで上市してはならない。 

第 11 条 最初にパテントチャレンジに成功し、最初に上市承認を受

けた後発化学医薬品に対し、市場独占期間を与える。国務院薬品監督管

理部門は、関連医薬品の承認日から 12 ヶ月以内に、共同でパテントチ

ャレンジに成功した場合を除き、同品種の後発医薬品の上市を承認しな

い。市場独占期間は、チャレンジされた医薬品の当初の特許権期間を超

過しないものとする。国家薬品審査評価機関は、市場独占期間内には技

術審査を中止しないものとする。技術審査に合格した後発化学医薬品の

登録申請に対し、市場独占期間の満了前に、関連する化学医薬品の登録

申請を行政の承認手続きに移行させる。 

パテントチャレンジの成功とは、後発化学医薬品の登録者が第四類の

声明を提出し、その特許無効宣告請求に基づき、関連特許権が無効と宣

告されたため、後発医薬品の上市が承認されることである。 

第 12 条 漢方薬、生物製剤の上市許可保有者は、本弁法の第二条、

第三条、第四条、第七条の規定に従って、関連特許情報の登録を行うも

のとする。漢方薬は、漢方組成物、漢方エキス、医薬用途の特許を、生物

製剤は、有効成分の配列構造、医薬用途の特許を登録できる。 

同名・同処方の漢方薬の申請者、バイオシミラーの申請者は、本弁法

の第六条に基づき、関連特許の声明を行うものとする。 

第 13 条 国務院薬品監督管理部門は、同名・同処方の漢方薬の、バ

イオシミラーの登録申請に対し、技術審査評価に基づき、上市承認の可

否を決定する。関連技術仕様が係る特許権の保護範囲内に含まれること

を人民法院又は国務院特許行政部門が確認できている場合は、関連医薬



 

品は、当該特許権の有効期間の満了まで上市してはならない。 

第 14 条 後発化学医薬品、同名・同処方の漢方薬、バイオシミラー

の上市承認後、関連医薬品がその特許権を侵害していると特許権者又は

利害関係者が判断し、紛争が生じた場合、「中華人民共和国特許法」等

の法律法令の規定に基づいて解決するものとする。法に従って承認され

た医薬品の上市許可は取消さず、その効力に影響を及ぼさないものとす

る。 

第 15 条 虚偽の声明を提出するなど欺瞞の行為を働いた場合、保護

範囲が上市承認された医薬品と無関係又は登録すべき特許に属しない

特許を中国上市医薬品特許情報登録プラットフォームに故意に登録し、

特許権者の特許権を侵害したり、関係者に他の損害を与えたりした場

合、法律に基づき相応の責任を負うものとする。 

第 16条 本「弁法」は、発布する日から施行するものとする。 



 

別添 2 

 

「医薬品特許紛争早期解決機序実施弁法（試行）」政策

解読 

 

一、「医薬品特許紛争早期解決機序実施弁法（試行）」の起草の背景

は？ 
 

医薬品特許紛争早期解決機序とは、関連医薬品の上市承認に係るプロ

セスを関連医薬品特許紛争解決プロセスとリンクさせる制度である。中

共中央弁公庁、国务院弁公庁による「審査承認制度改革の深化及び医薬

品・医療機器のイノベーションの奨励に関する意見」「知的財産権の保

護強化に関する意見」のいずれも医薬品パテントリンケージ制度の構築

の検討を掲げている。2020年 10月、新たに改訂された「中華人民共和

国特許法」（以下「特許法」と称する）の第七十六条に、医薬品特許紛

争早期解決に関する規定を導入し、国務院薬品監督管理部門が、国務院

特許行政部門と連携して医薬品の上市許可審査及び医薬品上市許可の

申請段階における特許紛争解決の具体的リンケージ措置を策定し、国務

院の承認後に実施することを明確にした。 

党の中央委員会、国務院の政策を徹底し、中国における医薬品特許紛

争の早期的解決機序の構築を促進するため、国家医薬品監督管理局、国

家知識産権局が関連部門と連携し、新たに改訂された「特許法」の関連

規定の枠組の下、医薬品特許紛争の早期的解決機序の具体的制度につい



 

て、注意深く検討し、国際的取り組みも参考にし、業界、協会、専門家

などの意見を広く聞き取り、「医薬品特許紛争早期解決機序実施弁法（試

行）」（以下「弁法」と称する）を制定した。 

 

二、「弁法」の目的及び主な内容とは？ 
 

「弁法」は、関連する医薬品の上市審査・承認段階において、特許紛

争解決のための機序を当事者への提供、医薬品特許権者の合法的権益の

保護、後発医薬品の上市後における特許侵害のリスクの低減を目的とす

る。「弁法」は、プラットフォームの構築及び情報開示制度、特許権登

録制度、後発医薬品特許声明制度、司法リンケージ・行政リンケージ制

度、承認待機期間制度、医薬品審査・承認分類処理制度、ファーストジ

ェネリック医薬品市場独占期間制度などの内容を含む。 

 

三、医薬品特許紛争の早期解決のためのルートは？ 
 

「弁法」は、特許権者又は利害関係者が第四類の特許声明に異議があ

る場合、上市を申請する医薬品の技術仕様がその特許保護範囲に含まれ

るかについて、人民法院に提訴又は国務院特許行政部門に行政裁決を求

めることができる、即ち司法ルート及び行政ルートがある。規定された

期間において、特許権者は、自らルートを選択できる。当事者が国務院

特許行政部門に行政裁決を求めることを選択し、行政裁決に不服があり

人民法院に行政提訴した場合には、待機期間が延長されることはない。 

特許権者又は利害関係者が規定された期間に提訴又は行政裁決を求



 

めていない場合、後発医薬品の申請者は、関連医薬品の技術仕様が関連

特許権の保護範囲に含まれないことを確認するため、関連規定に基づき、

提訴又は行政裁決を求めることができる。 

 

四、医薬品特許紛争早期解決機序がカバーする関連医薬品特許の種

類とは？ 
 

具体的に、中国上市医薬品特許情報登録プラットフォームに登録でき

る医薬品特許は、次の通りである。化学医薬品（原薬を含まない）には、

医薬品有効成分化合物特許、有効成分を含む医薬組成物特許、医療用途

特許がある。漢方薬には、漢方組成物特許、漢方エキス特許、医薬用途

特許がある。生物学的製剤には、有効成分の配列構造特許、医薬用途特

許がある。関連特許は、中間体、代謝物、結晶形、製造法、検査方法等

に関する特許を含まない。 

 

五、特許を声明する方法とは？ 
 

後発化学医薬品の申請者、同名・同処方の漢方薬の申請者、バイオシ

ミラーの申請者は、医薬品の上市許可申請において、中国上市医薬品特

許情報登録プラットフォームに公開されている特許情報を照合し、先発

医薬品関連の医薬品特許ごとに声明するものとする。後発医薬品の受理

後 10 営業日以内に、後発医薬品の申請者は、関連する声明及び声明の

根拠を上市許可保有者に通知するものとする。そのうち、関連特許権の

保護範囲内に含まれない場合、声明の根拠は、後発医薬品技術仕様、関



 

連特許の関連権利要件対比表及び関連技術資料を含むものとする。後発

医薬品申請者は、紙の資料の他、上市許可保有者が中国上市医薬品特許

情報登録プラットフォームに登録したメールアドレス宛てに声明及び

声明の根拠を送付し、関連記録を保存するものとする。 

 

六、待機期間の起動方法とは？ 
 

特許権者又は利害関係者は、後発化学医薬品の登録申請における第四

類の特許声明に異議がある場合、国家医薬品審査評価機関による医薬品

の上市許可申請を公表した日から 45 日以内に、上市申請する医薬品の

関連技術仕様が係る特許保護範囲に含まれるかについて、人民法院に提

訴又は国務院特許行政部門に行政裁決を求めることができる。特許権者

又は利害関係者が規定された期間内に提訴又は行政裁決を求めた場合、

人民法院が提訴する、又は国務院の特許行政部門が受理した日から 15

営業日以内に国家薬品評価機構に立件通知書又は受理通知書の写しを

提出し、後発医薬品の申請者に通知するものとする。人民法院による立

件又は国務院特許行政部門による受理通知書の写しの受領後、国務院医

薬品管理部門は、後発化学医薬品の登録申請に 9か月間の待機期間を設

ける。 

後発化学医薬品の申請者が、中国上市医薬品特許情報登録プラットフ

ォームに収録されている先発医薬品の特許権を無効と宣告すべきであ

ると声明を提出した場合、特許権者又は利害関係者が上市医薬品の技術

仕様がその特許保護範囲に含まれるかについて、人民法院に提訴又は国



 

務院特許行政部門に行政裁決を求めていない場合、待機期間は発生しな

い。 

 

七、紛争を早期的解決できなかった場合における関連医薬品の上市

後の処理とは？ 
 

中国上市医薬品特許情報登録プラットフォームに関連特許情報の登録

を行っていない場合、本弁法は適用しない。特許権者又は利害関係者が、

規定された期間内に提訴又は行政裁決を求めていない場合、待機期間は

設けない。このような紛争を早期的解決できなかった場合、関連医薬品

の上市承認後、関連医薬品がその関連特許権を侵害したと特許権者が判

断し、紛争が生じた場合には、「中華人民共和国特許法」等の法律法令の

規定に基づいて解決するものとする。法に従って承認された医薬品の上

市許可決定は取消されず、その効力に影響を及ぼさないものとする。 

 



国家薬品監督管理局による「医薬品特許紛争早期解

決機序実施弁法(試行)」の関連事項に関する通告

(2021年第 46号) 

 

「医薬品特許紛争早期解決機序実施弁法(試行) 」（以下、「弁法」

という）を円滑に実施するために、関連事項について、以下の通りに

通告する。 

 1. 即日より、中国上市医薬品特許情報登録プラットフォームを

正式に運用する。関連医薬品の上市許可保有者は、必要に応じて、事

前に中国上市医薬品特許情報登録プラットフォームに関連医薬品の

特許情報を登録し、積極的に公開しなければならない。以前に既に登

録され、公開された関連情報を変更する必要がある場合、上市許可保

有者はタイムリーに更新しなければならない。既に登録され、公開さ

れた関連特許情報は、ジェネリック医薬品、同名・同処方の漢方薬、

バイオシミラーの上市登録申請者が特許声明を出す根拠とする。登

録プラットフォーム及び操作説明の詳細は、国家薬品監督管理局医

薬品審査センターのウェブサイトにおける中国上市医薬品特許情報

登 録 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム （ ホ ー ム ペ ー ジ ：

https://zldj.cde.org.cn/home）を参照すること。 

2. 即日より、申請者がジェネリック医薬品、同名・同処方の漢方

薬、バイオシミラーの上市登録申請を提出する際に、既に中国上市医

薬品特許情報登録プラットフォームで公開された関連医薬品の特許



情報と照らし合わせて、「弁法」の要求に基づいて特許声明を提出し、

声明の内容と根拠を上市許可保有者に通知しなければならない。特

許声明を提出しなかった場合は、修正の後に受理する。特許声明の記

入、プリント、アップロードに関する詳細な要求は、国家薬品監督管

理局オンライン事務所の医薬品業務応用システムにおける企業向け

のマニュアル（ホームページ：https://zwfw.nmpa.gov.cn/）を参照

すること。 

ここに通告する。 

 

国家薬品監督管理局 

2021年 7月 4日 



国家知識産権局による「医薬品特許紛争早期解決機

序行政裁決弁法」の公告（第 435号） 

 

国家知識産権局による公告 

第 435号 

 

党中央、国務院が策定した知的財産権の保護を全面的に強化する

ことに関する政策を徹底するため、特許権者の合法的権益を確実に

維持し、医薬品の開発とイノベーションを奨励し、医薬品の上市審

査・承認過程中の特許紛争の行政裁決事件は法律と規定に基づいて

対処し、「中華人民共和国特許法」及び関連法律、法規、規則に基

づき、「医薬品特許紛争早期解決機序実施弁法（試行）」の関連規定

に従い、国家知識産権局は「医薬品特許紛争早期解決機序行政裁決

弁法」を制定し、現在公布し、公布の日から施行する。 

ここに公告する。 

 

国家知識産権局 

2021年 7月 5日 

 

  



医薬品特許紛争早期解決機序行政裁決弁法 

 

第 1条 法により医薬品の上市審査・承認過程中の特許紛争行政

裁決（以下、「医薬品特許紛争行政裁決」という）事件を対処する

ために、「中華人民共和国特許法」（以下、「特許法」という）及び

関連法律、法規、規則に基づき、本弁法を制定する。 

第 2条 国家知識産権局は、特許法第 76条にいう行政裁決の業

務処理の責任を負う。 

国家知識産権局は、医薬品特許紛争早期解決機序行政裁決委員会

を設立し、医薬品特許紛争早期解決機序行政裁決の関連業務を組織

して展開する。 

第 3条 事件処理担当者は、以下のいずれかの状況に該当する場

合、自ら辞退しなければならない。 

1. 当事者又はその代理人の近親者である場合 

2. 特許出願又は特許権と利害関係がある場合 

3. 当事者又はその代理人とその他の関係があり、公正に事件

を処理することに影響を与える恐れがある場合 

当事者も、事件処理担当者の辞退を申し立てる権利がある。当事

者が辞退を申し立てる場合には、その理由を説明しなければならな

い。 

事件処理担当者の退任は、事件処理部門により決定する。 



第 4条 当事者が国家知識産権局に医薬品特許紛争に対する行政

裁決の実施を申し立てる場合には、以下のような条件を満たさなけ

ればならない。 

1. 申立人は、特許法第 76条にいう医薬品上市許可申請者と関

連特許権者又は利害関係者であり、その利害関係者は、関

連特許の被許可者又は登録した医薬品上市許可保有者であ

ること。 

2. 明確な被申立人がいること。 

3. 明確な申立事項と具体的事実、理由があること。 

4. 関連特許情報は、既に中国上市医薬品特許情報登録プラッ

トフォームに登録され、「医薬品特許紛争早期解決機序実施

弁法」の関連規定を満たすこと。 

5. 当該医薬品特許紛争について、人民法院はこれまでに立件

したことがないこと。 

6. 医薬品上市許可申請者が行政裁決を申し立てる場合には、

国家医薬品審査機関が医薬品上市許可申請を公開した日か

ら 45日以内に、特許権者又は利害関係者が当該医薬品特許

紛争について人民法院に起訴又は行政裁決の申立てをして

いないこと。 

7. 一つの行政裁決の申立ては、一つの上市許可を申請する医

薬品に関する技術方案が、その一つの特許権の保護範囲に

入るか否かを確認することに限定されなければならない。 



第 5条 特許権者又は利害関係者が上市許可を申請する医薬品に

関する技術方案が関連特許権の保護範囲に入っていることの確認を

申し立てる場合には、医薬品上市許可申請者を被申立人としなけれ

ばならない。 

複数の特許権者が特許権を共有する場合、全ての特許権者による

申立てを提出しなければならない、ただし、共有特許権者の一部が

実体的権利の放棄を明確に表明した場合を除く。 

医薬品上市許可保有者又は独占的実施許諾契約の被許可者は、自

己名義で申立てを提出することができる。排他的実施許諾契約の被

許可者は、特許権者が申立てを提出しなかった場合、自己名義で申

立てを提出することができる。 

第 6条 医薬品上市許可申請者が上市許可を申請する医薬品に関

する技術方案が関連特許権の保護範囲に入っていないことの確認を

申し立てる場合には、特許権者を被申立人としなければならない。 

第７条 国家知識産権局に医薬品特許紛争に対する行政裁決の実

施を申し立てる場合には、申立書及び以下のような書類を提出しな

ければならない。 

1. 主体資格証明書 

2. 中国上市医薬品特許情報登録プラットフォームでの関連特

許の登録情報、国家医薬品審査機関情報プラットフォーム

で公示した医薬品上市許可申請及び関連特許権の保護範囲

に入っていない声明及び声明の根拠 



3. 申立人が医薬品上市許可申請者である場合には、承認申請

された医薬品に関する技術方案を提出しなければならず、

当該技術方案が秘密保持情報である場合、単独に提出・声

明しなければならない。 

第 8条 申立書には以下のような内容を記載しなければならな

い。 

1. 申立人の氏名又は名称、住所、法定代表者又は主要責任者

の氏名、連絡先の電話番号。委託代理人の場合、代理人の

氏名と代理機関の名称、住所、連絡先の電話番号 

2. 被申立人の氏名又は名称、住所、法定代表者の氏名、連絡

先の電話番号及びその他の事項 

3. 中国上市医薬品特許情報登録プラットフォームに登録され

た関連特許情報には、特許番号、特許分類、特許権の状

況、特許権者、特許保護期間満了日、及び具体的権利要求

事項の保護範囲に入るか否かを確認する申立てを含む。 

4. 国家医薬品審査機関情報プラットフォームで公示した、登

録を申請する医薬品の関連情報及び声明の種類 

5. 登録を申請する医薬品に関する技術方案が、関連特許権の

保護範囲に入か否かの理由 

6. 証拠書類リスト 

7. 申立人又は権限を得た代理人の署名（自然人）又は押印

（法人とその他の組織）。関連証拠と証明書類は、申立書を

別添として提出することができる。 



第 9条 国家知識産権局は、申立書及び関連書類を受領した後、

登録し、申立書等の書類審査を行わなければならない。申立書及び

関連書類に不備がある、申立書に規定書式が使用されていない又は

規定を満たしていない記入がある場合には、申立人に 5営業日以内

に補正するよう通知しなければならない。期限内に補正しない又は

補正後にも同じ不備がある場合には、当該行政裁決の申立てを受理

しないこととする。 

第 10条 医薬品特許紛争行政裁決の申立てに以下のような状況

のいずれかがある場合、国家知識産権局は受理せずに申立人に通知

する。 

1. 申立書に申立人の氏名又は名称、連絡先の住所などの基本

情報、又は特許権情報が欠落している場合 

2. 被申立人が不明確である場合 

3. 申立人と被申立人の主体資格が本弁法第 4・5・6条の関連

規定を満たしていない場合 

4. 係争中の特許は、中国上市医薬品特許情報登録プラットフ

ォームに登録する特許主題分類ではない、又は第４類声明

での特許と一致していない場合 

5. 係争中の特許の関連権利要求が国家知識産権局により無効

を宣告された場合 

6. 申立書に関連する特許権利要求及び行政裁決申立ての具体

的事項が明確に記載されていない場合 



7. 申立人が行政裁決の理由を具体的に説明していない、又は

提出された証拠と合わせて行政裁決の理由を具体的に説明

していない場合 

8. 一つの行政裁決の申立てが上市許可を申請する複数の医薬

品に関する技術方案又は複数の特許権に関する場合 

9. 同一の医薬品特許紛争がすでに人民法院により立件されて

いる場合 

第 11条 当事者の申立てが本弁法第 4条の規定に適合する場

合、国家知識産権局は 5営業日以内に立件し、申立人と被申立人に

通知しなければならない。 

第 12条 国家知識産権局は、当事者の申立て、又は事件処理の

必要に応じて、医薬品監督管理部門に関連証拠を確認することがで

きる。 

第 13条 国家知識産権局は、合議体を設置して、事件を審理し

なければならない。合議体は当事者の申立てと事件状況に基づい

て、口頭審理又は書面審理を行うことができる。 

同一の当事者が同一の医薬品に関する複数の特許権に対して複数

の行政裁決を申し立てた場合、国家知識産権局は合併審理すること

ができる。 

国家知識産権局が口頭審理の実施を決定した場合には、少なくと

も口頭審理を実施する 5営業日前に、口頭審理の日時、場所を当事

者に通知しなければならない。申立人が正当な理由なく参加を拒否

又は許可なく途中退出した場合、その申立てを撤回したとみなされ



る。被申立人が正当な理由なく参加を拒否又は許可なく途中退出し

た場合、欠席審理を実施する。 

第 14条 医薬品特許紛争の行政裁決事件の処理過程において、

係争中の特許の関連権利要求の一部が国家知識産権局により無効と

宣告された場合、有効な権利を維持する要求に基づいて行政裁決を

下す。係争中の特許の関連権利要求の全てが国家知識産権局により

無効と宣告された場合、行政裁決の申立てを却下する。 

第 15条 国家知識産権局は医薬品特許紛争の行政裁決事件を処

理する際に、当事者の意思に基づいて調停を行うことができる。調

停を経て、当事者が合意した場合、国家知識産権局は当事者の申立

てに応じて調停調書を作成することができる。調停が不成立の場

合、国家知識産権局は速やかに行政裁決を下さなければならない。 

第 16条 以下いずれかの状況に該当する場合、当事者は事件処

理の中止を申し立てることができ、国家知識産権局も職権に基づい

て事件処理の中止を決定することができる。 

1. 一方の当事者が死亡し、相続人が処理に参加するか否かの

表明を待つ必要がある場合 

2. 一方の当事者が行政裁決を申し立てる行為能力を喪失し、

法定代理人がまだ確定されていない場合 

3. 一方の当事者である法人又は他の組織が既に解散してお

り、権利義務の承継する者がまだ確定されていない場合 

4. 一方の当事者が不可抗力の事由で審理に参加できない場合 

5. その他の処理を中止すべき状況がある場合 



当事者が係争中の特許について無効宣告を申し立てる場合、国家

知識産権局は事件処理を中止しないことができる。 

第 17条 国家知識産権局が行政裁決を下す前に、申立人はその

申立てを撤回することができる。申立人がその申立てを撤回した又

はその申立てを撤回したとみなす場合、医薬品特許紛争行政裁決手

続を終了する。 

申立人が、行政裁決が下された後にその申立てを撤回した場合、

行政裁決の効力に影響しない。 

第 18条 国家知識産権局が行政裁決を下す場合、上市許可を申

請する医薬品に関する技術方案が関連特許権の保護範囲に入るか否

かについて認定し、その理由と根拠を説明しなければならない。 

行政裁決を下した後、当事者と国家医薬品監督管理部門に写しを

送達し、同時に、「政府情報公開条例」及び関連規定に基づいて公

開しなければならない。行政裁決を公開する際に、企業の秘密情報

はマスキングしなければならない。 

第 19条 当事者が国家知識産権局により下された医薬品特許紛

争行政裁決に不服の場合、法に基づいて人民法院に起訴することが

できる。 

第 20条 当事者はその提供した証拠又は証明書類の真実性に責

任を負う。 

当事者は行政裁決手続中で知り得た企業秘密に対し守秘義務を負

い、当該企業秘密を無断に開示、使用又は他人に使用させる場合、

相応の法的責任を負わなければならない。 



第 21条 医薬品特許紛争行政裁決事件処理の担当者及びその他

の職員が職権濫用や職務怠慢、私情にとらわれて不正行為をし、又

は処理過程において知り得た企業秘密を漏洩し、犯罪にならない場

合、法に基づいて行政処分を科す。犯罪の疑いがある場合、司法機

関に移送し処理する。 

第 22条 本弁法に規定していない場合、「特許行政法執行弁法」

及び国家知識産権局が定めた特許権利侵害紛争行政裁決に関する規

定に基づいて執行する。 

第 23条 本弁法は、国家知識産権局が解釈の責任を負う。 

第 24条 本弁法は、公布の日から施行する。 

 



国家知識産権局による医薬品特許紛争早期解決機序

の行政裁決受理事項に関する公告（第 436号） 

 

国家知識産権局公告 

第四三六号 

 

医薬品特許紛争早期解決機序の行政裁決受理業務の適切な実施の

ため、「医薬品特許紛争早期解決機序の行政裁決弁法」に基づき、

医薬品特許紛争早期解決機序の行政裁決受理事項を以下の通り公告

する。 

1. 国家知識産権局は、公告の発布する日から医薬品特許紛争早

期解決機序の行政裁決案件を受理する。受理業務は、「医薬品特許

紛争早期解決機序の行政裁決弁法」の関連規定に従って実行するも

のとする。 

2. 医薬品特許紛争早期解決機序の行政裁決案件の当事者は、郵

便又は手渡しにより国家知識産権局に行政裁決申請を提出できる。 

関連文書及び資料は、郵便書留または郵便速達によって国家知識

産権局に送付し、郵便の備考欄に「医薬品特許紛争行政裁決に関す

る文書資料」と明記するものとする。宛先： 北京市海淀区薊門橋

西土城路 6号国家知識産権局薬品特許紛争早期解決機序行政裁決受

理窓口 電話番号：010—62084253 郵便番号：100088。関連文書

及び資料の手渡し場所： 北京市海淀区薊門橋西土城路 6号国家知



識産権局業務受理大庁医薬品特許紛争早期解決機序行政裁決受理窓

口。申請資料を郵送する場合、消印の日付を行政裁決の申請日とす

る。 

3. 関連文書・資料は、「医薬品特許紛争早期解決機序の行政裁

決弁法」に適合し、本公告の別添様式（表）に記入するものとす

る。 

ここに公告する。 

 

別添：医薬品特許紛争早期解決機序行政裁決文書様式（当事者

用）.zip 

 

国家知識産権局 

2021年 7月 5日 

 



 

 

医薬品特許紛争行政裁決申立書 

 

「注意事項」に従って本表の各欄に正しく記入すること  

② 

特 

許 

権 

情 

報 

特許番号 

 この欄は国家知識財産権局が記入する 

①案件番号 

発明の名称  

特許権者  

医薬品上市許可保有者  

中国上市医薬品特許情報登

録プラットフォーム 

 登録済           未登録 

係る権利要件項目  

③ 

上市 

許可 

申請 

医薬品 

情報 

医薬品名称、規格、剤型  

医薬品上市許可の申請者  

医薬品上市許可申請の公

示日 

 

第四類の声明の提出状況 
特許権を無効と宣告すべき    

特許権の保護範囲に含まれない 

④ 

申 

立 

人 

情 

報 

類別 

 特許権者  

 単独特許権者  共同特許権者    

 利害関係者  

独占的実施許可契約の被許可人 

排他的実施許可契約の被許可人 

医薬品上市許可保有者 

 医薬品上市許可の申請者 

後発化学医薬品許可申請者 

バイオシミラー許可申請者 

同名・同処方の漢方薬許可申請者 

氏名又は名称 
 身分証番号又は統一社会

信用コード 

 

法定代表者 

 (責任者） 

 
電子メールアドレス 

 

連絡先の住所  郵便番号  
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連絡先  電話番号  

⑤ 

代 

理 

機 

関 

 機関名  

 住所  

 郵便番号  電話番号  

 電子メールアドレス  連絡先  

代理人 

（1） 

氏名  
代理人 

（2） 

氏名  

営業許可証番号  営業許可証番号  

  電話番号   電話番号  

⑥ 

被 

申 

立 

人 

類別 特許権者        医薬品上市許可申請者 

氏名 

又は名称 

 身分証番号又は統一社会

信用コード 

 

法定代表者 

 (責任者） 

 電子メールアドレス  

住所  郵便番号  

連絡先  電話番号  

⑦行政裁決申立事項： 

上市許可申請を行う医薬品の関連技術仕様が該当する特許権保護範囲に含まれることの確認 

上市許可申請を行う医薬品の関連技術仕様が該当する特許権保護範囲に含まれていないことの

確認 

⑧添付文書リスト（計  部）： 

文書名 部数及びページ数 機密情報への

関与の有無 

添付文書 1     部、 ページ/部 有 無 

添付文書 2     部、 ページ/部 有 無 

添付文書 3     部、 ページ/部 有 無 
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⑨人民法院の立件情報 

申立人が人民法院に提訴していない 申立人が人民法院からの立件通知書を受取っていない 

⑩申立理由（証拠に即して理由を説明）： 

 

 

  

⑪備考： 

 

  

⑫申立人又は代理機関押印： 

 

 

 

 

         年    月    日  

⑬国家知識財産権局の処理意見： 

  

 

 

 

          年    月    日  
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注意事項 

1. 本表及びその添付資料は、中国語で正しく記入し、一式二部、パソコンで

入力し、黒字とする。 

2. 「特許権情報」欄には当該行政裁決申立が該当する特許権の特許番号、特

許名、特許権者（複数の特許権者に関わる場合、特許権の共同所有者をすべて記入

すること）及び医薬品上市許可保有者を記入し、当該特許権が中国上市医薬品特許

情報登録プラットフォームにおける登録の有無を明記し、行政裁決を申し立てる当

該特許権における具体的権利要求項目を記入する。また、次の証拠も併せて提出す

る。①当該特許の授権公告文、又は部分的無効を宣告されたものの有効を維持する

公告文  ②当該特許が中国上市医薬品特許情報登録プラットフォームにおいて登録

されていることを証明する資料 

3. 「上市許可申請医薬品情報」欄には、裁決申立が関連する上市許可申請の

医薬品名称、規格、医薬品上市許可申請者の氏名、当該医薬品の上市許可申請が国

家医薬品審査評価機関の情報プラットフォームに公示された時期、医薬品上市許可

申請者が上市申請時に提出した第四類の声明の状況を記入する。また、国家医薬品

審査評価機関の情報プラットフォームに掲載された当該医薬品の上市許可申請及

び第四類の声明に対する公示情報を証明する資料を提出する。 

4. 「申立人情報」欄には、まず申立人の類別にチェックを入れ、申立人の氏

名又は勤務先の正式名称、法定代表者（責任者）、電子メールアドレス、連絡先の

住所、郵便番号、連絡先及び連絡先の電話番号を記入する。 

特許権を複数の特許権者が共同所有する場合、一部の特許権者が実(実体的)権

利の放棄を表明した場合を除き、すべての特許権者又はその代表者により共同で申

立を行う。医薬品上市許可保有者又は独占的実施許可契約の被許可人は、自分の名

義で申立を行うことができる。排他的実施許可契約の被許可人は、特許権者が申立

を行わない場合において自分の名義で申立を行うことができる。申立人が複数であ

る場合、当該欄に第一申立人の情報をのみ記入し、その他の申立人の情報を表の 3

ページ目の「備考」欄に記入する。 

申立人は、次の主体資格証明資料を併せて提出する。 

① 申立人が個人である場合、身分証又はその他の有効証明書の写しを提出す

る。申立人が法人又はその他の団体である場合、営業許可、機関法人証明書又はそ

の他の関連証明資料の公印捺印した写しを提出する。  
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② 申立人が利害関係者の独占的・排他的実施許可契約被許可人である場合、

当該特許の実施許可契約及びその国家知識財産局に記録されている証明資料も提

出する。記録されていない場合、特許権者であることの証明又は権利を有すること

を証明出来るその他証拠を提出する。 

③ 申立人が登録医薬品上市許可保有者である場合、国務院医薬品監督管理部

門が発行した当該医薬品上市許可保有者であることを証明できる資料も提出する。 

④ 申立人が医薬品上市許可申請者である場合、国家医薬品審査評価機関の情

報プラットフォームに公示された医薬品上市許可申請者情報の証明資料も提出す

る。 

5. 「代理機関情報」欄には、申立人が依頼した代理機関の名称、住所、郵便

番号、電話番号、電子メールアドレス及び連絡先を記入する。代理機関の指定代理

人は、二人以内とし、代理人の氏名、営業許可証番号及び連絡先の電話番号を明記

する。 

6. 「被申立人情報」欄には、まず被申立人の類別にチェックを入れ、特許権

者又はその利害関係者が積極的確認申立を行っている場合、医薬品上市許可申請者

を被申立人とする。医薬品上市申請者が消極的確認申立を行っている場合、特許権

者を被申立人とする。被申立人の氏名又は勤務先の正式名称、法定代表者、電子メ

ールアドレス、住所、郵便番号、連絡先の電話番号を明記する。上記の情報は、中

国上市医薬品特許情報登録プラットフォーム又は国家医薬品審査評価機関の情報

プラットフォームに登録された情報と一致する必要がある。 

7.  「行政裁決申立事項」欄には、裁決申立事項の類別についてチェックを入

れ、上市許可申請を行う医薬品関連技術仕様が該当する特許権の保護範囲に含まれ

る、又は上市許可申請を行う医薬品関連技術仕様が該当する特許権の保護範囲に含

まれないことについて確認する。 

8. 「添付文書リスト」欄には、前述の要求に従った提出証明資料の目次、通

し番号、資料名、証明したい事実、原本又は写し、ページ数を明記する。証明資料

が英語である場合、その中国語訳を併せて提出する。 

医薬品上市許可申請者が申立人として消極的確認申立を行った場合、提出資料

には、国家医薬品審査評価機関に提出する関連医薬品申告技術資料も含み、提出資

料におけるその技術資料のページ番号の場所を明記する。添付文書に秘密情報が含

まれる場合、個別に提出し、その旨を明記する。また、該当する添付文書に秘密情

報が含むか否かについて申立書に明記する。 
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9. 「人民法院立件情報」欄には、実状況に基づき、申立人が人民法院に提訴

しているか又は人民法院から立件通知書を受領しているかについてチェックを入

れる。 

10. 「申立理由」欄には、上市許可申請を行っている医薬品の関連技術仕様が

特許権の保護範囲に含まれるか否かについて、証拠に即し具体的理由を説明する。

医薬品上市許可申請者が消極的確認申立てを行った場合、国家医薬品審査評価機関

に提出したその技術資料に基づいて、特徴対比表の形式により特許権保護範囲に含

まれていない理由について具体的説明を行う。 

11. 「備考」欄には、その他説明を要する情報を記入できる。複数の申立人

に関わる場合、当該欄には第一申立人以外のその他の申立人の情報を記入し、詳し

い情報項目は「申立人」欄を参照する。 

12. 「申立人又は代理機関押印」欄は、代理機関へ依頼している場合、代理

機関の公印が必要となる。代理機関へ依頼していない場合、申立人が個人であると

き、個人のサイン又は印鑑（押印）を必要とし、申立人が事業体であるとき、事業

体の公印が必要でとなる。 

13. 本表の「添付リスト」「申立て理由」「備考」欄に収まらない場合、A4

用紙に続きを記入し添付しできる。 

14. 一件の行政裁決申立は、一件の上市許可申請を行った医薬品の技術仕様が

一件の特許の保護範囲に含まれるか否かの確認に限定し、複数の医薬品又は複数の

特許に関わる場合、個々に申立を行う。 

 



医薬品特許紛争行政裁決補正書 

「注意事項」に従って本表の各欄に正しく記入すること

② 特

許

権

情

報

特許番号   

① 案件番号

発明の名称 

③ 補

正

人

申立人 被申立人 

氏名又は名称 電話番号 

④ 

代 

理 

機 

関 

名称 機関コード 

代 

理 

人 

（1） 

氏  名 

代 

理 

人 

（2） 

氏  名 

営業許可証番号 営業許可証番号 

電話番号 電話番号 

⑤ 補正理由

年 月 日付国家知識財産権局による 通知書について補正を行う。 

⑥ 

補 

正 

内 

容 

文書名 文書中の位置 補 正 前 補 正 後 

⑦ 添付リスト



注 意 事 項  

 
⑧ 補正人又は代理機関のサイン又は押印 

 

 

 

 

 

 

                            年    月    日 

⑨ 国家知識財産権局の処理意見 

                                                                                

 

 

 

 

 

                        年    月    日 

一、本表は、中国語の黒字で正しく記入し、パソコン入力又は印刷、一式二部とする。 

二、補正書には案件番号及び特許番号を記入する。 

三、本表の第③、⑤欄における枠は、記入者が選択して使用するものであり、枠の後に続く記述に当

てはまる場合、枠内に印をつける。 

四、本表の第⑧欄において、代理機関へ依頼している場合、代理機関の公印を必要とする。代理機関

を依頼していない場合、補正人が個人であるとき、個人のサイン又は印鑑（押印）を必要とし、

補正人が事業体であるとき、事業体の公印が必要となる。補正人が複数の場合、すべての補正人

のサイン又は押印が必要となる。 

 



医薬品特許紛争行政裁決意見陳述書 

「注意事項」に従い本表の各欄に正しく記入すること

② 特

許

権

情

報

特許番号 ① 案件番号

発明の名称 

③ 意

見

陳

述

人

 申立人     被申立人  

氏名又は名称 電話番号 

④ 代

理

機

関

名称 機関コード 

代

理

人 

（1） 

氏  名 

代

理

人

(2) 

氏  名 

営業許可証番号 営業許可証番号 

電話番号 電話番号 

⑤ 国家知識財産権局が  年   月   日に発出した上記案件に関する   通知書

陳述意見に基づく。  

⑥具体的陳述意見：

⑦ 添付リスト

文書名 部数及びページ数 機密情報への

関与の有無 

添付文書 1     部、 ページ/部 有 無 

添付文書 2     部、 ページ/部 有 無 

添付文書 3     部、 ページ/部 有 無 

⑧意見陳述者又は代理機関サイン

年   月    日 

⑨国家知識財産権局の処理意見

年    月    日 



注意事項 

一、本表は、中国語の黒字で正しく記入し、パソコン入力又は印刷、一式二部とする。 

二、意見陳述書には案件番号及び特許番号を記入する。 

四、本表第③欄は、記入者が選択して使用するものであり、枠の後に続く記述に当てはまる場合、枠内

に印をつける。 

六、本表第⑥欄には収まらない場合、A4用紙を添付して続けて記入する。 

七、本表第⑦欄には、添付証明資料の名称、部数、ページ数、原本又は写しを明記し、機密情報を含む

場合、枠内に印をつける。 

八、本表の第⑧欄において、代理機関へ依頼している場合、代理機関の公印が必要となる。代理機関へ

依頼していない場合、意見陳述者が個人であるとき、個人のサイン又は印鑑（押印）が必要となり、

意見陳述者が事業体であるとき、事業体の公印が必要である。意見陳述者が複数である場合、すべ

ての意見陳述者のサイン又は押印が必要となる。 

  



国家薬品監督管理局による医薬品電子化コモン・テ

クニカル・ドキュメント(eCTD)による申請に関する

公告(2021年 第 119号) 

 

国家薬品監督管理局は、中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁の

「審査承認制度改革の深化と医薬品医療機器イノベーションの奨励

に関する意見」（庁字〔2017〕42号）と「国務院弁公庁による医薬

品監督管理能力の全面的強化に関する実施意見」（国弁発〔2021〕

16号）の文書の主旨を実施し、医薬品登録申請の電子申請を実現さ

せ、「インターネット＋薬品監督管理」の応用・サービスのレベル

を向上させるために、医薬品電子化コモン・テクニカル・ドキュメ

ント(eCTD)による申請の関連業務を全面的に展開・推進する。eCTD

による申請の関連事項について、以下の通りに公告する。 

1. 実施時間と実施範囲 

2021年 12月 29日から、化学製剤登録分類で 1類、5.1類、及び

治療用生物由来製品 1類と予防用生物由来製品 1類の上市許可申請

は、eCTDにより行うことができる。 

2. eCTD資料のフォーマットと実施要求 

申請者は、eCTDの技術文書（別添 1—4）の要求に従って、eCTDに

よる申請資料光ディスクを準備・提出し、eCTDによる申請資料が受

理されてから５営業日以内に、紙の資料を提出しなければならな

い。申請者は、所定の期間内に紙の資料を提出しなかった場合、医



薬品登録中止とする。同時に、申請者は提出した電子資料と紙の資

料との内容が完全に一致することを保証しなければならない。資料

の一致性によるいかなる問題があった場合も、申請者自身が責任を

負わなければならない。 

3. その他の事項と要求 

eCTD使用を着実に推進し、申請への影響を減らすことを確保する

ために、上記の登録申請について、申請者は現行の登録方法で登録

申請をすることができる。 

 eCTDによる申請を行う場合、申請者は単独で審査資料を格納した

光ディスクと臨床試験データベースを格納した光ディスクを提出す

る必要はない。 

関連技術指導原則は国家薬品監督管理局医薬品審査センターのウ

ェブサイトで調べることができる。国家薬品監督管理局医薬品審査

センターは、本公告の実施過程における関連技術指導を担当する。 

ここに公告する。 

   

別添：1. eCTD技術仕様書 V1.0 

2. eCTD検証基準 V1.0 

3. eCTD実施マニュアル V1.0 

4. eCTD技術仕様書 V1.0別添パッケージ       

     

  国家薬品監督管理局 

  2021年 9月 29日 



別添 1 
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前書 

電子化コモン・テクニカル・ドキュメント（eCTD）のモ

デル構造 

下図は、eCTDの新薬申請における初回申請の初回分申請資

料の出力フォルダ一式の構成例であり、モジュール1～モジュ

ール5の内容ファイル、バックボーンファイル（XMLファイル）

2つ、DTD関連ファイルを格納するutilフォルダ1つ、MD5値を格

納するテキストファイル1つが含まれる。 
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本文書の構造に関する説明 

本文書には次の内容が含まれる。 

第一章は、本文書の目的、範囲、実装及びセットファイル

について説明する。 

第二章は、eCTD申請資料一式に含むべき情報とその階層構

造について説明する。 

第三章は、『ICH eCTD技術仕様書V3.2.2』など関連仕様に

おいて要求されていない又は実施地域の監督管理機関の裁量に

委ねると明記された地域的管理情報について説明する。 

第四章は、地域的管理情報におけるモジュール1の全体的

構造について説明する。 

第五章は、本文書の参考ファイルについて説明する。 

第六章は、本文書の専門用語について説明する。 
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1. 説明 

1.1 目的 

eCTDは、医薬品登録の提出・審査のための電子登録ファイ

ルである。拡張可能マークアップ言語（Extensible Markup Lan

guage，XML）を通じて、共通技術文書（CTD）仕様に準拠した医

薬品の提出データを電子的に整理、転送、表示する。 

本文書は、eCTDソフト会社が要件を満たすeCTD出版ソフト

の開発、申請者が要件を満たすeCTD申請資料を作成する際の指

針となるeCTD技術仕様書である。 

本文書は、CNを中国の国名コードとして使用する。 

 

1.2 範囲及び実装 

本文書は、モジュール1の行政ファイル、医薬品情報その他

地域的情報について説明している。 

申請者がeCTD申請資料を準備する際には、本文書に加え、

『ICH eCTD 技術仕様書V3.2.2』など関連仕様書も参考にするこ

と。 

 

1.3 セットファイル 

eCTD技術仕様書には次のセットファイルも含まれる。 

 

1. ICH文書型定義（DTD）ファイル、SchemaゾーンファイルD

TD及びSchemaは、いずれもXML文書構造を標準化し、その

有効性を検証するための定義・記述ファイルである。 

DTDファイルは、ICHが発出したeCTDバックボーンファ

イル、研究タグファイル（STF）に対し有効性検証を行う

ための「ich-ectd-3-2.dtd」「ich-stf-v2-2.dtd」フ 
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ァイルである。モジュール2～モジュール5のバックボー

ンファイル及び研究タグファイルでは、上記ファイルを

参照する。別紙2-1：ICH DTDファイルと別紙2-2：ICH S

TF DTDファイルを参照のこと。 

Schemaゾーンファイルとは、eCTDエンベロープ情報と

モジュール1の見出しを定義する「cn-regional-1-0.xs

d」ファイルであり、申請資料に関連する情報の正確性を

確保するため、地域的情報に対し技術的検証を行う。「x

link.xsd」および「xml.xsd」ファイルは、Schemaゾーン

ファイルの参照ファイルとして、XMLファイルの基本的構

造を定義するものである。別紙1-1：Schemaゾーンファイ

ル、別紙3-1：w3c基準xlink構造定義ファイル、別紙3-

2：w3c基準xml命名規則定義ファイルを参照のこと。 

2. 統制語彙ファイル 

多言語の表示・処理を行うための一式のXML形式のコ

ード定義ファイルである。コード定義ファイルには主に

次の内容が含まれる。eCTDに関する有効な見出しリス

ト、提出書類に使用するコード分類、コード名称、中国

語・英語の表示値、有効期限を含めたコードバージョン

統制情報。別紙1-2：統制語彙ファイルパッケージを参照

のこと。 

3. eCTD検証基準 

検証基準には、検証項目に関する記述、検証項目に関

する詳細説明、深刻度（エラー、警告、プロンプトメッ

セージ)が記載され、eCTD基準に沿った申請資料の作成さ

せるために、申請資料の検証、申請者のエラーの訂正方

法について指導を行う。 

4. スタイルシートファイル 

スタイルシートファイルには、ICHが発出した 

 

「ectd-2-0.xsl」ファイル、「ich-stf-stylesheet-2-2
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a.xsl」または「ich-stf-stylesheet-2-3.xsl」ファイ

ル、モジュール1のスタイルシートファイル「cn-regiona

l-1-0.xsl」が含まれる。それぞれモジュール2～モジュ

ール5のバックボーンファイル、申請資料中のSTFファイ

ル及びモジュール1のバックボーンファイルの表示形式を

規定する。別紙2-3：ICHスタイルファイル、別紙2-4：IC

HSTFスタイルファイル2-2a、別紙2-5：ICHSTFスタイルフ

ァイル2-3、別紙1-3：ゾーンスタイルファイルを参照の

こと。 

5. STF関連属性とタグ有効値定義ファイル 

ICHが発出した「valid-values.xml(version5)」ファ

イルは、STFファイルに使用された属性値とタグ値を定義

する。別紙2-6：STFタグ値ファイルを参照のこと。 

6. CTDM1ファイル構成 

CTDM1ファイル構成は、モジュール1のフォルダ及びフ

ァイルの番号、見出し名、要素名、相対パスなどを定義

する。別紙1-4：CTDM1ファイル構成を参照のこと。
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2. eCTD申請資料の構造  

eCTD申請資料は、申請、登録行為及びシーケンスの三階層

によって定義される。各階層には、申請情報、登録行為情報及

びシーケンス情報など一連の関連情報が含まれる。 

申請、登録行為及びシーケンス出力フォルダの階層例は図

1に示す。 
 

 
 

図1. 申請、登録行為及びシーケンス出力フォルダの階層例 
 

 

2.1 申請に関する情報 

申請とは、特定の監督管理目的のために（例：臨床試験

申請）整理・提出した申請情報の集合である。一つの医薬品は

臨床試験と新薬申請または臨床試験と後発医薬品申請の二段階

において、二つの独立した申請資料の集合、つまり二つの申請 
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に対応する。 

各申請情報には、申請番号、申請分類、製品分類、オリジ

ナル番号の情報が含まれる。 

 

2.1.1 申請番号 

申請番号とは、審査当局から割り当てられる、一つの申請

のライフサイクル全体における唯一の識別番号である。 

臨床試験申請、新薬申請、もしくは後発医薬品申請のeCTD

シーケンスの初回申請時に、申請者は審査当局から該当する申

請番号を取得するものとする。申請番号のナンバリング規則は

次のとおりである。 

英文字（x=新薬申請、y=後発医薬品申請、l=臨床試験申請）

+年（４桁の数字）+5桁のシリアルナンバー。例：x202112345。 

 

2.1.2 申請分類 

申請分類は、申請の目的を説明するための一組の定義され

た分類である。申請分類に関する詳しい情報は、別紙1-2「統

制語彙ファイル」内のcv-application-type.xmlファイルの最

新バージョンを参照のこと。 
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2.1.3 製品分類 

製品分類は、製品の分類情報を記述するための一組の定義

された分類である。製品分類に関する詳しい情報は、別紙1-2

「統制語彙ファイル」内のcv-product-type.xmlファイルの最新

バージョンを参照のこと。 

 

2.1.4 オリジナル番号 

オリジナル番号は、登録・審査手続きに入った医薬品に与

える基本的かつ永続的なデータコードである。申請者、有効成

分、剤形を識別するための唯一の識別コードであり、審査当局

から割り当てられる。 

オリジナル番号のコーディング規則は、年（4桁の数字）+6桁

のシリアルナンバーである。例：2021123456 

 

2.2 登録行為の情報 

登録行為とは、ある特定の登録目的に対する初回提出か

ら承認までの全シーケンスの申請資料の集合であり、一つの

シーケンス又は複数のシーケンスを含むことができる。同一

の登録行為における複数のシーケンスは、連続・不連続を問

わない。 

各登録行為の情報には、登録行為の分類情報と関連シー

ケンス情報が含まれる。 

 

2.2.1 登録行為の分類 

登録行為の分類は、登録行為の目的を記述するための一組

の定義された分類である。 

登録行為の分類に関する詳しい情報は、別紙1-2「統制語彙 
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ファイル」内のcv-regulatory-activity-type.xmlファイルの最

新バージョンを参照のこと。 

 

2.2.2 関連シーケンス 

関連シーケンスは、一つの申請におけるシーケンスを登

録行為に基づいてクループ化する。一つの登録行為における初

回提出したシーケンスを当該登録行為に提出した全シーケンス

の関連シーケンスと称する。関連シーケンスの具体的実装例は、

下表1と2に示す。 

 
 

表1. 臨床試験申請の関連シーケンス例 
 

シーケ

ンス 

関連シーケ

ンス 

登録行為の分類 シーケンス

の分類 

シーケンスに関する記述 

0000 0000 初回申請 初回提出 適応症がXXである臨

床試験申請 

試験申請 0001 0000 初回申請 回答 シーケンス0000への

補完に関する回答 

信 0002 0002 補充申請 初回提出 生産工程の変更 

0003 0002 補充申請 回答 シーケンス0002への

補完に関する回答 

信 0004 0004 新適応症と 

併用薬 

初回提出 新たに追加した適応

症xxの臨床試験申請 

臨床試験申請 0005 0005 補充申請 初回提出 分析方法の変更 

0006 0005 補充申請 回答 シーケンス0005への

補完に関する回答 

信 0007 0004 新適応症と併

用薬 

回答 シーケンス0004への

補完に関する回答 

0008 0008 研究開発期間

安全性報告書 

初回提出 研究開発期間の安全

性報告書更新の提出 

0009 0009 研究開発期間

安全性報告書 

初回提出 その他潜在的重大な

安全性リスク情報 
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表2. 新薬申請の関連シーケンス例 
 

シーケ

ンス 

関連シーケ

ンス 

登録行為の分類 シーケンス

の分類 

シーケンスに関する記述 

0000 0000 初回申請 初回提出 適応症がXXである新
薬上市申請 
市申請 0001 0000 初回申請 回答 シーケンス0000への
補完に関する回答 
信 0002 0000 初回申請 回答 シーケンス0000への
補完に関する回答 
信 0003 0003 補充申請 初回提出 生産工程の変更 

0004 0004 補充申請 初回提出 分析方法の変更 

0005 0003 補充申請 回答 シーケンス0003への
補完に関する回答 

0006 0006 新適応症 初回提出 新たな適応症xxの追
加 

0007 0004 補充申請 回答 シーケンス0004への
補完に関する回答 

0008 0008 登録更新 初回提出 xx製品登録更新 

 

2.3 シーケンス情報 

シーケンスとは、ある登録行為で提出した一回分の申請資

料の集合である。 

各シーケンス情報には、シーケンス番号、シーケンスの分

類、シーケンスに関する記述及びシーケンス連絡先情報が含ま

れる。 

 

2.3.1 シーケンス番号 

シーケンス番号は、申請における唯一の4桁数字の文字列

であり、同一の申請の異なる提出シーケンスを区別するための

唯一の識別情報である。 

申請者0000から提出するものとし、提出するたびにシーケ

ンス番号に1をプラスし、番号を飛ばさずに順次提出するも 
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のとする。 

 

2.3.2 シーケンスの分類 

シーケンスの分類は、シーケンスの目的を記述するための

一組の定義された分類である。シーケンスの分類に関する詳し

い情報は、別紙1-2「統制語彙ファイル」内のcv-application-

type.xmlファイルの最新バージョンを参照のこと。 

 

2.3.3 シーケンスに関する記述 

シーケンスに関する記述は、種類の近似したシーケンスを

区別するための、シーケンスの提出目的に関する要約である。

シーケンスに関する記述の長さは、中国語文字120以内とする。 

シーケンスに関する記述例を次に示す。 

1. 適応症がxxである新薬上市申請 

2. シーケンスxxへの補完に関する回答 

3. xxからyyへの医薬品生産業者の変更 

4. 新たな原薬生産業者xxの追加 

5. 新たな適応症xxの追加 

6. xx（プラン番号）プラン修正 

申請者が記入するシーケンスの説明は、審査当局の質問に

対する回答やカバーレターの代わりにしたり、審査当局への質

問に用いたりしてはならない。 

 

2.3.4 シーケンス連絡先情報 

シーケンス連絡先情報は､当該シーケンスの申請資料の担

当者の連絡先情報である。申請者が提供すべき情報は､連絡先

氏名､電話番号､電子メールアドレスが含まれる｡ 
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2.4 申請、登録行為とシーケンスとの関係 

申請者は､現行の登録手順に従い､申請資料の実状況に基づ

き該当する申請分類､登録行為の分類､シーケンスの分類を選択

すること｡申請分類､登録行為の分類､シーケンスの分類の対応

関係に関する詳しい情報は､別紙1-2統制語彙ファイル内のdepe

nd-apt-rat-sqt.xmlファイルの最新バージョンを参照のこと｡

下表3に申請分類､登録行為の分類､シーケンスの分類に関する

いくつかの実装例を挙げている｡ 

 
 

表3.申請、登録行為とシーケンスの関係 
 

申請分類 登録行為の分類 シーケンスの分類 

臨床試験申請 初回申請 初回提出 

回答 

撤回 

補充申請 初回提出 

回答 

 撤回 

新適応症と併用薬 初回提出 

回答 

 撤回 

研究開発期間の安全性報

告書 

初回提出 

回答 

 撤回 

新薬申請 初回申請 初回提出 

回答 

撤回 

補充申請 初回提出 

回答 

 撤回 

届出 初回提出 

回答 

 撤回 

報告 初回提出 
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  回答 

撤回 

新適応症 初回提出 

回答 

 撤回 

登録更新 初回提出 

回答 

 撤回 

ベースライン 形式の変換 

回答 

 撤回 

後発医薬品申

請 

初回申請 初回提出 

回答 

撤回 

補充申請 初回提出 

回答 

撤回 

届出 初回提出 

回答 

 撤回 

報告書 初回提出 

回答 

 撤回 

新適応症 初回提出 

回答 

 撤回 

登録更新 初回提出 

回答 

 撤回 

ベースライン 形式の変換 

回答 

 撤回 
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3. 地域的管理情報 

本セクションでは､eCTDの地域的管理情報を規定している。 

 

3.1 モジュール1の行政ファイルと医薬品情報 

モジュール1の全体的構造は本文書の第4セクションを参照

のこと。 

 

3.2 3.2.Rセクションの使用 

地域的薬学情報は3.2.Rセクションに配置すべきである。 

生物学的製剤について、3.2.Rセクションで粒度を細分化

し、登録申請資料の提出に関する要件を満たすものとする。当

該細分粒度は拡張ノードとサブフォルダにより構築するものと

する。 

拡張ノードの見出し命名規則は下表4のとおりである。 

 
 

表4. 3.2.Rセクション拡張ノードの見出しの命名規則 
 

拡張ノードの見出し 

3.2.R.1プロセス検証 
3.2.R.2バッチ記録 
3.2.R.3バリデーションレポート 

3.2.R.4安定性研究クロマトグラム 
3.2.R.5比較可能なプラン 

3.2.R.6その他 

 

バックボーンファイルにおける拡張ノードの内容は下図2

のように示す。 
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図2. 拡張ノードのバックボーンファイル例 
 

その他の3.2.Rセクションの技術仕様は、『ICH eCTD 技術仕

様書V3.2.2」を参照のこと。 

 

3.3 ファイルとフォルダ 

3.3.1  内容ファイルの形式 

eCTD申請資料の適用ファイルには、次の5種類が含まれる。 

1. ポータブルドキュメントフォーマット（PDF）-.pdfファ

イル拡張子  

例：審査内容ファイル 

2. 拡張マークアップ言語（XML）-.xmlファイル拡張子例：

eCTDバックボーンファイル 

3. SAS XPORT転送ファイル-.xptファイ拡張子 

例：臨床試験データファイル 

4. テキストファイル（TXT）-.txtファイル拡張子 

例：プログラムコードファイル 

5. 拡張スタイルシート言語ファイル（XSL）-.xslファイル

拡張子 

例：XML文書の可視化形式ファイル 
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3.3.2 ファイルとフォルダの命名規則 

eCTD申請資料のファイル及びフォルダの命名は、次の文

字のみ許容される。小文字の「a」～「z」、数字の「0」～

「9」、ハイフン「-」とアンダースコア1「_」。申請資料に

おけるいずれかのファイルに関して、シーケンスフォルダか

ら始まるすべてのフォルダ及びファイル名（拡張子が含まれ

る）のパスの長さは180文字以下とし、単一のフォルダ又はフ

ァイル名（拡張子が含まれる）のパスの長さは、64文字以下

とする。その他の命名規則は下表5を参照のこと。 

すべてのディレクトリ構造は効果的に指定位置までナビ

ゲートするために、XMLバックボーンファイルで参照されるも

のとする。 

 
 

表5. ファイルとフォルダの命名規則例 
 

フォルダ ファイル 命名規則 

x202112345 申請番号から命名する申請フォルダ 

 0000 4桁数字で構成されるシーケンスフォルダ 

 index.xml ICHの要件に沿ったバックボーンファイル 

index-md5.txt ICHの要件に沿ったMD5チェックサムファ

イル 

 m1 ICHの要件に沿ったM1内容ファイル 

 cn   M1ゾーンフォルダ 

 cn-regional.xml M1のバックボーンファイル 

 
 
 

1『ICHeCTD技術仕様書V3.2.2』では、ファイルの命名についてアンダースコアの使用を認めないと定め

ているものの、臨床データの提出時に、SASXPORTファイルの命名にはアンダースコアを使用すること

がある。他国の審査当局のeCTD形式での臨床データ集ファイルの命名もアンダースコアの使用が許

可されている、また、『ICH eCTD技術仕様書V4.0』においてもアンダースコアのファイルとフォ

ルダの命名への使用が許容されていることを考慮し、本技術仕様書は、アンダースコアをファイ

ルとフォルダの命名への使用を許容する。 
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  00 M1 1.0セクション内容フォルダ 

02 M1 1.2セクション内容フォルダ 

03 M1 1.3セクション内容フォルダ 

04 M1 1.4セクション内容フォルダ 

05 M1 1.5セクション内容フォルダ 

06 M1 1.6セクション内容フォルダ 

07 M1 1.7セクション内容フォルダ 

08 M1 1.8セクション内容フォルダ 

09 M1 1.9セクション内容フォルダ 

10 M1 1.10セクション内容フォルダ 

11 M1 1.11セクション内容フォルダ 

12 M1 1.12セクション内容フォルダ 

m2 ICHの要件に沿ったM2内容フォルダ 

m3 ICHの要件に沿ったM3内容フォルダ 

m4 ICHの要件に沿ったM４内容フォルダ 

m5 ICHの要件に沿ったM5内容 
フォルダ 

 ICHの要件に沿ったツールフォルダ 

 dtd ICHの要件に沿ったDTDとSchema 
フォルダ 

 cn-regional-1-0.xsd M1のSchemaファイル 

ich-ectd-3-2.dtd ICH基準のM2～M5DTDファイル 

ich-stf-v2-2.dtd ICH基準のSTF DTDファイル（適用の場
合） 

xlink.xsd W3C基準xlink構造定義ファイル 

xml.xsd W3C基準XML命名規則定義ファイル 

style ICHの要件に沿ったスタイルシートフ
ォルダ 

 cn-regional-1-0.xsl M1のスタイルシートファイル 
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    ectd-2-0.xsl ICH基準のM2～M5のスタイルシートフ

ァイル 

ich-stf-stylesheet-
2-3.xsl 

ICH基準のSTFスタイルシートファイル
（適用の場合） 

ich-stf-stylesheet-
2-2a.xsl 

ICH基準のSTFスタイルシートファイ
ル（適用の場合） 

valid-values.xml ICH基準のSTFタグ値ファイル（適用
の場合） 

 

 

3.3.3 空きセクションの取り扱いについて 

申請者が提出したシーケンスフォルダには、空のフォルダ、

つまりファイル又はサブファイルが存在しないフォルダがあっ

てはならない。 

申請者が提出したシーケンスには、プレースホルダドキュ

メント、つまり実内容の存在しない文書があってはならない。

申請における適用しないセクションに関して、申請者はモジュ

ール1のカバーレターで説明するものとし、eCTDの編纂時に

「不適用」文書をプレースホルダドキュメントとして個別に提

出する必要がないものとする。 

 

3.3.4 ファイルの重複使用 

ファイルの重複使用は、同一のシーケンスのファイル参照

と同一の申請における前のシーケンスのファイル参照の2つの

場合がある。申請者が同一の申請において同じファイルを提出

する必要がある場合、エンティティファイルを重複して提出す

る必要がなく、バックボーンファイルの対応するセクションで

リーフ要素を生成し、相応のエンティティファイルの場所を参

照すればよい。 
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申請を横断した参照に対応しない。つまり、別の申請で提

出したファイルの参照を認めない。 

より多くのファイルの重複使用に関する説明は、『ICHeCT

D技術仕様書V3.2.2』別紙6のファイルの重複使用に関するセク

ションを参照のこと。 

 

3.4 PDFの電子提出に関する基準 

PDFは、eCTD申請資料における主なファイル形式である。

『ICH eCTD 技術仕様書V1.2』（本文書第5セクション参照）は、

eCTDを提出するためのPDFファイルの作成にアドバイスを提供

している。主には、制限、バージョン、ファイルのサイズ、フ

ォント、フォントのサイズ、フォントの色、ページの向き、ペ

ージの大きさ及び余白、ヘッダ及びフッタ、電子ファイルのソ

ース、PDF文書及び画像作成に関する推奨事項、ファイルサイ

ズを小さくするための画像圧縮、画像カラーマッチング、 ICC

プロファイル、ドキュメントナビゲーション（ハイパーテキス

トリンク、ブックマーク、目次）、ページ番号、初期ビュー設

定、最適化、セキュリティ、Acrobatプラグインの使用が含ま

れる。 

上記の仕様書を参照するほか、申請者は下記の要件を遵守

しなければならない。 
 

1. 提出した単一の申請資料のファイル（他言語参考資料、

参考文献、申請フォームを除く）の内容が5ページを超

えた場合、対応のディレクトリ（正文ディレクトリ、表

ディレクトリ、グラフディレクトリ）及びブックマーク

を提出し、ナビゲーションを行うものとする。 

2. ディレクトリ及びブックマークによる文書のナビケーシ

ョンが不可能の場合、ハイパーテキストリンクによって 
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位置の特定を支援する。例えば、異なったページに位置

する関連セクション、文献、添付文書、表及びグラフは、

ハイパーテキストリンクを作成してナビゲートできる。

申請者が作成した文書を横断するハイパーテキストリン

クは、少なくとも次の内容が含まれるものとする。モジ

ュール1の上市後変更/研究等項目からモジュール2～モ

ジュール5における具体的内容間のハイパーテキストリ

ンク、モジュール2の略述からモジュール3～モジュー

ル5における詳しい情報間のハイパーテキストリンク、

臨床研究報告書から該当する添付文書（グラフなど）

間のハイパーテキストリンク、PDF形式の臨床データ

集のデータ説明ファイルから該当するXPTファイルの

ハイパーテキストリンクなどがある。ハイパーテキス

トリンクの無効化又は定位ミスを避けるため、申請者

は申請資料において申請を横断したハイパーテキスト

リンクの作成を行わないこと。 

3. 中国語の申請資料に関する要件 

（1）フォント：宋体 

（2）フォントサイズ 

1） 本文：小4ポイント以上 

2） 表：小5ポイント以上 

3） 目次：小4ポイント 

4） 脚注：5ポイント 

（3）フォントの色 

1） 記述的文字：黒 

2） ハイパーテキストリンク：青文字又は黒文字の青

枠による表示を推奨する 

 



eCTD 技術仕様書 V1.0  

 25 / 43 
 

 

3.5 他言語参考資料に関する要件 

申請者が提出する申請資料はすべて原文付き中国語とす

る。 

他言語の資料は参考として添付できる。中国語訳は原文の

内容に一致すること。 

eCTDバックボーンファイルにおける他言語の参考資料

は、対応の中国語申請資料の同レベルのディレクトリ構造、

つまり同一のディレクトリ要素下の異なったリーフ要素に配

置すること。中国語の申請資料を前にし、中国語のリーフ見

出しで表示する。他言語の参考資料を後にし、他言語のリー

フ見出しで表示する。申請者は、「xml:lang」属性によって

中国語の申請資料とその他言語の参考資料を区別できる。 

中国語・他言語の申請資料のバックボーンファイルにお

ける内容は、下図3に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3. 中国語・その他言語の申請資料のバックボーンファイル例 
 
 

 

3.5.1 言語属性の設定 

eCTDバックボーンファイルにおいて、各リーフ要素はそれ

ぞれ対応する一つのファイルを示す。リーフ要素にはオプシ 
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ョンの属性「xml:lang」が1つ含まれる。当該属性は、現在の

リーフ要素の対応ファイルを中国語の申請資料又は他言語の参

考資料と見なされることを示す。当該属性の設定時には、ISO6

39-1規格に従うこと。次の場合には、リーフ要素の対応するフ

ァイルが中国語の申請資料として識別される。 

 

1. 下図4のように、言語属性を中国語（zh）に設定した場合 

 

図4. 言語属性を中国語に設定した例 

 

 

2. 下図5のように、言語属性を空白に設定した場合 

 

図5. 言語属性を空白に設定した例 

 

 

3. 下図6のように、言語属性が未設定の場合 

 

図6. 言語属性未設定の例 
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次の場合には、リーフ要素の対応するファイルが他言語の

参考資料として識別される。 

 

1. 下図7のように、言語属性を他言語に設定した場合 

 

図7. 言語属性を英語に設定した例 
 

 

2. 下図8のように、言語属性を無効の値に設定した場合 

図8. 言語属性を無効の値に設定した例 
 

 

3.5.2 言語属性のライフサイクル管理 

eCTDライフサイクルによる「置き換え」のため、前のシー

ケンスでの提出ファイルを新しいファイルに置き換える場合に

は、新しいファイルは置き換えられるファイルと同じ言語属性

を持つこと。つまり、中国語の申請資料は別の中国語の申請資

料にのみ置き換え、他言語の参考資料は他言語の申請資料にの

み置き換えることができる。 

 

3.6 eCTD のバックボーン属性とメタデータ 

eCTDバックボーン属性は、申請資料のモジュール1～モジ 
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ュール5のセクションの関連属性の集合である。本文章4.3セク

ションで定義したエンベロープ要素属性情報及び『ICH eCTD 

技術仕様書V3.2.2』で定義したモジュール2～モジュール5の属

性が含まれる。 

メタデータは、申請者がモジュール1～モジュール5の

セクションの関連属性に設定した値の集合である。 

ICH eCTD DTDにはモジュール1～モジュール5の一部のセ

クションの記入オプション属性と記入必須属性（例えば、2.3.

S及び3.2.Sにおける有効成分及び製造業者は記入必須属性で、

2.3.P及び3.2.Pにおける製品名、剤形、製造業者は記入オプシ

ョン属性である）を定義している。これらの属性は、当該特定

のセクションの内容を区分・グルーピングのために、簡単かつ

有効に記述するためのものである。 

申請者は、ICHのメタデータの変更時に、当該属性が対応

する申請資料の内容変更をすべて同時に提出しなければなら

ない。申請資料の内容を未変更の状態でのメタデータのみの変

更、メタデータの変更時における対応部分の申請資料の内容の

みの変更は認めないものとする。例えば、申請者が2.3.S及び3.

2.Sの有効成分と製造業者のメタデータを変更する場合には、

既に存在している2.3.S及び3.2.Sのセクションの内容を削除し、

新しい2.3.S及び3.2.Sのセクションに関連資料をすべて追加し

なければならない。 

より多くのモジュール1～モジュール5のメタデータの合

理的使用方法に関するガイドラインは、『ICH eCTD IWGの質疑

応答及び仕様変更要件に関する文書V1.31』を参照のこと。 

エンベロープ要素属性の使用について、本文章の4.3セク

ションを参照のこと。 
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3.7 拡張ノード 

拡張ノードは、技術仕様における既定eCTDディレクトリ要

素構造を拡張し、複数のリーフ要素をカスタマイズしたディレ

クトリ要素における機能の組み合わせ表示を実現するため、申

請者にディレクトリ要素のカスタマイズ方法を提供している。 

拡張ノードは、製品の種類が生物学的製剤である提出シー

ケンスの3.2.Rセクションにのみ使用できる。 

 

3.8 研究タグファイル 

モジュール4の4.2.Xセクション及びモジュール5の5.3.1.

X-5.3.5.Xセクションのファイルは全てSTFを使用すること。 

非臨床試験の報告書の整理は、CTDのモジュール4関連セ

クションのディレクトリ構造を参照し、「pre-clinical-study

-report」によって表示できる。 

臨床研究報告書は『ICHE3臨床研究報告書の構造と内容』

の要件を参考にし、適切なSTFファイルタグによって文章の内

容を表示できる。ICHE3関連ガイドラインに従って作成してい

ない臨床報告書は、個別のPDFファイルを提出し、「legacy-c

linical-study-report」タグによって表示できる。 

臨床研究報告書に関する臨床試験データ集は、eCTD申請資

料内で併せて提出し、バックボーンファイルにおいて該当する

臨床研究報告書の後に配置し、適切なSTFタグによって表示す

ること。より多くのeCTDにおける臨床試験データ集及び関連資

料の申請要件は、詳しく『医薬品臨床試験データ提出に関する

ガイドライン（試行）』を参照のこと。 

モジュール5の5.2すべての臨床研究リスト、5.3.6上市後

報告書及び5.4参考文献は、STFを使用せず、独立したファ 
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イルとして提出できる。より多くのSTFに関する情報は、『ICH

研究タグファイルのeCTDバックボーンファイル技術仕様書V2.6.

1』を参照のこと。 

 

3.9 ライフサイクルの操作 

ICH技術仕様において、すべてのファイルに新規作成、置

き換え、削除、追加の4種類のライフサイクルの操作種類が与

えられている。 

「新規作成」、「置き換え」及び「削除」の使用を推奨

する。STFに対する操作を除き、その他の場合においての「追

加」の使用を推奨しない。申請者によるSTF以外のファイルへ

の追加操作により、申請資料の検証時に警告メッセージが表示

されるため、申請者がカバーレターにて説明を行うこと。STF

ファイルへの追加操作は、検証時に警告メッセージが表示され

ない。 

 

3.10 電子署名 

『中華人民共和国電子署名法』の要件を満たした電子署名

は、手書きの署名又は印鑑と同等の効力を持つ。eCTD申請にお

いて、上記の電子署名の使用を受け付ける。 

 

3.11 eCTD提出方法 

申請者が準備したeCTD申請資料は、物理的電子媒体により

提出するものとする。現在、記憶媒体として、CD-R、DVD+R、D

VD-Rの三種類が含まれ、ライトワンスディスクをのみ受け付け

る。 
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両面DVDの使用又は提出申請資料へのパスワード保護の設

定は認めない。
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4. モジュール1の全体的構造 

『ICHeCTD技術仕様書V3.2.2』では、モジュール1に地域固

有の行政ファイルと医薬品情報が含まれなければならないこと

を明確に規定している。モジュール1の内容とナンバリング要

件は、『M4：ヒト用医薬品の登録申請用共通技術文書』モジュ

ール1ファイルを参照のこと。  

申請者が提出すべきモジュール1の内容には、モジュール

1フォルダ、文書及びモジュール1のバックボーンファイルが含

まれるものとし、その出力フォルダの基本構造は図9に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図9. M1出力フォルダの基本構造例 
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4.1 モジュール1のバックボーンファイルの作成 

モジュール1バックボーンファイルにはXMLルート要素、

エンベロープ要素、ディレクトリ要素の三つの部分によって構

成される。申請者は次の手順に従って、与えられたシーケンス

にモジュール1のバックボーンファイルを作成できる。  

1. 標準的なXMLファイル及びXMLルート要素の作成。 

2. シーケンスを記述するための、基準を満たすエンベロ

ープ情報の作成。 

3. 『M4：ヒト用医薬品の登録申請用共通技術文書』モジ

ュール1のファイルの内容に従った当該シーケンスに

必要なディレクトリ要素とリーフ要素の作成。 

（1）ディレクトリ要素は、CTDのモジュール1のディレ

クトリ要素を参照のこと。 

（2）リーフ要素には、提出したシーケンスにおける

個々のファイルの参照先アドレス、チェックサム

及びライフサイクル操作などの情報が含まれる。 

4. モジュール1のeCTDバックボーンファイルをcn-regio

nal.xmlと命名し、モジュール1のcnサブフォルダに

配置する。 
 

4.2 XMLルート要素 

すべてのバックボーンファイルには、標準的なXMLルート

要素を含める必要がある。その情報にはXML宣言とルート要素<

cn_ectd>が含まれ、このXMLファイルを当該ルート要素の属性

が指定されたXML定義ファイルにリンクさせる。下図10に示す。 
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図10. XMLルート要素例 
 

4.2 エンベロープ要素 

エンベロープ要素に含まれる属性情報は下表6に示す。各属

性に関する詳しい説明は、本文書「申請情報」（2.1セクショ

ン）、「登録行為情報」（2.2セクション）、「シーケンス情報」

（2.3セクション）を参照のこと。 
 

表6. エンベロープ要素 
 

等級 エンベロープ要素属性 記述 統制語彙 

申請等級 application-id 申請番号  

application-type 申請の種類 有

り

り 

product-type 製品の種類 有

り product-number オリジナル番号  

登録行為の

種類 

等級 

related-sequence 関連シーケンス  

regulatory-activity-type 登録行為の種類 有

り シーケンス

の等級 

sequence-number シーケンス番号  

sequence-type シーケンスの種類 有

り sequence-description シーケンスに関する記述  

sequence-contact>>name シーケンス-連絡先氏名  

sequence-contact>>phone シーケンス-連絡先電話番号  

sequence-contact>>email シーケンス-連絡先電子メール

アドレス 

 
 

 
 
 

申請者が提出した各シーケンスについて、その属性はすべ

て記入必須項目であり、一つしかない値である。同一の申請に

おいて、申請者は申請等級を更新したエンベロープ要素属性情

報、つまり申請番号、申請種類、製品の種類及びオリジナル番

号の情報を使用してはならない。
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同一の申請行為において、申請者は、登録行為の等級のエ

ンベロープ要素情報、つまり関連シーケンス、登録行為の種類

を変更してはならない。統制語彙のあるエンベロープ要素属性

について、バックボーンファイルに記録されている属性値は、

統制語彙ファイルに定義されたコード名でなければならず、エ

ンベロープの実際の表示情報には、対応コードの表示値のみが

表示される。 

エンベロープ要素がバックボーンファイルにおけるフォー

ムは下図11に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図11. エンベロープバックボーンファイル例 
 
 
 
 

エンベロープ要素の実際の表示情報は、下図12に示す。 
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図12. エンベロープの実際の表示情報例 
 

 

統制語彙ファイルの各コードには、当該コードの適用時間

範囲を表示するための対応のバージョン番号、発効日、失効日

（オプション）がある。申請者がコードの使用時において、対

応バージョンの発効日と失効日に留意し、有効のコードを使用

すること。 

統制語彙ファイルの詳しい表示情報は、下図13に示す。 
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図13. 統制語彙ファイル例 
 
 

4.2 ディレクトリ要素 

各ディレクトリ要素の内容は一つ又は複数のリーフ要素で

構成される。リーフ要素には『ICH eCTD 技術仕様書V3.2.2』で

定義された<title>要素及び「operation」、「xlink:href」、

「checksum-type」、「checksum」など一連の属性が含まれる。

このうち、「checksum-type」属性の値は「MD5」または「md5」

に設定しなければならない。 

リーフ要素のリーフタイトルの内容は、簡略、明確かつ有

用な情報を提供できるものとする。ディレクトリ要素がバック

ボーンファイルにおける内容は下図14に示す。 
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図14. ディレクトリ要素バックボーンファイル例 
 
 
 
 

ディレクトリ要素の実際の表示情報は、下図15に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図15. ディレクトリ要素の実際の表示情報例 
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5. 参照2 

申請資料がeCTDの全体的要件を満たすことを確保するた

め、次の文書仕様を本文書とともに参考にすること。一般的

に、本文書での別途説明がある場合を除き、次の文書の仕様

を遵守するものとする。また、『eCTD実装ガイドV1.0』での

別段の説明がある場合を除き、申請者はその他地域的CTDガイ

ド資料にすべて従わなければならない。 
 

1. ICH eCTD Specification and Related files 

——変更管理過程、変更請求表及び質疑応答文書が含ま

れるICH eCTD 技術仕様書及び関連資料 

2. ICH Electronic Common Technical Document Specificati

onV3.2.2 

——『ICH eCTD 技術仕様書V3.2.2』 

3. ICH The eCTD Backbone File Specification for Study Tag

ging Files V2.6.1 

——『ICH研究タグファイルのeCTDバックボーンファイル

技術仕様書V2.6.1』 

4. ICH Specification for Submission Formats for eCTDV1.2 

——『ICHeCTDファイル形式仕様書V1.2』 

5. ICH eCTD IWG Question and Answer and Specification Ch

angeRequestDocumentV1.31 

——『ICHeCTDIWGの質疑応答及び仕様変更要件に関する文

書V1.31』 

 
2関連参考資料は、ICHサイト（https://www.ich.org/）、医薬品審査センターホームページ 

（https://www.cde.org.cn/）を参照のこと 

http://www.ich.org/
http://www.cde.org.cn/
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6. ICH E3 Structure and Content of Clinical Study Report

s 

——『ICHE3臨床研究報告書の構造と内容』 

7. M4モジュール1の行政ファイルと医薬品情報 

8. 『医薬品臨床試験データ提出に関するガイドライン（試

行）』 
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6. 用語表 

用語 定義 

電子化コモン・テクニ

カル・ドキュメント

（eCTD） 

電子化コモン・テクニカル・ドキュメントは、医薬品登

録の申請・審査のための電子登録文書である。拡張マー

クアップ言語（Extensible Markup Language，XML）を通

じて、CTD仕様を満たす医薬品の申請資料を電子形式で整

理、転送、表示する。 

申請 申請とは、特定の審査目的のため（例：臨床験申請）に 

整理・提出する申請資料の集合である。 

登録行為 登録行為は、ある特定の登録目的のための初回提出から

承認までのすべてのシーケンスの申請資料の集合であ

り、一つ又は複数のシーケンスが含まれることができ

る。同一の登録行為における複数のシーケンスは、連

続・不連続を問わない。 

シーケンス シーケンスとは、ある登録行為で提出した一回分の申請

資料の集合である。 

申請番号 申請番号とは、審査当局から申請者に割り当てられる、

一つの申請のライフサークル全体における唯一の識別番

号である。 

オリジナル番号 オリジナル番号は審査手続きに入っている医薬品に与え

る基本的かつ永続的なデータコードである。申請者、有

効成分、剤形を識別するための唯一の識別コードであ

り、審査当局により割り当てられる。 

関連シーケンス 一つの登録行為における初回提出シーケンスを当該登録

行為におけるすべての提出シーケンスの関連シーケンス

と称する。 

シーケンス番号 シーケンス番号は、申請における唯一の4桁数字の文字列

であり、同一の申請の異なる提出シーケンスを区別する

ための唯一の表示である。 
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リーフ要素 
（leaf element） 

リーフ要素は、eCTD バックボーンファイルの一

部であり、提出シーケンスにおける個々のファ

イルの参照先アドレス、チェックサム及びライ

フサイクル操作などの情報が含まれる。 

エンベロープ情報 エンベロープ情報は、eCTD 地域バックボーンフ

ァイルの一部であり、電子資料管理システムに

申請資料の処理・整理のためのメタデータを提

供する。 
統制語彙 統制語彙は、特定概念の指定用語への限定リス

トである。 

ベースライン ベースラインは、申請者が紙媒体により提出を

行った上市許可承認済医薬品について、紙提出

の形式からeCTD による提出に移行する登録行為

である。 

拡張ノード 
（node extension） 

拡張ノードは、既定eCTDディレクトリ要素構造

を拡張し、複数のリーフ要素のカスタマイズし

たディレクトリ要素における機能の組合せ表示

を実現するためのもので、申請者にディレクト

リ要素のカスタマイズ方法を提供している。 

研究タグファイル 

（ Study Tagging 

Files, STF） 

研究タグファイルは、eCTDバックボーンファイ

ルに 含まれていない研究テーマと研究報告に関

する情報（研究の正式名称、研究 ID、研究の使

用種、投与経路 、試験期間、対照の種類など）

を提供する。 
MD5 MD5 メッセージダイジェストアルゴリズム（MD5 

Message-Digest Algorithm）は、ファイルに対

応するデジタル指紋、つまりチェックサムを生

成するために広く使われている。暗号化ハッシ

ュ関数である。 

 チェックサム（checksum）  MD5 メッセージダイジェストアルゴリズムによ

って生成したファイル。チェックサムは、情報

転送の完全性と一貫性を確保するためのもので

ある。 
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DTD 文書型定義 （ Document Type Definition）

は、プログラム間のデータ交換のために構築さ

れたタグに関する構文規則であり、要素や属性

の正しい使用など、eCTDバックボーンファイル

の合法性などを保証するためのものである。 

 

検証 申請者と審査当局が公開で統一した検証基準に

基づき、eCTD申請資料を検査・確認する過程を

いう。 



別添 3 
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1. 概要 

1.1 目的 

本ドキュメントはeCTD実施マニュアルであり、申請者が要

件に合致するeCTD資料を準備し、かつその資料を国家薬品監督

管理局の要求に従って提出することを指導するために使用され

る。 

本マニュアルは、申請者がeCTD資料を作成・提出する一般

的な要件を規定している。申請者は必ずよく読み検討すること。

eCTD資料の作成・提出について本マニュアルの要件に従わなか

った場合は、申請資料の受け取り拒否をされ、又は後続の審

査・評価・承認に影響を与える可能性がある。 

関連法規の整備、業務プロセスの変更及び情報化システム

の継続的なアップデート及び改善に伴い、本マニュアルの関連

内容も適時に更新する。 

 

1.2 適用範囲 
 

本マニュアルは、eCTDフォーマットにより提出する化学製

剤・生物由来製品（生物由来製品として管理される体外診断用

試薬を除く）の医薬品臨床試験・医薬品上市許可・登録更新等

の申請及び補充申請に適用する。 

 

1.3 関連指導原則 

申請者は、本マニュアル、『eCTD技術仕様書V1.0』、『eC

TD検証基準V1.0』、『ICH M8：電子化コモン・テクニカル・ド

キュメント（eCTD）』の関連文書に基づいて、eCTD資料を準

備・提出しなければならない。 
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2. 基本要求 

2.1 申請者と規制当局の責任 
 

申請者は提出したeCTD資料の真実性を保証しなければなら

ない。 

規制当局は、受け取ったeCTD資料の安全性と機密性を保証

し、適切な秘密保持措置を講じる責任を負うものとする。 

 

2.2 紙媒体による提出からeCTDによる提出への移行の

考慮 
 

eCTDの実施初期には、元の紙媒体による提出と電子媒体

（eCTD）による提出を並行し、申請者は実際の状況に応じて適

切な方式を選択する。その後にeCTDによる提出が全面的に実施

されることになる。 

申請資料が提出されたことがない医薬品について、申請者

は、臨床試験申請、新薬申請又は後発医薬品申請の最初の申請

からeCTDによる申請資料を提出することができる。 

既に紙媒体による提出をして上市許可を得た医薬品につい

ては、eCTDによる初めての補充申請や再登録等の登録行為を行

う前に、まず１つのベースラインの提出を推奨する。それによ

り、規制当局がeCTDライフサイクルにおいて、提出されたドキ

ュメントの全て又は少なくとも一部を参照することができる。

既にeCTDによる資料一式を提出している場合には、ベースライ

ンの提出は必要ない。 

申請者がeCTDによる申請資料を提出した後、当該医薬品に

対する後続の全ての提出（修正の回答、補充の回答、補充申請

等を含む）は、eCTDにより提出しなければならず、元の紙媒体

による提出はできない。 
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2.3 記憶媒体の選択と光ディスクの書き込みに関する

要求 

申請者は、『eCTD技術仕様書V1.0』セクション3.11の要

求に従って、eCTD資料の記憶媒体を選択しなければならない。 

記憶媒体の配送に伴う安全上のリスクを低減するために、

規制当局に提出された記憶媒体は申請者へ返却されない。読

み取れない、検証に合格しなかった等の場合には、規制当局

により対応する記憶媒体が廃棄される。 

申請資料の内容が多く、大容量を必要とする場合、申請

者は、複数枚のCDディスクではなく、1枚のDVDディスクを使

用して提出しなければならない。1枚の光ディスクだけの提出

ができない、又は大容量のため複数枚の光ディスクを使用せ

ざるを得ない場合、モジュール毎の分割が可能である。単一

のモジュールが光ディスク容量制限を超えない限り、単一の

モジュールでのドキュメントを複数枚の光ディスクに分割す

ることは推奨されない。複数枚の光ディスクで申請資料を提

出する場合、光ディスクの内容を識別しやすくするために、

申請者は、モジュール１フォルダーとindex.xml、index-md5.t

xtファイルを1枚目の光ディスクに保存して提出しなければな

らない。 

申請者が提出する記憶媒体の内容は、申請番号で名付け

た申請文書をルートディレクトリとし、提出の必要がある1つ

のシーケンスのみを含めるべきであり、既に規制当局に提出

された前序シーケンスを含めるべきではない。 

申請資料の読み取り速度を向上させるために、申請者に

は、読み書きの速い記憶媒体の使用が推奨される。例えば、1

6倍速のDVDディスク等である。 
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申請者は、提出する記憶媒体が規制当局に引き渡されるま

で、記憶媒体に対して一切の責任を負うものとする。申請資料

を保存した記憶媒体の配送中の安全性と完全性については、申

請者が責任を負うものとする。申請資料を保存した記憶媒体を

規制当局に引き渡した後、その安全性と完全性については、規

制当局が責任を負うものとする。 

今後eCTDによる提出が全面的に実施されることに伴い、ES

G(Electronic Submissions Gateway)の建設を加速させ、申請資

料のオンライン提出を実現する。 

 

2.4 光ディスクラベルの情報 
 

申請者は、国家薬品監督管理局ウェブサイト上の医薬品業

務アプリケーションシステム（以下、「医薬品業務アプリケー

ションシステム」という）に光ディスクラベルの情報を入力し

てプリントし、プリントしたものを光ディスクケース表面に貼

り付けてから、申請資料を保存した光ディスクと一緒に提出し

なければならない。 

 

2.5 ウィルス検査 
 

申請者は、提出するeCTD資料に対して事前にウィルス検査

を行い、カバーレターにウィルス検査に関する声明を記載しな

ければならない。規制当局は申請資料受領後ウィルス検査を行

い、ウィルスが検出された場合は、申請資料の受け取りを拒否

する。 

 

2.6 技術検証 
 

eCTD資料の作成が完了した後、特定の検証用ソフトウェア

を使用して、（申請者は医薬品審査センターのウェブサイトで 



eCTD実施マニュアルV1.0  

 9 / 41 

 

 

無料の検証用ソフトウェアをダウンロードすることができる）

当該申請資料を検証しなければならない。検証用ソフトウェア

では検証が完了した後、対応する検証結果報告書が作成される。

検証結果報告書には、現在の申請資料に誤りや警告があるか示

される。 

検証結果報告書に対応する検証基準の項目に「誤り」と表

示されている場合は、遵守の必要がある重要な検証基準に誤り

があることを示している。いかなる「誤り」がある場合も、申

請資料が受け取り拒否される。 

検証結果報告書に対応する検証基準の項目に「警告」と表

示されている場合は、遵守を推奨する検証基準に対する警告が

あることを示している。申請者はeCTD資料を規制当局に提出す

る前に、このような問題を解決し、作成した検証結果報告書を

再検証するよう推奨される。未解決の「警告」について、申請

者はカバーレターにおいて説明しなければならない。 

 

2.7 提出要求 
 

申請者は、eCTD資料を保存した光ディスク一式を規制当局

に提出しなければならない。 

eCTD資料の提出に際しては、申請者は、要求に従って申請

資料を保存した光ディスクを袋に封入し、医薬品業務アプリケ

ーションシステムでカバー情報を入力してプリントし、プリン

トしたものを袋の表面に貼り付けなければならない。 

 

2.8 紙の資料の提出と要求 
 

申請者は、eCTD資料が受理されてから５営業日以内に、国

家薬品監督管理局医薬品審査センターに対応する紙の資料一式

を提出し、書面による補充通知が発行された場合、補充情報の 
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正式受領から5営業日以内に紙媒体の資料を提出しなければな

らない。審査・評価を行う手続き中に提出したその他のeCTD

資料について、申請者は対応する紙の資料を電子資料と共に

提出することができる。紙の資料は、現行の『医薬品登録申

請資料のフォーマット、体裁及び整理仕様』を参照して整理

しなければならない。 

申請者は、紙の資料一式を提出し、更に提出された紙の

資料とeCTD資料との内容が完全に一致することを保証しなけ

ればならない。資料の一致性に起因する問題については、申

請者が責任を負うものとする。申請者は、規定された期間内

に紙の資料を提出しなかった場合、医薬品登録手続きは終了

として処理される。 
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3. eCTD資料中の番号管理 
 

『eCTD 技術仕様書V1.0』の規定に基づき、eCTD資料中の

番号には、オリジナル番号、申請番号、シーケンス番号が含

まれる。申請者は適切な番号を正確に使用するよう注意しな

ければならない。 

 

3.1 オリジナル番号の使用 

オリジナル番号は登録・承認手続きに入った医薬品に与え

られる一つの基本的かつ永続的なデータコードであり、監督当

局により割り当てられ、申請者・有効成分・剤形を識別するた

めに用いられる固有の識別コードである。 

申請者は、医薬品業務アプリケーションシステムを通して

オリジナル番号を取得し、eCTD封筒の情報にオリジナル番号を

正しく記載しなければならない。 

既に紙媒体により申請し上市許可を得た医薬品について、

eCTDによる提出へ切り替える必要がある場合、eCTDによる申請

資料の初回提出時に新しいオリジナル番号を取得する。後続の

補充申請の提出や登録更新等の登録行為を行う際は常に、初回

提出時に取得したオリジナル番号を使用する。 

品目の譲渡や一般名の確定などの原因により、オリジナル

番号に対応する申請者や医薬品名称等の情報に変更が生じた場

合、申請者は医薬品業務アプリケーションシステムにおいてオ

リジナル番号に対応する情報を変更しなければならない。 

 

3.2 申請番号の使用 
 

申請番号とは、監督当局により申請者に割り当てられた、

一つの申請の全ライフサイクルにおける固有の識別コードであ

る。 
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申請者は、医薬品業務アプリケーションシステムを通して

申請番号を取得し、eCTD封筒の情報に申請番号を正しく記載し

なければならない。 

申請者が注意すべき事として、通常は臨床試験申請、新薬

申請又は後発薬申請の初回申請の際にのみ、新しい申請番号を

取得する必要があり、同じ申請分類で補充申請や新適応症申請

の提出、登録更新等の登録行為を行う際は、医薬品の全ライフ

サイクルマネジメントを確保する為、常に初回申請時に取得し

た申請番号を使用する。 

既に紙媒体により申請し上市許可を得た医薬品について、

eCTDによる提出へ切り替える必要がある場合、eCTD資料の初回

提出際に新しい申請番号を取得する。後続の補充申請の提出や

登録更新等の登録行為を行う際は、常に初回提出時に取得した

申請番号を使用する。 

 

3.3 シーケンス番号の使用 

 

同じ申請番号で提出した異なるeCTDシーケンスを区別する

ために、申請者が有効なeCTD資料を提出するたびに、新しいシ

ーケンス番号が生成される。 

申請者は、eCTDの封筒情報にシーケンス番号を正しく記載

しなければならない。シーケンス番号の使用については『eCTD

技術仕様書V1.0』セクション2.3.1を参照すること。 
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3.4 各番号の関連性 
 

通常、1つの新薬のオリジナル番号の下に、当該医薬品の

臨床試験申請と新薬申請に対応する2つの申請番号が存在する。

また各申請番号の下に、個別に提出される各申請資料に対応

する複数のシーケンス番号が存在する。 

代表的な新薬の番号管理の一例は次の表１の通りである。 
 
 

表１. 新薬の番号管理事例 
 

オリジナル番号 申請番号 シーケンス番号 
 
 
 
 

2021123456 

 

 

l202112345 

0000 
0001 
0002 

 

 

x202154321 
0000 
0001 
0002 

 
 

3.5 その他の番号 

医薬品の研究開発と登録過程において生成される臨床試験

登録番号、医薬品登録受付番号等の他の番号に関する要求は、

現行の管理規定に基づいて実行する。 
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4. モジュール情報に関する特別な説明 
 

eCTDのファイル構成は『eCTD技術仕様書V1.0』の要求を満

たさなければならない。 

モジュール１のファイル構成は、『eCTD技術仕様書V1.0』

別紙1-4：CTDモジュール１のファイル構成を参照すること。モ

ジュール2からモジュール5までのファイル構成は、『ICH eCTD

技術仕様書 V3.2.2』別紙4：eCTDに対するファイル構成を参照

すること。 

 

4.1 モジュール１：行政文書と医薬品情報 

4.1.1  申請表の準備 

申請表の記入は、医薬品業務アプリケーションシステムを

通してオンラインで完成させ、その上でPDFファイルとして出

力し、eCTD資料の対応する目次構造に配置する。 

 

4.1.2  カバーレターの準備 

申請者が提出する各シーケンスにはカバーレター、即ちCT

Dモジュール１のセクション1.0を含まなければならない。 

eCTD資料のカバーレターは次の内容を含む。 

 

1. CTDモジュール１のカバーレターで要求される内容 

2. 当該提出シーケンスの登録業務担当者の連絡先情報 

3. 当該提出シーケンスに適用されないドキュメントのリス

ト又は説明１（もしあれば） 
 
 
 
 
 

1  適用されないドキュメントとは、当該提出シーケンス中で欠落しているセクションの

内容を指す。（CTD モジュール1～モジュール5の目次構造を参照すること）。 
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4. 当該提出シーケンスの検証に関する情報 

5. 紙資料とeCTD資料との内容の一致に関する承諾 

6. 規定期間内の全紙資料の一括提出に関する承諾 

7. ウィルス検査に関する声明 

 

4.1.3 封筒情報の準備  

申請者が提出する各シーケンスにはいずれも封筒情報が

含まなければならない。封筒情報管理に関する要求は『eCTD

技術仕様書V1.0』のセクション4.3を参照すること。 

 

4.2 モジュール2：コモン・テクニカル・ドキュメン

トに関するまとめ 

配合剤に含まれている複数の原薬について、申請者はモ

ジュール2において原薬ごとに独立したセクション2.3.Sを設

け、それぞれに対応する申請資料ファイルを提供しなければ

ならない。 

 

4.3 モジュール3：品質 
現行の申請資料に対する要求により、独立したセクショ

ン3.2.Sを提出する必要がある場合、申請者は、モジュール3

において独立したセクション3.2.Sを設け、それぞれに対応す

る申請資料ファイルを提供しなければならない。 

セクション3.2.Rが拡張ノードを使用する場合、セクショ

ン3.2.R.2では、ファイルサイズが制限を超えて分割せざるを

得ない場合を除き、各バッチのバッチレコードは単一のファ

イルで提出しなければならない。 
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4.4 モジュール4：非臨床試験報告書 

 

モジュール4のセクション4.2.Xについて、申請者は試験タ

グ付けファイル（STF）形式で作成して表示しなければならな

い。 

 

4.5 モジュール5：臨床試験報告書 
 

モジュール5のセクション5.3.1.Xから5.3.5.Xについて、

申請者はSTFの形式で作成して表示しなければならない。STFに

対する要求は『eCTD技術仕様書V1.0』セクション3.8を参照す

ること。 

申請資料に複数の適応症が含まれる場合、各適応症に対し

て独立したセクション5.3.5を設け、それぞれに対応する申請

資料ファイルを提供しなければならない。 

この際、もし有効性研究がその中の特定の適応症のみを対

象とする場合、関連文書はモジュール5の対応する場所に配置

されなければならない。（例：m5/53-clin- stud-rep/535-rep

-effic-safety-stud/anxiety/5351-stud-rep-contr）。有効性

研究が複数の適応症を対象とする場合、当該研究レポートは5.

3.5の中で最も適切なセクションに配置され、またその他の適

応症における適切なセクションでも重複使用されるものとする。

関連文書の重複使用に関する要求は『eCTD技術仕様書V1.0』セ

クション3.3.4を参照すること。 
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5. 特定分類での提出の推奨2 
 

eCTD資料を作成する際に、申請者は当該申請資料の、申請、

登録行為、シーケンスの各階層において申請の分類を明確にし

なければならない。『eCTD技術仕様書V1.0』のセクション2.4

を参照し、封筒情報に正しい申請の分類を記載すること。 

「臨床試験申請」は医薬品臨床試験申請と医薬品臨床試験

期間中に提出する申請事項に適用する。上述の申請の分類の申

請資料を作成する際、申請の分類は「臨床試験申請」を選択す

るとともに、申請事項に応じて適切な登録行為の分類（初回申

請、補充申請、新適応症と併用薬、研究開発期間における安全

性報告書）を選択しなければならない。提出資料に該当する登

録行為の提出目的に基づき、シーケンス分類は当該登録行為の

初回提出、又は修正・追加指示に対する回答、又は当該登録行

為の提出資料の撤回のいずれかを選択できる。 

「新薬申請」は化学医薬品登録分類で1類、2類、5.1類及

び予防用生物製剤、治療用生物製剤の上市許可申請及び上市後

の変更、登録更新等の申請事項に適用する。このような申請資

料を作成する際、申請の分類は「新薬申請」を選択する。また

申請事項に応じて適切な登録行為の分類（初回申請、補充申請、

届出、報告、新適応症、登録更新、ベースライン）を選択する。

提出資料に該当する登録行為の提出目的に基づき、シーケンス

分類は当該登録行為の初回提出、フォーマットの変更、修正・

追加指示に対する回答、又は当該登録行為による提出資料の撤

回のいずれかを選択できる。 

 
 
 

2  本章で紹介する事例は、あくまでも例であり、すべてを網羅するものではない。 
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「後発薬申請」は化学医薬品登録分類で3類、4類、5.2類

の上市許可申請及び上市後の変更、登録更新等の申請事項に適

用する。上述分類の申請資料を作成する際、申請の分類は「後

発薬申請」を選択し、申請事項に応じて適切な登録行為の分類

（初回申請、補充申請、届出、報告、新適応症、登録更新、ベ

ースライン）を選択しなければならない。提出資料に該当する

登録行為の提出目的に基づき、シーケンス分類は当該登録行為

の初回提出、フォーマットの変更、修正・追加指示に対する回

答、又は当該登録行為の提出資料の撤回のいずれかを選択でき

る。 

 

5.1 臨床試験申請の新適応症と併用薬 

 

薬物臨床試験の実施許可を得た薬物について、適応症の追

加や他の医薬品との併用を追加するため、現行法規に従って薬

物臨床試験を申請する場合は、臨床試験の初回申請時の申請番

号を使用し、申請の分類は「臨床試験申請」を選択し、登録行

為の分類は「新適応症と併用薬」を選択する。既に許可された

臨床試験の申請と重複するeCTD資料の再提出は必要ない。具体

事例は次の表2の通りである。 
 

表２. 新適応症と併用薬の事例 
 

申請番号 シーケン

ス番号 

申請分類 登録行為 

分類 

シーケンス 

分類 
シーケン

スの説明 
 

l202112345 
 

0000 
臨床試験 

申請 

初回申請 初回提出 

 

xx 臨床試

験申請 

 
 

l202112345 

 
 

0001 

 
 
臨床試験 

申請 

新適応症 

と併用薬 

 
初回提出 

 
xx 新適応

症申請 
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5.2 新薬申請と後発薬申請の新適応症 

既に市販されている医薬品に関する、国内で承認されてい

ない新適応症の追加、または投与経路の変更等については、初

回申請時の申請番号と申請の分類を用い、登録行為の分類は

「新適応症」を選択する。既に許可された新薬申請と重複する

eCTD資料の再提出は必要ない。具体事例は次の表3の通りであ

る。 
 

表3. 新適応症の事例１ 
 

申請番号 シーケン

ス番号 

申請分類 登録行為

分類 

シーケンス

分類 
シーケンスの

説明 

 
x202112345 

 
0000 

新薬申請 初回申請 初回提出 xx 新薬上市 

申請 

 
x202112345 

 
0001 

新薬申請 新適応症 初回提出 xx 新適応症 

申請 

 
 

既に紙媒体により申請し上市許可を得た医薬品について、

国内で承認されていない新適応症の追加や投与経路の変更等を、

初めてeCTDにより申請する場合、「申請者の窓」から申請番号

を取得し、申請の分類は「新薬申請」、登録行為の分類は「新

適応症」を選択し、一式の完全な資料を提出しなければならな

い。具体事例は次の表4の通りである。 
 

表4. 新適応症の事例2 
 

申請番号 シーケンス

番号 

申請分類 登録行為分

類 

シーケンス分

類 

 

シーケンスの

説明 

 
x202112345 

 
0000 

新薬申請 新適応症 初回提出 xx 新適応症 

申請 
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国内で同品目が既に承認されている適応症を追加する場合、

初回申請時の申請番号と申請の分類を用い、登録行為の分類は

「補充申請」を選択する。具体事例は次の表5の通りである。 
 

表5. 新適応症の追加の事例 
 

申請番号 シーケン

ス番号 

申請分類 登録行為 

分類 

シーケンス 

分類 

シーケンスの説

明 

 
y202112345 

 
0000 

後発医薬品

申請 

初回申請 初回提出 xx 後発医薬品

の上市申請 

 
y202112345 

 
0001 

後発医薬品 補充申請 初回提出 xx 適応症申請 

 

5.3 ベースライン 

ベースラインとは、申請者が既に紙媒体により申請し上市

許可を得た医薬品について、紙媒体の申請様式からeCTDによる

提出へ変更する登録行為である。ベースライン提出の目的は様

式の切替えのみであり、既に承認された内容の変更は伴わない。 

申請者が提出するベースラインには、少なくともモジュー

ル1、モジュール2、モジュール3における最新で承認された合法

的かつ有効な資料がすべて含まれ、またカバーレターに於いて、

今回提出した申請資料は既に承認され発効した申請資料との間

に如何なる内容の変更も生じず、様式のみの切替えである旨の

承諾を示さなければならない。 

ベースラインを提出する際は、「申請者の窓」から新しい

オリジナル番号と申請番号を取得し、従来の紙媒体による申請

資料提出時に対応する申請の分類を選択、登録行為の分類は

「ベースライン」を選択する。具体事例は次の表6の通りである。 
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表6. ベースラインの事例 

 

申請番号 シーケン

ス番号 

申請分

類 

登録行為 

分類 

シーケンス 

分類 

シーケンスの説

明 

 
x202112345 

 
0000 

新薬申請 ベースライン 様式変更 xx ベースライン 

提出 
 
x202112345 

 
0001 

新薬申請 補充申請 初回提出 工程変更 

 

 

5.4 登録更新 

医薬品登録更新の際には、初回申請の際の申請番号と申請

分類を使用し、登録行為分類は「登録更新」を選択し、関連資

料を提出しなければならない。具体事例は次の表7の通りであ

る。 
 

表7. 登録更新の事例 
 

申請番号 シーケン

ス番号 

申請分類 登録行為 

分類 

シーケンス 

分類 

シーケンスの

説明 

 
x202112345 

 
0000 

新薬申請 初回申請 初回提出 xx 新薬上市 

申請 
 
x202112345 

 
0001 

新薬申請 登録更新 初回提出 登録更新申請 

 

5.5 研究開発期間における安全性報告書 

臨床試験期間において、申請者は関連規定に従って、研究

開発期間における安全性更新報告書及びその添付文書、又はそ

の他の潜在的重篤な安全性リスク情報を提出しなければならな

い。 
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このような申請資料を提出する際には、初回申請の際の申

請番号と申請分類を使用し、登録行為分類は「研究開発期間に

おける安全性報告書」を選択しなければならない。具体事例は

次の表8の通りである。 
 

表.8  研究開発期間における安全性報告書の事例 
 

申請番号 シーケン

ス番号 

申請分類 登録行為 

分類 

シーケンス 

分類 

シーケンスの説明 

 
l202112345 

 
0000 

臨床試験 

申請 

初回申請 初回提出 xx 臨床試験 

申請 
 
 
l202112345 

 
 

0001 

 

臨床試験 

申請 

研究開発期

間における 

安全性報告 

書 

 

初回提出 
研究開発期間におけ

る安全性更新報告 

書 
 
 
l202112345 

 
 

0002 

臨床試験 

申請 

臨 

研究開発期

間における 

安全性報告 

書 

 

初回提出 
その他の潜在的重篤

な安全性 

リスク情報 
 

 

5.6 審査・評価期間における提出する申請資料 

eCTDによる申請を提出する場合、その審査・評価を行う手

続き中に、申請者は提出すべき申請資料のすべてをeCTDにより

提出しなければならない。例えば、補充資料等審査・評価を行

う手続き中に提出できるその他の資料である。 

このような文書を提出する際に、その申請番号、申請分類、

登録行為分類は現在審査・評価を行っている登録行為と一致性

を保たなければならず、シーケンス分類は「回答」を選択しな

ければならない。 

 

5.7 初回申請の撤回 

臨床試験申請、新薬申請、後発医薬品申請の初回申請につ

いて、申請者は、当該登録行為を撤回する場合、現在の登録行

為と申請番号を停止するために、新しいシーケンスを提出しな 
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ければならない。 

当該登録行為が受理されない、許可されない、又は医薬 

品登録の審査・評価・承認停止とされた結果に対して、申

請者は異議がない場合にも、現在の登録行為と申請番号を停止

するために、新しいシーケンスを提出しなければならない。 

このようなシーケンスを提出する際に、その申請番号、申

請分類、登録行為分類は現在の登録行為と一致性を保たなけれ

ばならず、シーケンス分類は「回答」を選択しなければならな

い。シーケンスの内容にはカバーレターと関連証明書類を含め

る。 

停止された申請番号は継続使用できない。上記申請を再提

出する場合、申請者は規制当局から新しい申請番号を取得しな

ければならない。 

 

5.8 初回申請後のその他登録行為の撤回 

 

初回申請後に行った補充申請、登録更新などのその他の後

続の登録申請について、申請者は受理中又は審査・評価中の特

定の登録行為を撤回しようとする場合、当該登録行為における

提出された全ての申請資料を撤回するために、新しいシーケン

スを提出し、有効なeCTD資料は当該登録行為を提出する前と一

致するよう保持しなければならない。 

特定の登録行為が受理されない、許可されない、又は医薬

品登録の審査・評価・承認停止とされた結果に対して、申請者

は異議がない場合にも、当該登録行為における提出されたすべ

ての申請資料を撤回するために、新しいシーケンスを提出しな

ければならない。 

申請者が、撤回用シーケンスを提出しない場合、一式の完

全な申請資料のライフサイクルマネジメントに影響し、その後 
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に提出する申請資料が受け取り拒否される可能性がある。この

ようなシーケンスを提出する際に、その申請番号、申請分類、

登録行為分類は現在の登録行為と一致性を保たなければならず、

シーケンス分類は「撤回」を選択しなければならない。撤回用

シーケンスのライフサイクル操作に関する要求は本文セクショ

ン6.3を参照すること。 
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6. ファイルライフサイクル管理 

申請資料中の各ファイルには、新規作成、置換、削除、追

加の4分類のライフサイクル操作分類があり、詳細は『ICH eCT

D技術仕様書 V3.2.2』別紙6中の操作属性セクションを参照す

ること。 

 

6.1 ライフサイクル操作に関する基本要求 

「新規作成」の際には、その対応するファイルは進行中の

申請に含まれなければならない。 

「置換」操作を行なう際には、置換前のファイルは進行中

の申請の前序シーケンスに存在し、置換後のファイルは進行中

の申請に存在しなければならない。 

「削除」操作を行なう際には、削除されたファイルは進行

中の申請の前序シーケンスに存在しなければならない。 

「追加」操作は、通常、STFへの操作にのみ適用する。STF

に追加操作を行う時は、同一研究の最新のSTFに行わなければ

ならない。STFへの操作に関する詳細要求は『ICH 試験タグ付

けファイル（STF）のeCTDバックボーンファイル技術仕様書V2.

6.1』を参照すること。申請者は、STF以外のファイルに「追加」

操作を行うことは推奨されない。 

バージョン上の分岐を避けるため、同一のリーフ要素に対

して複数回のライフサイクル操作を行うことはできない。例え

ば、シーケンス0000のリーフ要素は、シーケンス0001及び0002

に同時に置き変えることも、シーケンス0001に削除される前に

置き換えることもできない。 
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6.2 初回申請 

1つの申請の初回申請の初回提出に対して、そのシーケン

ス番号は0000とする。全ての申請資料のライフサイクル操作分

類は「新規作成」とする。 

 

6.3 撤回操作 

申請者は、「撤回」というシーケンス分類である場合、以

下の操作を行う必要がある。 

1. 現在の登録行為における前序シーケンスの新規作成され

たリーフ要素に対して、今回シーケンスでのバックボー

ンファイルから削除操作を行う必要がある。但し、申請

者は前序シーケンスのカバーレターと申請書を保留し、

今回シーケンスに新しいカバーレターを作成しなければ

ならない。 

2. 現在の登録行為における前序シーケンスの置換後のファ

イルについては、前序シーケンスでの置換前のファイル

に置換する必要がある。この場合、申請者は、対応する

リーフ要素に、前序シーケンスで既に提出されたファイ

ルパスを使用しなければならず、新規ファイルをアップ

ロードしてはならない。 

3. 現在の登録行為における前序シーケンスの削除されたリ

ーフ要素に対して、元の位置にリーフ要素を新規作成し、

前序シーケンスで対応するファイルパスを使用し、リー

フ要素名等の属性の一致性を保たなければならない。 

4. 撤回シーケンスにおいて、モジュール４のセクション4.

2.X又はモジュール5のセクション5.3.1.X ～ 5.3.5.Xの

ファイルに対して新規作成と置換操作を行う場合、対応

するSTFを生成する必要がある。削除操作を行う場合、

対応するSTFを生成する必要がない。 
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6.4 特定文書のライフサイクルの定義 

モジュール１のセクション1.0中のカバーレターファイル

については、そのライフサイクル操作の分類は必ず「新規作成」

とする。 

モジュール2のセクション1.2中の申請書ファイルについて

は、資料を補充する際に申請書の改訂が要求された場合、その

ライフサイクル操作の分類は「置換」とする。その他の場合、

そのライフサイクル操作の分類は常に「新規作成」とする。 

 

6.5 並行変更に関する要求 
 

複数の登録行為が同時に行われ審査を受ける場合、申請者

は、申請資料中のドキュメントに対対するライフサイクル操作

又は再使用の際に、規制当局に承認されていない内容を使用し

てはならないことを注意しなければならない。 

 

6.6 eCTDバックボーン属性の変更管理 

ICH eCTD DTD にモジュール2～モジュール5の一部のセクシ

ョンの任意属性と必須属性を定義する。(例えば、 2.3.S及び3.

2.Sでの有効成分と製造企業は必須属性で、2.3.P及び3.2.P で

の製品名、剤形、製造企業は任意属性である）。これらの属性

は、当該特定のセクションの内容を効果的かつ簡潔に説明し、

内容を区別しグループ化しやすくするためのものである。属性

値を更新する必要がある場合、既存するセクション2.3.Sと3.2.

Sの内容を削除し、新しいセクション2.3.Sと3.2.Sを通して全

ての関連資料を提出しなければならない。 

『ICH eCTD IWG Q&A及び仕様変更要求文書V1.31』66条に基

づき、「有効成分」の属性は、主に配合剤中の異なる原薬を区

別するためであり、一般名の使用を推奨する。「製造企業」 
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の属性は、原薬は複数の製造企業がある場合のライフサイクル

管理を容易にするためである。申請者は、各製造企業について

異なるセクション3.2.Sで区別する必要がないと判断した場合、

「全て」、「申請者」又は「指定していない」の属性値を使用

することができ、その後に製造企業を変更する時、属性値が変

更されないままで、申請資料の内容を更新することができる。 
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7. eCTD資料に関する要求 
 

7.1 外国語に関する要求 
 

申請者が提出する全ての申請資料は中国語で作成し、原文

を添付しなければならない。その他の言語の資料は参考文献と

して添付することができる。中国語の訳文は原文との内容が一

致しなければならない。臨床試験データの提出に関する要求は

『医薬品臨床試験データ提出指導原則（試行）』を参照するこ

と。言語属性が外国語で設定された参考文献は、特定のeCTD検

証基準に縛られない。詳細は『eCTD検証基準V1.0』のセクショ

ン6-PDF分析を参照すること。 

外国語資料の提出に関する詳細な技術要求は『eCTD検証基

準V1.0』のセクション3.5を参照すること。 

 

7.2 ファイルフォーマット、バージョン及びOCRに関す

る要求 

 

eCTD資料を作成する際に、申請者は『eCTD技術仕様書V1.0』

のセクション3.3.1での要求に従って正確なファイルフォーマ

ットを選択しなければならない。PDFファイルの場合、そのバ

ージョンは1.4、1.5、1.6、1.7又はPDF/A-1、PDF/A-2でなけれ

ばならない。 

PDFファイルの内容は、コピー可能・検索可能な要求を満

たさなければならない。申請者は、スキャンして作成されたPD

Fファイルではなく、WORDファイル等のソースファイルから変

換されたPDFファイルの使用が推奨される。 

申請資料に電子リソースへのアクセルできないファイル又

は第三者の署名を必要とするファイルを含んでいる場合、当該

部分の資料はスキャンして作成されたPDFファイルでも可能で 
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ある。スキャンして作成されたPDFファイルは紙のファイルを 

電子化したものである。中華人民共和国档案業界標準の『紙媒

体档案のデジタル化に関する技術仕様』（DA/T 31—2017）の関

連要求を参照することが推奨される。上述したスキャンして作

成されたPDFファイルの場合、光学文字認識（OCR）機能を使い、

内容のコピー可能・検索可能を確保しなければならない。 

申請者は以下の操作で内容を正確に変換できたことを確認

できる。１つ目は、特定のテキスト領域をハイライトすること。

２つ目は、特定の単語やフレーズを検索すること。テキスト領

域がハイライトできない、又は検索結果に単語やフレーズが表

示できない場合、OCRが当該テキストを識別していないことを

示している。 

 

7.3 ページ番号付けに関する要求 

 

ページ番号付けに関する要求は『ICH eCTDファイルフォー

マット仕様V1.2』を参照すること。 

 

7.4  ブックマークとハイパーテキストリンクに関する

要求 
 

申請者は、中国語の申請資料に対して、ファイル内部とフ

ァイルの間にブックマークとハイパーテキストリンクを作成し

なければならない。ベースライン分類の登録行為に対して、ブ

ックマークとハイパーテキストリンクの作成は必要ない。その

他のブックマークとハイパーテキストリンクに関する要求は

『eCTD 技術仕様書 V1.0』のセクション3.4を参照すること。 
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7.5 ファイル圧縮とファイル暗号化に関する要求  

申請者は提出する申請資料中のファイルを圧縮してはなら

ない。 

申請者は、提出する媒体及び申請資料中の任意のレベルの

単一ファイル・フォルダに対してセキュリティ設定又はパスワ

ード保護をしてはならない。ファイルの設定はプリント及びテ

キスト・グラフィックの選択を可能にしなければならない。た

だし、セクション 2.7.5、3.3、4.3、5.4 を除く。 

規制当局が申請資料の完全性と合法性を確認できるように、

申請者が提出するeCTD資料は、『ICH eCTD技術仕様書V3.2.2』

の要求に従って、MD5のアルゴリズムでチェックサムを生成さ

せ、バックボーンファイルとテキストファイルに記録されなけ

ればならない。 

 

7.6 ファイルサイズに関する要求 

申請者は、申請資料中の単一のPDFファイルのサイズを500

MB以内に収める必要がある。500MBを超えたファイルに対して、

申請者は、内容に応じて分割し、ファイル名で元のファイルが

分割されたことを示すことが推奨される。例えば、ファイル標

題-1、ファイル標題-2などである。 

単一の臨床データセットファイル（xptファイル）は最大4

GBまで可能である。 

 

7.7 電子署名に関する要求 

eCTD資料中の全てのPDFファイルに対して、申請者は、申

請者又は代理登録機関の電子署名を使用する必要があり、申請

書に対して法定代表者の電子署名を使用することが義務付けら

れる。電子署名の申請・受領と使用に関する詳細は、医薬品審 
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査センターウェブサイトのCAダイレクトリンクを参照すること。 

医薬品審査センターは、eCTD資料中の「1.0カバーレター

(セルフチェックリストを含める）、1.2申請書、1.3.8製品関

連証明書類（適用される場合）、1.10 上市後の変更（適用され

る場合）、1.11申請者/製造企業の証明書類、1.12零細企業の

証明書類（適用される場合）」のセクション中全てのPDFファ

イルに対して、電子署名をチェックし、チェックの結果不合格

になったeCTD資料は受け取り拒否される。 
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8. eCTD技術仕様書の更新プロセスと時間 

eCTD技術仕様書及びその付随ファイルは関連法規の改正に

伴って改訂を行い、eCTDパブリッシングツール、提出・受付プ

ロセスに影響を与える可能性がある。eCTD技術仕様書が更新さ

れた場合、eCTDのパブリッシングツールも同時に更新する必要

がある。規制当局は実際の状況に応じて、適切な移行期間を設

定する。 
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9. その他 

その他の規定されていない事項については、『医薬品登録

管理弁法』等の現行法、技術指導原則に関連する文書を参照し

て実施する。 
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10. 参考文献3 

1. ICH eCTD Specification and Related files  

——ICH eCTD 技術仕様書と関連文書。変更管理プロセ

ス、変更申請書、問答ドキュメントを含める。 

2. ICH Electronic Common Technical Document Specific

ation V3.2.2 

——『ICH eCTD 技術仕様書 V3.2.2』 

3. ICH The eCTD Backbone File Specification for Study 

Tagging Files V2 .6.1  

——『ICH 試験タグ付けファイルの eCTD バックボーンフ

ァイル技術仕様書V2.6.1』 

4. ICH Specification for Submission Formats for eCTD 

V 1 .2  

——『ICH eCTD ファイルフォーマット仕様V1.2』 

5. ICH eCTD IWG Question and Answer and Specification 

Change Request Document V1 .31  

——『ICH eCTD IWG Q&A及び仕様変更要求文書V1.31』 

6. 『eCTD 技術仕様書 V1 .0 』 

7. 『eCTD 検証基準 V1 .0 』 

 
 
 
 

3      関連参考文献はICHのウェブサイト（ https://www.ich.org/ ） 、 医薬品審査センター

のウェブサイト（https://www.cde.org.cn/）を参照すること 

http://www.ich.org/
http://www.cde.org.cn/%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%99%E3%82%8B
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8. 『医薬品臨床試験データ提出指導原則（試行）』 

9. 『医薬品登録申請資料のフォーマット、体裁及び整理仕

様』 
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11. 用語一覧 

用語 定義 

電子化コモン・テクニ

カル・ドキュメント 

（eCTD） 

電子化コモン・テクニカル・ドキュメントとは、医

薬品の登録、申請及び審査・評価に用いられる電子

化した登録文書である。エクステンシブル マークア

ップ ランゲージ（Extensible Markup Language，XM

L）を通じて、CTD仕様に適合する医薬品の申請資料

を電子化の形で整理・伝送・表示することができ

る。 

申請 申請とは、特定の監督・管理目的の為に、（例え

ば、臨床試験申請）整理及び提出されるデータセッ

トである。 

登録行為 登録行為とは、特定の登録目的の為に、初回提出か

ら承認を得るまでの全てのシーケンスのデータセッ

トであり、一つ又は複数のシーケンスを含めること

ができる。同一の登録行為における複数のシーケン

スは連続シーケンスでも不連続シーケンスでもよ

い。 

シーケンス シーケンスとは、特定の登録行為における一度提出

されたデータセットである。 

申請番号 申請番号とは、規制当局により申請者に割り当てら

れ、一つの申請がそのライフサイクルにわたる固有

の識別コードである。 

オリジナル番号 オリジナル番号とは、登録・承認手続きに入った医

薬品に与えられる一つの基本的かつ永続的なデータ

コードであり、監督当局により割り当てられ、申請

者・有効成分・剤形を識別するために用いられる固

有の識別コードである。 

関連シーケンス 

 

 

 

 

 

一つの登録行為における最初に提出されたシーケン

スは当該登録行為における提出された全てのシーケ

ンスの関連シーケンスと呼ばれる。 
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シーケンス番号 シーケンス番号とは、申請を行う手続き中に4桁の数

値文字の固有の文字列であり、同じ申請における異

なる提出シーケンスを区別するための固有の識別子

である。 

リーフ要素 

（leaf element） 

リーフ要素とは、eCTDバックボーンファイルの一部

であり、シーケンス中の提出する単一ファイルの参

照先アドレス、表示名、チェックサム、ライフサイ

クル操作等の情報セットである。 

封筒情報 封筒の情報とは、eCTDバックボーンファイルの一部

であり、申請資料を処理・整理する際に電子文書管

理システムに使用するメタデータを提供する。 

ベースライン ベースラインとは、申請者が既に紙媒体による申請

資料を提出した、上市許可を得た医薬品について、

紙媒体による提出からeCTDによる提出へ変更する登

録行為である。 

試験タグ付けファイル

（Study Tagging File

s, STF） 

試験タグ付けファイルとは、eCTDバックボーンファ

イルに含めていない研究主題・研究報告書の情報の

提供に用いられ、例えば、研究のフルネーム、研究 

ID、研究に使用された種、投与経路、研究期間、コ

ントロール分類等。 

MD5 MD5 メッセージ・ダイジェスト・アルゴリズム（MD5 

Message-Digest Algorithm）とは、広く使われてい

る暗号学的ハッシュ関数の一つであり、ファイルに

対応する一つのフィンガープリント（即ち、チェッ

クサム）を生成するために使用される。 

チェックサム（checks

um） 

MD5メッセージ・ダイジェスト・アルゴリズムを使っ

て生成されたファイルチェックサムであり、情報伝

送の完全性及び一致性を保証するために使用され

る。 
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DTD 文書型定義（Document Type Definition）とは、プ

ログラムの間でデータ交換のために作られたマーク

アップに関する文法規則であり、要素及び属性の使

用が正しいかどうか等、eCTDバックボーンファイル

の正当性を保証するために使用される。 

OCR 光学文字認識（Optical Character Recognition）と

は、光学的な手段でスキャンして作成されたPDFファ

イルを認識し、スキャンされたファイル内のテキス

トを検索できるようにするものである。 

検証 申請者と規制当局が公開で統一された検証基準に基

づいて、申請資料に対してチェック・検証するプロ

セスである。 
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別紙：カバーレターの雛型 
 
 
 
 

XX会社が申請するXX製品に関するXX申請 
 

 
 
 

1. CTDモジュール１のカバーレターで要求される内容。 

申請者は、最新版のCTDモジュール１のカバーレター

で要求される内容に従って詳細な説明を行う必要があ

る。 
 
2. シーケンスの提出・登録業務を担当する連絡者の情報 

シーケンスの提出・登録業務を担当する連絡者の氏

名、電話番号、メールアドレスを含めるが、これらに

限定されないものとする。 
 
3. 提出したシーケンスに適用されないドキュメントのリ

スト又は説明（適用される場合） 

提出したシーケンスに適用されないドキュメントが

ある場合、そのリストを作成する、又は説明する必要

がある。 
 
4. 提出したシーケンスの検証に関する情報 

今回提出したシーケンスに使用された検証ツール及

びそのバージョン情報、検証レポートにおける警告情

報の説明を含めるが、これらに限定されないものとす

る。 
 
5. 紙の資料とeCTD資料との内容が一致することに関する

承諾 

我が社は提出した紙の資料とeCTD資料との内容が完

全に一致することを承諾する。虚偽があった場合、我

が社が法的責任を負うことを認める。 
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6. 規定された期間内に全ての紙の資料の一括提出に関す

る承諾 

我が社は、受理されてから5営業日以内に全ての紙の

資料の一括提出をすることを承諾する。書面により補

充通知がある場合、我が社は補充資料が正式に受け取

られてから5営業日以内に全ての紙の補充資料の一括提

出をすることを承諾する。期限内に提出しなかった場

合、当該審査は医薬品登録停止として処理し、関連責

任とリスクは我が社が負うこととする。 
 
7. ウィルス検査に関する声明 

我が社は既にXXアンチウィルスソフトウェア（ソフ

トウェアバージョン番号XX、ウィルスライブラリバー

ジョン番号XX）で提出されたシーケンスを検査し、ウ

ィルスが見つからなかった。ウィルス検査の結果が異

常のため申請資料が受け取り拒否をされた場合、我が

社が関連責任とリスクを負うこととする。 
 
 
 
 
 
 
 

申請者/代理登録機関名：（公印押印） 

日付： 年 月 日 
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