○厚生労働省令第百五十五号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年

法律第六十三号）の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

加藤

勝信

全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を次のよう
に定める。
令和二年八月三十一日

厚生労働大臣

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係省令の整備等に関する省令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和三十六年厚生

（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正）
第一条

省令第一号）の一部を次の表のように改正する。
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改

正

後

改

正

前

（傍線部分は改正部分）

目次
目次
第一章～第五章 （略）
第一章～第五章 （略）
第六章 医薬品等の基準及び検定（第百九十六条の十四―第二百
第六章 医薬品等の検定（第百九十七条―第二百三条）
三条）
第七章・第八章 （略）
第七章・第八章 （略）
第九章 医薬品等の安全対策（第二百二十八条の十の二―第二百
第九章 医薬品等の安全対策（第二百二十八条の十一―第二百二
二十八条の二十七）
十八条の二十七）
第十章～第十二章 （略）
第十章～第十二章 （略）
第十三章 希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病
第十三章 希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病
用再生医療等製品等の指定等（第二百五十条―第二百
用再生医療等製品の指定等（第二百五十条―第二百五
五十三条）
十二条）
雑則（第二百五十四条―第二百八十九条）
第十四章 雑則（第二百五十三条―第二百八十九条）
附則
第十四章
附則

（開設の申請）
（開設の申請）
第一条 （略）
第一条 （略）
２ 法第四条第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のと ２ 法第四条第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のと
おりとする。
おりとする。
一・二 （略）
一・二 （略）
三 薬剤師不在時間（開店時間（営業時間のうち特定販売（その
三 薬剤師不在時間（開店時間（営業時間のうち特定販売（その
薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に
薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に
対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬で
対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬で
あるものを除く。第四項第二号ホ、第十四条の二、第十四条の
あるものを除く。第四条第二号ホ及び第十五条の六において同
三第一項及び第二項、第十五条の六、第百五十八条の十第一項
じ。）の販売又は授与をいう。以下同じ。）のみを行う時間を
及び第三項、第二百十八条の三、別表第一の二第二並びに別表
除いた時間をいう。以下同じ。）のうち、当該薬局において調
第一の三において同じ。）の販売又は授与をいう。以下同じ。
剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を
）のみを行う時間を除いた時間をいう。以下同じ。）のうち、
行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤
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当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所
師が不在となる時間をいう。以下同じ。）の有無
においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当
該薬局において薬剤師が不在となる時間をいう。以下同じ。）
の有無
四～六 （略）
四～六 （略）
３～８ （略）
３～８ （略）

（法第四条第五項第三号イ及びロの厚生労働省令で定める期間）
（法第四条第五項第三号イ及びロの厚生労働省令で定める期間）
第七条の二 法第四条第五項第三号イの厚生労働省令で定める期間 第七条の二 法第四条第五項第三号イの厚生労働省令で定める期間
は、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に
は、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に
掲げる期間とする。
掲げる期間とする。
一 法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品 法第十四
一 法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品 法第十四
条の四第一項第一号に規定する調査期間（同条第三項の規定に
条の四第一項第一号に規定する調査期間（同条第二項の規定に
よる延長が行われたときは、その延長後の期間）
よる延長が行われたときは、その延長後の期間）
二 （略）
二 （略）
（略）
２ （略）
２

（医薬品の購入等に関する記録）
（医薬品の購入等に関する記録）
第十四条 （略）
第十四条 （略）
２ 薬局開設者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、購 ２ 薬局開設者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、購
入者等から、薬局開設、医薬品の製造販売業、製造業若しくは販
入者等から、薬局開設、医薬品の製造販売業、製造業若しくは販
売業又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設の許可又
売業又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設の許可に
は届出に係る許可証又は届書の写し（以下「許可証等の写し」と
係る許可証の写し（以下単に「許可証の写し」という。）その他
いう。）その他の資料の提示を受けることで、購入者等の住所又
の資料の提示を受けることで、購入者等の住所又は所在地、電話
は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならない。
番号その他の連絡先を確認しなければならない。ただし、購入者
ただし、購入者等が当該薬局開設者と常時取引関係にある場合は
等が当該薬局開設者と常時取引関係にある場合は、この限りでは
、この限りではない。
ない。
３～６ （略）
３～６ （略）

（薬局医薬品の貯蔵等）
（薬局医薬品の貯蔵等）
第十四条の二 薬局開設者は、薬局医薬品（薬局製造販売医薬品を 第十四条の二 薬局開設者は、薬局医薬品を調剤室（薬局等構造設
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除く。）を調剤室（薬局等構造設備規則（昭和三十六年厚生省令
第二号）第一条第一項第十号に規定する調剤室をいう。）以外の
場所に貯蔵し、又は陳列してはならない。ただし、薬局製造販売
医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付
する場所以外の場所に貯蔵する場合は、この限りでない。

備規則（昭和三十六年厚生省令第二号）第一条第一項第十号に規
定する調剤室をいう。）以外の場所に貯蔵し、又は陳列してはな
らない。ただし、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、
又は交付する場所以外の場所に貯蔵する場合は、この限りでない
。

（医薬品を陳列する場所等の閉鎖）
（医薬品を陳列する場所等の閉鎖）
第十四条の三 薬局開設者は、開店時間のうち、薬局製造販売医薬 第十四条の三 薬局開設者は、開店時間のうち、要指導医薬品又は
品、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時
一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指導医薬品又
間は、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を通
は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなけれ
常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。
ばならない。
２ 薬局開設者は、開店時間のうち、薬局製造販売医薬品、要指導 ２ 薬局開設者は、開店時間のうち、要指導医薬品又は第一類医薬
医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間は、薬局
品を販売し、又は授与しない時間は、要指導医薬品陳列区画（薬
製造販売医薬品陳列区画（薬局等構造設備規則第一条第一項第十
局等構造設備規則第一条第一項第十一号ロに規定する要指導医薬
号の二ロに規定する薬局製造販売医薬品陳列区画をいう。以下同
品陳列区画をいう。以下同じ。）又は第一類医薬品陳列区画（同
じ。）、要指導医薬品陳列区画（同項第十一号ロに規定する要指
項第十二号ロに規定する第一類医薬品陳列区画をいう。以下同じ
導医薬品陳列区画をいう。以下同じ。）又は第一類医薬品陳列区
。）を閉鎖しなければならない。ただし、鍵をかけた陳列設備（
画（同項第十二号ロに規定する第一類医薬品陳列区画をいう。以
同項第十一号イに規定する陳列設備をいう。以下同じ。）に要指
下同じ。）を閉鎖しなければならない。ただし、鍵をかけた陳列
導医薬品又は第一類医薬品を陳列している場合は、この限りでな
設備（同項第十号の二イに規定する陳列設備をいう。以下同じ。
い。
）に薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は第一類医薬品を陳列
している場合は、この限りでない。
（略）
３ （略）
３

（調剤された薬剤の販売等）

（指定第二類医薬品の販売等）
（指定第二類医薬品の販売等）
第十五条の七 薬局開設者は、指定第二類医薬品を販売し、又は授 第十五条の七 薬局開設者は、指定第二類医薬品を販売し、又は授
与する場合は、当該指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けよ
与する場合は、当該指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けよ
うとする者が別表第一の二第二の七に掲げる事項を確実に認識で
うとする者が別表第一の二第二の六に掲げる事項を確実に認識で
きるようにするために必要な措置を講じなければならない。
きるようにするために必要な措置を講じなければならない。
（調剤された薬剤の販売等）

- 4 -

第十五条の十二 薬局開設者は、法第九条の二の規定により、調剤 第十五条の十二 薬局開設者は、法第九条の二の規定により、調剤
された薬剤につき、次に掲げる方法により、その薬局において薬
された薬剤につき、次に掲げる方法により、その薬局において薬
剤の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させな
剤の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させな
ければならない。
ければならない。
一・二 （略）
一・二 （略）
三 法第九条の三第五項の規定による情報の提供又は指導のため
（新設）
必要があると認めるときは、当該薬剤を購入し、又は譲り受け
ようとする者の連絡先を確認した後に、当該薬剤を販売し、又
は授与させること。
（略）
三 （略）
四

（調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等）
（調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等）
第十五条の十三 薬局開設者は、法第九条の三第一項の規定による 第十五条の十三 薬局開設者は、法第九条の三第一項の規定による
情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局におい
情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局におい
て薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならな
て薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならな
い。
い。
一・二 （略）
一・二 （略）
三 当該薬剤を使用しようとする者が患者の薬剤服用歴その他の
（新設）
情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳（別表第一を除き、
以下単に「手帳」という。）を所持しない場合はその所持を勧
奨し、当該者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳
を活用した情報の提供及び指導を行わせること。
四～六 （略）
三～五 （略）
２ 法第九条の三第一項の薬剤の適正な使用を確保することが可能 ２ 法第九条の三第一項の薬剤の適正な使用を確保することが可能
であると認められる方法として厚生労働省令で定めるものは、映
であると認められる方法として厚生労働省令で定めるものは、映
像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話
像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話
をすることが可能な方法であつて、次の各号に掲げる要件を満た
をすることが可能な方法であつて、次の各号に掲げる要件を満た
すものとする。この場合において、前項第一号中「設備がある場
すものとする。この場合において、前項第一号中「設備がある場
所」とあるのは、「設備がある場所（次項第二号に規定するオン
所」とあるのは、「設備がある場所（次項第二号に規定するオン
ライン服薬指導を行う場合にあつては、当該薬局内の場所）」と
ライン服薬指導を行う場合にあつては、当該薬局内の場所）」と
する。
する。
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一 （略）
一 （略）
二 次に掲げる事項を定めた服薬指導計画（この項に定める方法
二 次に掲げる事項を定めた服薬指導計画（この項に定める方法
により行われる法第九条の三第一項の規定による情報の提供及
により行われる法第九条の三第一項の規定による情報の提供及
び指導（以下「オンライン服薬指導」という。）に関する計画
び指導（以下「オンライン服薬指導」という。）に関する計画
であつて、薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授
であつて、薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授
与に従事する薬剤師に、薬剤を使用しようとする者ごとに、当
与に従事する薬剤師に、薬剤を使用しようとする者ごとに、当
該者の同意を得て策定させるものをいう。）に従つて行われる
該者の同意を得て策定させるものをいう。）に従つて行われる
こと。
こと。
イ～ホ （略）
～
（略）
三 （略）
三 （略）
３～５ （略）
３～５ （略）
(5)

第十五条の十四 薬局開設者は、法第九条の三第四項の規定による 第十五条の十四 薬局開設者は、法第九条の三第四項の規定による
情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局におい
情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局におい
て薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならな
て薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならな
い。
い。
一・二 （略）
一・二 （略）
三 当該薬剤を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必
（新設）
要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行わせる
こと。
（略）
三 （略）
四

第十五条の十四の二 法第九条の三第五項の厚生労働省令で定める （新設）
場合は、当該薬剤の適正な使用のため、情報の提供又は指導を行
う必要があるとその薬局において薬剤の販売又は授与に従事する
薬剤師が認める場合とする。
２ 前項に該当する場合、薬局開設者は、次に掲げる事項のうち、
その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師が必要と
認めるものについて、当該薬剤師に把握させなければならない。
一 第十五条の十三第五項第一号から第九号までに掲げる事項
二 当該薬剤の服薬状況

- 6 -

(1)

三 当該薬剤を使用する者の服薬中の体調の変化
四 その他法第九条の三第五項の規定による情報の提供又は指導
を行うために把握が必要な事項
３ 薬局開設者は、法第九条の三第五項の規定による情報の提供又
は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売
又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。
一 当該薬剤の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止する
ために必要な事項について説明を行わせること。
二 当該薬剤の用法、用量、使用上の注意、当該薬剤との併用を
避けるべき医薬品その他の当該薬剤の適正な使用のために必要
な情報を、当該薬剤を購入し、又は譲り受けた者の状況に応じ
て個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること。
三 当該薬剤を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必
要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行わせる
こと。
当該情報の提供又は指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせる
こと。
四

第十五条の十四の三 法第九条の三第六項の規定により、薬局開設 （新設）
者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に
記録させなければならない事項は、次のとおりとする。
一 法第九条の三第一項、第四項又は第五項の規定による情報の
提供及び指導を行つた年月日
二 前号の情報の提供及び指導の内容の要点
三 第一号の情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
四 第一号の情報の提供及び指導を受けた者の氏名及び年齢
薬局開設者は、前項の記録を、その記載の日から三年間、保存
しなければならない。
２

（医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当な場合）
（医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当な場合）
第三十九条 法第十四条第二項第三号ハ（同条第十三項において準 第三十九条 法第十四条第二項第三号ハ（同条第九項において準用
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２

用する場合を含む。次項において同じ。）の医薬品又は医薬部外
する場合を含む。次項において同じ。）の医薬品又は医薬部外品
品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請
として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に
に係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生上著しく
係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生上著しく不
不適当な場合とする。
適当な場合とする。
（略）
２ （略）

（厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作
成される医薬品）

（承認申請書に添付すべき資料等）
（承認申請書に添付すべき資料等）
第四十条 法第十四条第三項（同条第十三項において準用する場合 第四十条 法第十四条第三項（同条第九項において準用する場合を
を含む。）の規定により第三十八条第一項又は第四十六条第一項
含む。）の規定により第三十八条第一項又は第四十六条第一項の
の申請書に添付しなければならない資料は、次の各号に掲げる承
申請書に添付しなければならない資料は、次の各号に掲げる承認
認の区分及び申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の有効成
の区分及び申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の有効成分
分の種類、投与経路、剤形等に応じ、当該各号に掲げる資料とす
の種類、投与経路、剤型等に応じ、当該各号に掲げる資料とする
る。
。
一～三 （略）
一～三 （略）
２ 前項の規定にかかわらず、法第十四条第三項（同条第十三項に ２ 前項の規定にかかわらず、法第十四条第三項（同条第九項にお
おいて準用する場合を含む。）の規定により第三十八条第一項又
いて準用する場合を含む。）の規定により第三十八条第一項又は
は第四十六条第一項の申請書に添付しなければならない資料につ
第四十六条第一項の申請書に添付しなければならない資料につい
いて、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる
て、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場
場合、法第十四条第五項の規定により臨床試験の試験成績に関す
合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合におい
る資料の一部の添付を要しないこととされた場合その他資料の添
ては、その資料を添付することを要しない。ただし、法第十四条
付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を
の四第一項第一号に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用
添付することを要しない。ただし、法第十四条の四第一項第一号
法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められる医薬品に
に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及
ついては、当該新医薬品の再審査期間中は、当該新医薬品の承認
び効果が同一性を有すると認められる医薬品については、当該新
申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は
医薬品の再審査期間中は、当該新医薬品の承認申請において資料
、医学薬学上公知であると認められない。
を添付することを要しないとされたもの以外は、医学薬学上公知
であると認められない。
３～５ （略）
３～５ （略）
（厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作
成される医薬品）
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第四十二条 法第十四条第三項後段（同条第十三項において準用す 第四十二条 法第十四条第三項後段（同条第九項において準用する
る場合を含む。）の厚生労働省令で定める医薬品は、法第十四条
場合を含む。）の厚生労働省令で定める医薬品は、法第十四条第
第一項に規定する医薬品（人又は動物の皮膚に貼り付けられる医
一項に規定する医薬品（人又は動物の皮膚に貼り付けられる医薬
薬品、薬局製造販売医薬品、令第八十条の規定により承認の権限
品、薬局製造販売医薬品、令第八十条の規定により承認の権限に
に属する事務を都道府県知事が行うこととされている医薬品及び
属する事務を都道府県知事が行うこととされている医薬品及び専
専ら動物のために使用することが目的とされている医薬品を除く
ら動物のために使用することが目的とされている医薬品を除く。
。）とする。
）とする。

（申請資料の信頼性の基準）
（申請資料の信頼性の基準）
第四十三条 法第十四条第三項後段（同条第十三項において準用す 第四十三条 法第十四条第三項後段（同条第九項において準用する
る場合を含む。）に規定する資料は、医薬品の安全性に関する非
場合を含む。）に規定する資料は、医薬品の安全性に関する非臨
臨床試験の実施の基準に関する省令（平成九年厚生省令第二十一
床試験の実施の基準に関する省令（平成九年厚生省令第二十一号
号）及び医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成九年
）及び医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成九年厚
厚生省令第二十八号）に定めるもののほか、次に掲げるところに
生省令第二十八号）に定めるもののほか、次に掲げるところによ
より、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
り、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
一 （略）
一 （略）
二 前号の調査又は試験において、申請に係る医薬品についてそ
二 前号の調査又は試験において、申請に係る医薬品についてそ
の申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる
の申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる
調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試
調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試
験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資
験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果は当該資
料に記載されていること。
料に記載されていること。
三 当該資料の根拠になつた資料は、法第十四条第一項又は第十
三 当該資料の根拠になつた資料は、法第十四条第一項又は第九
三項の承認を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されて
項の承認を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されてい
いること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難である
ること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると
と認められるものにあつては、この限りではない。
認められるものにあつてはこの限りではない。

（原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることが
（原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることが
できる資料）
できる資料）
第四十五条 法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請をしよう 第四十五条 法第十四条第一項又は第九項の承認の申請をしようと
とする者は、第二百八十条の四第一項の登録証の写し及び当該原
する者は、第二百八十条の四第一項の登録証の写し及び当該原薬
薬等についての法第八十条の六第一項の登録を受けた者（以下「
等についての法第八十条の六第一項の登録を受けた者（以下「原
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原薬等登録業者」という。）との契約書その他の当該原薬等を申
請に係る品目に使用することを証する書類をもつて、法第十四条
第三項の資料のうち、第四十条第一項第一号ロからニまでに掲げ
る資料の一部に代えることができる。

薬等登録業者」という。）との契約書その他の当該原薬等を申請
に係る品目に使用することを証する書類をもつて、法第十四条第
三項の資料のうち、第四十条第一項第一号ロからニまでに掲げる
資料の一部に代えることができる。

（臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこと
とすることができるとき）
第四十五条の二 法第十四条第五項（同条第十三項において準用す （新設）
る場合を含む。次条において同じ。）の厚生労働省令で定めると
きは、法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請に係る医薬品
が希少疾病用医薬品、先駆的医薬品又は特定用途医薬品その他の
医療上特にその必要性が高いと認められるものである場合であつ
て、当該医薬品の有効性及び安全性を検証するための十分な人数
を対象とする臨床試験（以下「検証的臨床試験」という。）の実
施が困難であるとき又はその実施に相当の時間を要すると判断さ
れるときとする。ただし、法第十四条第一項又は第十三項の承認
の申請に係る医薬品の有効性及び安全性を評価することが可能な
臨床試験の試験成績又はこれに代わる資料が存在しないときは、
この限りでない。
（臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこと
とする場合の手続）
第四十五条の三 法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請をし （新設）
ようとする者は、臨床試験の試験成績に関する資料のうち検証的
臨床試験の試験成績に係るものの添付を要しないこととすること
を申し出ることができる。
２ 前項の申出は、第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申請
書に前条の規定に該当する事実に関する資料を添付して厚生労働
大臣に提出することによつて行うものとする。
厚生労働大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付
資料により法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請に係る医
３
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薬品が前条に規定するときに該当すると認めるときは、法第十四
条第五項の規定に基づき、臨床試験の試験成績に関する資料のう
ち検証的臨床試験の試験成績に係るものの添付を要しないことと
すること（次項において「検証的臨床試験の試験成績の提出免除
」という。）ができる。
４ 厚生労働大臣は、第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申
請書及び第四十条第一項、第四項又は第五項の規定により提出さ
れた添付資料により法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請
に係る医薬品が前条に規定するときに該当すると認めるときは、
法第十四条第五項の規定に基づき、検証的臨床試験の試験成績の
提出免除ができる。
５ 厚生労働大臣が法第十四条の二第一項の規定により機構に法第
十四条第十一項（同条第十三項において準用する場合を含む。次
条第二項において同じ。）の調査を行わせることとした場合にお
ける第二項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」と
あるのは、「機構を経由して厚生労働大臣」とする。
（医薬品の使用の成績に関する資料その他の資料の提出に係る手
続）
第四十五条の四 法第十四条第十項（同条第十三項において準用す （新設）
る場合を含む。）の規定により条件を付した法第十四条第一項又
は第十三項の承認（以下「医薬品条件付き承認」という。）を受
けた者は、法第十四条の四第一項各号に定める期間を超えない範
囲内において厚生労働大臣が指定する期間内に、様式第二十二の
二による申請書に添えて資料を提出しなければならない。
２ 厚生労働大臣が法第十四条第十一項の調査のため必要と認めて
当該医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、医薬品
条件付き承認を受けた者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しな
ければならない。
（法第十四条第十項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料）
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第四十五条の五 前条第一項の申請書に添付する資料については、 （新設）
第五十九条第一項及び第三項の規定を準用する。ただし、第六十
三条第二項の規定による報告に際して提出した資料の概要その他
当該医薬品の効能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認
後に得られた研究報告に関する資料は不要とする。
（法第十四条第十項後段の厚生労働省令で定める医薬品）
第四十五条の六 法第十四条第十項後段の厚生労働省令で定める医 （新設）
薬品については、第六十条の規定を準用する。
（法第十四条第十項後段の資料の信頼性の基準）
第四十五条の七 法第十四条第十項後段（同条第十三項において準 （新設）
用する場合を含む。）の資料の収集及び作成については、第四十
三条の規定を準用する。この場合において、同条中「医薬品の安
全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成九年厚
生省令第二十一号）」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査及
び試験の実施の基準に関する省令（平成十六年厚生労働省令第百
七十一号）、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に
関する省令（平成九年厚生省令第二十一号）」と、「法第十四条
第一項又は第十三項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」
とあるのは「法第十四条の四第一項の再審査の終了の日」と読み
替えるものとする。

（承認事項の一部変更の承認）
（承認事項の一部変更の承認）
第四十六条 法第十四条第十三項の医薬品、医薬部外品又は化粧品 第四十六条 法第十四条第九項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の
の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第二十三
製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第二十三に
による申請書（厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通
よる申請書（厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及
及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通
び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通）
）を提出することによつて行うものとする。
を提出することによつて行うものとする。
法第十四条の三第一項の規定により法第十四条第十三項の承認 ２ 法第十四条の三第一項の規定により法第十四条第九項の承認を
を申請しようとするときは、前項の申請書に、第三十八条第二項
申請しようとするときは、前項の申請書に、第三十八条第二項第
２
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第二号に掲げる書類を添えなければならない。

二号に掲げる書類を添えなければならない。

（承認事項の軽微な変更の範囲）
（承認事項の軽微な変更の範囲）
第四十七条 法第十四条第十三項の厚生労働省令で定める軽微な変 第四十七条 法第十四条第九項の厚生労働省令で定める軽微な変更
更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。
は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。
一～五 （略）
一～五 （略）
（軽微な変更の届出）
第四十八条 法第十四条第十四項の規定による届出は、様式第二十
四による届書（正副二通）を厚生労働大臣（令第八十条の規定に
より法第十四条第十四項に規定する権限に属する事務を都道府県
知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事）に
提出することによつて行うものとする。
２ 前項の届出は、法第十四条第十三項の軽微な変更をした後三十
日以内に行わなければならない。
３ 厚生労働大臣が法第十四条の二第一項の規定により機構に法第
十四条の二第一項に規定する医薬品審査等を行わせることとした
場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働
大臣（令第八十条の規定により法第十四条第十四項に規定する権
限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあ
つては、都道府県知事）」とあるのは、「機構」とする。

（軽微な変更の届出）
第四十八条 法第十四条第十項の規定による届出は、様式第二十四
による届書（正副二通）を厚生労働大臣（令第八十条の規定によ
り法第十四条第十項に規定する権限に属する事務を都道府県知事
が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事）に提出
することによつて行うものとする。
２ 前項の届出は、法第十四条第九項の軽微な変更をした後三十日
以内に行わなければならない。
３ 厚生労働大臣が法第十四条の二第一項（法第十九条の二第五項
及び第六項において準用する場合を含む。）の規定により機構に
法第十四条の二第一項に規定する医薬品審査等を行わせることと
した場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生
労働大臣（令第八十条の規定により法第十四条第十項に規定する
権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合に
あつては、都道府県知事）」とあるのは、「機構」とする。

（承認台帳の記載事項）
（承認台帳の記載事項）
第四十九条 令第十九条第一項に規定する法第十四条第一項及び第 第四十九条 令第十九条第一項に規定する法第十四条第一項及び第
十三項の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする
九項の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
。
一～十 （略）
一～十 （略）

（医薬品等適合性調査の申請）
（医薬品等適合性調査の申請）
第五十条 法第十四条第七項（同条第十三項において準用する場合 第五十条 法第十四条第六項（同条第九項において準用する場合を
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（機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認
に係る審査又は調査の申請）
第五十四条 法第十四条の二第一項の規定により機構に法第十四条
の承認のための審査を行わせることとしたときは、令第二十七条
第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に係る法第十四
条第一項又は第九項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請を
しなければならない。
２ 法第十四条の二第一項の規定により機構に法第十四条第五項後
段（同条第九項において準用する場合を含む。）の調査を行わせ
ることとしたときは、令第二十七条第一項に規定する医薬品であ
つて第四十二条に規定するものに係る法第十四条第一項又は第九
項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならな
い。
３ 前二項の申請は、様式第二十七による申請書を当該申請に係る
品目の法第十四条第一項又は第九項の承認の申請書に添付して行
うものとする。
４ 法第十四条の二第一項の規定により機構が行う法第十四条の承
認のための審査及び同条第五項（同条第九項において準用する場
合を含む。）の調査（次条において「医薬品等審査等」という。
）については、第四十条第五項の規定を準用する。この場合にお
いて、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもの
のほか、厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「機構」と
、「審査」とあるのは「審査又は法第十四条第五項（同条第九項
において準用する場合を含む。）の調査」と、「厚生労働大臣又

を含む。）の調査（以下この章において「医薬品等適合性調査」
含む。）の調査（以下この章において「医薬品等適合性調査」と
という。）の申請は、様式第二十五による申請書を厚生労働大臣
いう。）の申請は、様式第二十五による申請書を厚生労働大臣（
（令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府
令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県
県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事）
知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事）に
に提出することによつて行うものとする。
提出することによつて行うものとする。
２・３ （略）
２・３ （略）
（機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認
に係る審査又は調査の申請）
第五十四条 厚生労働大臣が法第十四条の二第一項の規定により機
構に法第十四条の承認のための審査を行わせることとしたときは
、令第二十七条第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品
に係る法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請者は、機構に
当該審査の申請をしなければならない。
２ 厚生労働大臣が法第十四条の二第一項の規定により機構に法第
十四条第六項後段（同条第十三項において準用する場合を含む。
）の調査を行わせることとしたときは、令第二十七条第一項に規
定する医薬品であつて第四十二条に規定するものに係る法第十四
条第一項又は第十三項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請
をしなければならない。
３ 前二項の申請は、様式第二十七による申請書を当該申請に係る
品目の法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請書に添付して
行うものとする。
４ 法第十四条の二第一項の規定により機構が行う法第十四条の承
認のための審査及び同条第六項（同条第十三項において準用する
場合を含む。）の調査（次条において「医薬品等審査等」という
。）については、第四十条第五項の規定を準用する。この場合に
おいて、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するも
ののほか、厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「機構」
と、「審査」とあるのは「審査又は法第十四条第六項（同条第十
三項において準用する場合を含む。）の調査」と、「厚生労働大
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臣又は都道府県知事に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大
臣に」と読み替えるものとする。
５ 厚生労働大臣が法第十四条の二第一項の規定により機構に法第
十四条第十一項（同条第十三項において準用する場合を含む。以
下この条において同じ。）の調査を行わせることとしたときは、
医薬品条件付き承認を受けた者は、機構に令第二十七条第一項に
規定する医薬品であつて当該医薬品条件付き承認に係るものに係
る当該調査の申請をしなければならない。
６ 前項の申請は、様式第二十七の二による申請書を当該申請に係
る品目の法第十四条第十一項の調査の申請書に添付して行うもの
とする。
７ 法第十四条の二第一項の規定により機構が行う法第十四条第十
一項の調査については、第四十五条の四第二項の規定を準用する
。この場合において、同項中「厚生労働大臣が」とあるのは「機
構が」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生
労働大臣に」と読み替えるものとする。
８ 第五項の申請書に添付する資料については、第五十九条第一項
及び第三項の規定を準用する。

は都道府県知事に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に
」と読み替えるものとする。
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（機構による医薬品等審査等の結果の通知）
（機構による医薬品等審査等の結果の通知）
第五十五条 （略）
第五十五条 （略）
２ 法第十四条の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う ２ 法第十四条の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う
法第十四条第七項（同条第十三項において準用する場合を含む。
法第十四条第六項（同条第九項において準用する場合を含む。）
）の調査の結果の通知は、様式第二十六による通知書によつて行
の調査の結果の通知は、様式第二十六による通知書によつて行う
うものとする。
ものとする。
３ 法第十四条の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う ３ 法第十四条の二第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う
法第十四条第十四項の届出の状況の通知は、様式第二十九による
法第十四条第十項の届出の状況の通知は、様式第二十九による通
通知書によつて行うものとする。
知書によつて行うものとする。

（再審査に関する調査期間に係る厚生労働省令で定める医薬品）
（再審査に関する調査期間に係る厚生労働省令で定める医薬品）
第五十七条 法第十四条の四第一項第一号イに規定する厚生労働省 第五十七条 法第十四条の四第一項第一号イに規定する厚生労働省
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２

２ 前項の資料については、第四十条第三項の規定を準用する。
３・４ （略）

（新設）

（再審査申請書に添付すべき資料等）
第五十九条 法第十四条の四第四項の規定により第五十六条の申請
書に添付しなければならない資料は、申請に係る医薬品の使用成
績に関する資料、第六十三条第二項の規定による報告に際して提
出した資料の概要その他当該医薬品の効能又は効果及び安全性に
関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する資料とす
る。

令で定める医薬品は、その製造販売の承認のあつた日後六年を超
令で定める医薬品は、その製造販売の承認のあつた日後六年を超
える期間当該医薬品の副作用によるものと疑われる疾病、障害若
える期間当該医薬品の副作用によるものと疑われる疾病、障害若
しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症（第六十二
しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症（第六十二
条及び第六十三条において「副作用等」という。）その他の使用
条及び第六十三条において「副作用等」という。）その他の使用
の成績等に関する調査が必要であると認められる希少疾病用医薬
の成績等に関する調査が必要であると認められる希少疾病用医薬
品又は先駆的医薬品以外の医薬品とする。
品以外の医薬品とする。
（略）
２ （略）

（再審査申請書に添付すべき資料等）
第五十九条 法第十四条の四第五項の規定により第五十六条の申請
書に添付しなければならない資料は、申請に係る医薬品の使用成
績に関する資料、第六十三条第二項の規定による報告に際して提
出した資料の概要その他当該医薬品の効能又は効果及び安全性に
関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する資料とす
る。ただし、使用成績に関する資料については、添付を必要とし
ない合理的理由がある場合は、この限りでない。
２ 前項の場合において、法第十四条の四第一項の再審査の申請を
する者は、法第十四条第十項（同条第十三項において準用する場
合を含む。）に基づき収集及び作成され厚生労働大臣に既に提出
された資料については、その添付を要しない。
３ 第一項の資料については、第四十条第三項の規定を準用する。
４・５ （略）

（再審査の調査に係る医薬品の範囲）
（再審査の調査に係る医薬品の範囲）
第六十条 法第十四条の四第五項後段の厚生労働省令で定める医薬 第六十条 法第十四条の四第四項後段の厚生労働省令で定める医薬
品は、同条第一項各号に掲げる医薬品とする。
品は、同条第一項各号に掲げる医薬品とする。

（再審査申請資料の信頼性の基準）
（再審査申請資料の信頼性の基準）
第六十一条 法第十四条の四第五項後段の資料については、第四十 第六十一条 法第十四条の四第四項後段の資料については、第四十
三条の規定を準用する。この場合において、同条中「医薬品の安
三条の規定を準用する。この場合において、同条中「医薬品の安
全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成九年厚
全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成九年厚

- 16 -

生省令第二十一号）」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査及
び試験の実施の基準に関する省令（平成十六年厚生労働省令第百
七十一号）、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に
関する省令（平成九年厚生省令第二十一号）」と、「法第十四条
第一項又は第十三項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」
とあるのは「法第十四条の四第一項の再審査の終了の日」と読み
替えるものとする。

生省令第二十一号）」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査及
び試験の実施の基準に関する省令（平成十六年厚生労働省令第百
七十一号）、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に
関する省令（平成九年厚生省令第二十一号）」と、「法第十四条
第一項又は第九項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」と
あるのは「法第十四条の四第一項の再審査の終了の日」と読み替
えるものとする。

（新医薬品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等）
（新医薬品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等）
第六十二条 次の各号に掲げる医薬品（医療用医薬品を除く。）に 第六十二条 次の各号に掲げる医薬品（医療用医薬品を除く。）に
つき法第十四条の承認を受けた者が行う法第十四条の四第七項の
つき法第十四条の承認を受けた者が行う法第十四条の四第六項の
調査は、当該各号に定める期間当該医薬品の副作用等その他の使
調査は、当該各号に定める期間当該医薬品の副作用等その他の使
用の成績等について行うものとする。
用の成績等について行うものとする。
一 法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品 同号に規
一 法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品 同号に規
定する調査期間（同条第三項の規定による延長が行われたとき
定する調査期間（同条第二項の規定による延長が行われたとき
は、その延長後の期間）
は、その延長後の期間）
二 （略）
二 （略）
２ 法第十四条の四第七項の規定による厚生労働大臣に対する報告 ２ 法第十四条の四第六項の規定による厚生労働大臣に対する報告
又は法第十四条の五第二項前段の規定による機構に対する報告は
又は法第十四条の五第二項前段の規定による機構に対する報告は
、次に掲げる事項について行うものとする。
、次に掲げる事項について行うものとする。
一～七 （略）
一～七 （略）
３・４ （略）
３・４ （略）

（安全性定期報告等）
（安全性定期報告等）
第六十三条 医療用医薬品であつて前条第一項各号に該当するもの 第六十三条 医療用医薬品であつて前条第一項各号に該当するもの
につき法第十四条の承認を受けた者が行う法第十四条の四第七項
につき法第十四条の承認を受けた者が行う法第十四条の四第六項
の調査は、前条第一項各号に定める期間当該医療用医薬品の副作
の調査は、前条第一項各号に定める期間当該医療用医薬品の副作
用等の発現状況その他の使用の成績等（外国で使用される物であ
用等の発現状況その他の使用の成績等（外国で使用される物であ
つて当該医療用医薬品と成分が同一のもの（以下この条において
つて当該医療用医薬品と成分が同一のもの（以下この条において
「成分同一物」という。）がある場合には、当該物に係るものを
「成分同一物」という。）がある場合には、当該物に係るものを
含む。）について行うものとする。
含む。）について行うものとする。
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２ 法第十四条の四第七項の規定による厚生労働大臣に対する報告
又は法第十四条の五第二項前段の規定による機構に対する報告は
、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第四十五条
の四の規定により提出した資料に係る事項は不要とする。
一～十 （略）
３ 前項の報告は、当該調査に係る医薬品の製造販売の承認の際に
厚生労働大臣が指定した日から起算して、二年間は半年以内ごと
に、それ以降は一年（厚生労働大臣が指示する医薬品にあつては
、厚生労働大臣が指示する期間）以内ごとに、その期間の満了後
七十日（第一項の調査により得られた資料が邦文以外で記載され
ている場合においては、三月）以内に行わなければならない。
４ 前項に規定する期間の満了日（この項において「報告期限日」
という。）が前条第一項各号の期間の満了日以降となる場合にあ
つては、前項の規定にかかわらず、法第十四条の四第一項に基づ
き再審査の申請を行うことをもつて、前条第一項各号の期間の満
了日以降に報告期限日が到来する場合における第二項の報告に代
えることができる。
（略）
５

２ 法第十四条の四第六項の規定による厚生労働大臣に対する報告
又は法第十四条の五第二項前段の規定による機構に対する報告は
、次に掲げる事項について行うものとする。

（略）

一～十 （略）
３ 前項の報告は、当該調査に係る医薬品の製造販売の承認の際に
厚生労働大臣が指定した日から起算して、二年間は半年ごとに、
それ以降は一年ごとに（厚生労働大臣が指示する医薬品にあつて
は、厚生労働大臣が指示する期間ごとに）、その期間の満了後七
十日（第一項の調査により得られた資料が邦文以外で記載されて
いる場合においては、三月）以内に行わなければならない。
４ 前項に規定する期間の満了日（この項において「報告期限日」
という。）が第一項に規定する期間の満了日後となる場合にあつ
ては、前項の規定にかかわらず、当該報告期限日に係る調査につ
いては、当該調査開始後九月以内に報告を行わなければならない
。
５

（機構に対する再審査に係る確認又は調査の申請）
（機構に対する再審査に係る確認又は調査の申請）
第六十四条 法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の 第六十四条 法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の
二第一項の規定により機構に法第十四条の四第四項の規定による
二第一項の規定により機構に法第十四条の四第三項の規定による
確認又は同条第六項の規定による調査（以下この条及び次条にお
確認又は同条第五項の規定による調査（以下この条及び次条にお
いて「医薬品確認等」という。）を行わせることとしたときは、
いて「医薬品確認等」という。）を行わせることとしたときは、
令第二十九条に規定する医薬品に係る法第十四条の四第一項の再
令第二十九条に規定する医薬品に係る法第十四条の四第一項の再
審査の申請者は、機構に当該医薬品確認等の申請をしなければな
審査の申請者は、機構に当該医薬品確認等の申請をしなければな
らない。
らない。
２ （略）
２ （略）
３ 法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の二第一項 ３ 法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の二第一項
の規定により機構が行う医薬品確認等については、第五十九条第
の規定により機構が行う医薬品確認等については、第五十九条第
五項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項及び
四項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項及び
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前項において準用する第四十条第四項に規定するもののほか、厚
生労働大臣が当該」とあるのは「機構が」と、「再審査」とある
のは「法第十四条の四第四項の規定による確認又は同条第六項の
規定による調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経
由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。

前項において準用する第四十条第四項に規定するもののほか、厚
生労働大臣が当該」とあるのは「機構が」と、「再審査」とある
のは「法第十四条の四第三項の規定による確認又は同条第五項の
規定による調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経
由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。

（医薬品の再評価の申請等）
（医薬品の再評価の申請等）
第六十六条 （略）
第六十六条 （略）
２～４ （略）
２～４ （略）
５ 法第十四条の六第四項の資料については、第四十三条の規定を ５ 法第十四条の六第四項の資料については、第四十三条の規定を
準用する。この場合において、同条中「医薬品の安全性に関する
準用する。この場合において、同条中「医薬品の安全性に関する
非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成九年厚生省令第二十
非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成九年厚生省令第二十
一号）」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施
一号）」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施
の基準に関する省令（平成十六年厚生労働省令第百七十一号）、
の基準に関する省令（平成十六年厚生労働省令第百七十一号）、
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（
平成九年厚生省令第二十一号）」と、「法第十四条第一項又は第
平成九年厚生省令第二十一号）」と、「法第十四条第一項又は第
十三項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「
九項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法
法第十四条の六の再評価の終了の日」と読み替えるものとする。
第十四条の六の再評価の終了の日」と読み替えるものとする。
（医薬品の再評価に係る公示の方法）
第六十六条の二 法第十四条の六第一項の規定による公示は、官報 （新設）
に掲載する方法により行うものとする。

（承継の届出）
（承継の届出）
第六十九条 法第十四条の八第一項の厚生労働省令で定める資料及 第六十九条 法第十四条の八第一項の厚生労働省令で定める資料及
び情報は、次のとおりとする。
び情報は、次のとおりとする。
一 （略）
一 （略）
二 法第十四条第一項の承認の申請及び同条第十三項の当該承認
二 法第十四条第一項の承認の申請及び同条第九項の当該承認事
事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根
項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠
拠となつた資料
となつた資料
法第十四条第十項（同条第十三項において準用する場合を含
（新設）
三
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む。）に規定する使用の成績に関する資料その他の資料
四 （略）
三 （略）
五 法第十四条の四第七項の規定による報告に際して提出した資
四 法第十四条の四第六項の規定による報告に際して提出した資
料及びその根拠となつた資料
料及びその根拠となつた資料
六～十 （略）
五～九 （略）
２・３ （略）
２・３ （略）

（製造販売のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る
（製造販売のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る
手続）
手続）
第九十四条 製造販売のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、 第九十四条 製造販売のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、
業として、輸入しようとする製造販売業者は、通関のときまでに
業として、輸入しようとする製造販売業者は、通関のときまでに
、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われている
、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われている
ことを証する書類又はその写しを有していなければならない。
ことを証する書類又はその写しを有していなければならない。
一 法第十四条第一項若しくは第十三項（法第十九条の二第五項
一 法第十四条第一項若しくは第九項（法第十九条の二第五項に
において準用する場合を含む。）の承認又はその申請
おいて準用する場合を含む。）の承認又はその申請
二・三 （略）
二・三 （略）

（製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続
（製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続
）
）
第九十五条 製造のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、業と 第九十五条 製造のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、業と
して、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに、輸入し
して、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに、輸入し
ようとする品目について、次のいずれかが行われていることを証
ようとする品目について、次のいずれかが行われていることを証
する書類又はその写しを有していなければならない。
する書類又はその写しを有していなければならない。
一 法第十四条第一項若しくは第十三項（法第十九条の二第五項
一 法第十四条第一項若しくは第九項（法第十九条の二第五項に
において準用する場合を含む。）の承認又はその申請
おいて準用する場合を含む。）の承認又はその申請
二～四 （略）
二～四 （略）

（資料の保存）
（資料の保存）
第百一条 医薬品等承認取得者は、次の各号に掲げる資料を、それ 第百一条 医薬品等承認取得者は、次の各号に掲げる資料を、それ
ぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、資
ぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、資
料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつ
料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつ
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ては、この限りでない。
一 法第十四条第一項又は第十三項の承認の申請に際して提出し
た資料の根拠となつた資料 承認を受けた日から五年間。ただ
し、法第十四条の四第一項の再審査を受けなければならない医
薬品（承認を受けた日から再審査が終了するまでの期間が五年
を超えるものに限る。）に係る資料にあつては、再審査が終了
するまでの期間
二 法第十四条第十項（同条第十三項において準用する場合を含
む。）に規定する使用の成績に関する資料その他の資料 再審
査が終了するまでの期間
三 法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料
の根拠となつた資料（前二号に掲げる資料を除く。） 再審査
が終了した日から五年間
四 法第十四条の六の医薬品の再評価の申請に際して提出した資
料の根拠となつた資料（前三号に掲げる資料を除く。） 再評
価が終了した日から五年間

ては、この限りでない。
一 法第十四条第一項又は第九項の承認の申請に際して提出した
資料の根拠となつた資料 承認を受けた日から五年間。ただし
、法第十四条の四第一項の再審査を受けなければならない医薬
品（承認を受けた日から再審査が終了するまでの期間が五年を
超えるものに限る。）に係る資料にあつては、再審査が終了す
るまでの期間
（新設）

二 法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料
の根拠となつた資料（前号に掲げる資料を除く。） 再審査が
終了した日から五年間
三 法第十四条の六の医薬品の再評価の申請に際して提出した資
料の根拠となつた資料（前二号に掲げる資料を除く。） 再評
価が終了した日から五年間

（外国製造医薬品等の製造販売承認台帳の記載事項）
（外国製造医薬品等の製造販売承認台帳の記載事項）
第百三条 令第十九条に規定する法第十九条の二第一項及び同条第 第百三条 令第十九条に規定する法第十九条の二第一項及び同条第
五項において準用する法第十四条第十三項の承認に関する台帳に
五項において準用する法第十四条第九項の承認に関する台帳に記
記載する事項は、第四十九条各号（第三号を除く。）に掲げる事
載する事項は、第四十九条各号（第三号を除く。）に掲げる事項
項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
一・二 （略）
一・二 （略）

（選任外国製造医薬品等製造販売業者の遵守事項）
（選任外国製造医薬品等製造販売業者の遵守事項）
第百四条 選任外国製造医薬品等製造販売業者が遵守すべき事項は 第百四条 選任外国製造医薬品等製造販売業者が遵守すべき事項は
、第九十二条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
、第九十二条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 （略）
一 （略）
二 次のイからホまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五
二 次のイからホまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五
年間、保存すること。
年間、保存すること。
イ （略）
イ （略）
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三

ロ 外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の二第一項
及び同条第五項において準用する法第十四条第十三項の承認
の申請に際して提出した資料の写し
ハ・ニ （略）
ホ 外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の四におい
て準用する法第十四条の四第七項又は第十四条の五第二項の
規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項、法第六十
八条の二十四第一項又は第六十八条の二十五第三項の規定に
より厚生労働大臣又は機構に報告した生物由来製品に係る感
染症定期報告及び法第七十五条の二の二第一項第二号の規定
により厚生労働大臣に報告した事項を記載した書類
（略）
三

ロ 外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の二第一項
及び同条第五項において準用する法第十四条第九項の承認の
申請に際して提出した資料の写し
ハ・ニ （略）
ホ 外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の四におい
て準用する法第十四条の四第六項又は第十四条の五第二項の
規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項、法第六十
八条の二十四第一項又は第六十八条の二十五第三項の規定に
より厚生労働大臣又は機構に報告した生物由来製品に係る感
染症定期報告及び法第七十五条の二の二第一項第二号の規定
により厚生労働大臣に報告した事項を記載した書類
（略）

（選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出）
（選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出）
第百五条 法第十九条の三第一項の規定により変更の届出をしなけ 第百五条 法第十九条の三の規定により変更の届出をしなければな
ればならない事項は、次のとおりとする。
らない事項は、次のとおりとする。
一・二 （略）
一・二 （略）
２ 法第十九条の三第一項の規定による選任外国製造医薬品等製造 ２ 法第十九条の三の規定による選任外国製造医薬品等製造販売業
販売業者の変更の届出及び前項の届出は、品目ごとに様式第五十
者の変更の届出及び前項の届出は、品目ごとに様式第五十四によ
四による届書（正副二通）を提出することによつて行うものとす
る届書（正本一通及び副本二通）を提出することによつて行うも
る。
のとする。
（略）
３ （略）
３

（情報の提供）

（機構による選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の
届出の状況の通知）
第百五条の二 法第十九条の三第三項の規定により機構が厚生労働 （新設）
大臣に対して行う選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変
更の届出の状況の通知は、様式第五十四の二による通知書によつ
て行うものとする。
（情報の提供）
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第百六条 外国製造医薬品等特例承認取得者は、選任外国製造医薬 第百六条 外国製造医薬品等特例承認取得者は、選任外国製造医薬
品等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければなら
品等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければなら
ない。
ない。
一 法第十九条の二第一項の規定により当該品目について承認さ
一 法第十九条の二第一項の規定により当該品目について承認さ
れた事項及び同条第五項において準用する法第十四条第十三項
れた事項及び同条第五項において準用する法第十四条第九項の
の規定によりその変更があつた場合にあつては、その変更され
規定によりその変更があつた場合にあつては、その変更された
た事項及び変更理由
事項及び変更理由
二 法第十九条の二第一項及び同条第五項において準用する法第
二 法第十九条の二第一項及び同条第五項において準用する法第
十四条第十三項の承認の申請に際して提出した資料の写し、法
十四条第九項の承認の申請に際して提出した資料の写し、法第
第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項の再審査
十九条の四において準用する法第十四条の四第一項の再審査の
の申請に際して提出した資料の写し並びに法第十九条の四にお
申請に際して提出した資料の写し並びに法第十九条の四におい
いて準用する法第十四条の六第一項の再評価の申請に際して提
て準用する法第十四条の六第一項の再評価の申請に際して提出
出した資料の写し
した資料の写し
三 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第七項又は
三 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第六項又は
第十四条の五第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告
第十四条の五第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告
した事項
した事項
四・五 （略）
四・五 （略）
六 法第六十九条第一項若しくは第五項又は第七十五条の二の二
六 法第六十九条第一項若しくは第四項又は第七十五条の二の二
第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項
第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項
七 （略）
七 （略）
２・３ （略）
２・３ （略）

（外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出）
（外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出）
第百八条 （略）
第百八条 （略）
２ 前項の届出は、品目ごとに様式第五十四の三による届書（正副 ２ 前項の届出は、品目ごとに様式第五十四による届書（正本一通
二通）を提出することによつて行うものとする。
及び副本二通）を提出することによつて行うものとする。
（略）
３ （略）
３

（機構による外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届
出の状況の通知）
第百八条の二 令第三十四条第三項の規定により機構が厚生労働大 （新設）
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臣に対して行う外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の
届出の状況の通知は、様式第五十四の二による通知書によつて行
うものとする。

（準用）
（準用）
第百十一条 法第十九条の二第一項又は同条第五項において準用す 第百十一条 法第十九条の二第一項又は同条第五項において準用す
る法第十四条第十三項の承認については、第三十九条、第四十一
る法第十四条第九項の承認については、第三十九条、第四十一条
条から第四十八条まで、第五十条及び第五十四条から第六十九条
から第四十八条まで、第五十条及び第五十四条から第六十九条ま
までの規定を準用する。この場合において、第四十五条の四第一
での規定を準用する。この場合において、第四十六条中「様式第
項中「様式第二十二の二」とあるのは「様式第五十四の四」と、
二十三」とあるのは「様式第五十五」と、第四十八条第一項中「
第四十六条中「様式第二十三」とあるのは「様式第五十五」と、
様式第二十四」とあるのは「様式第五十六」と、第五十条第一項
第四十八条第一項中「様式第二十四」とあるのは「様式第五十六
中「様式第二十五」とあるのは「様式第五十七」と、第五十四条
」と、第五十条第一項中「様式第二十五」とあるのは「様式第五
第三項中「様式第二十七」とあるのは「様式第五十八」と、第五
十七」と、第五十四条第三項中「様式第二十七」とあるのは「様
十六条中「様式第三十」とあるのは「様式第五十九」と、第六十
式第五十八」と、同条第六項中「様式第二十七の二」とあるのは
四条第二項中「様式第三十三」とあるのは「様式第六十」と、第
「様式第五十八の二」と、第五十六条中「様式第三十」とあるの
六十六条第一項中「様式第三十五」とあるのは「様式第六十一」
は「様式第五十九」と、第六十四条第二項中「様式第三十三」と
と、第六十七条第二項中「様式第三十六」とあるのは「様式第六
あるのは「様式第六十」と、第六十六条第一項中「様式第三十五
十二」と、第六十九条第二項中「様式第三十八」とあるのは「様
」とあるのは「様式第六十一」と、第六十七条第二項中「様式第
式第六十三」と読み替えるものとする。
三十六」とあるのは「様式第六十二」と、第六十九条第二項中「
様式第三十八」とあるのは「様式第六十三」と読み替えるものと
する。

第百十二条 医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第十 第百十二条 医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第十
四条第一項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同
四条第一項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同
条第四項中「三年間、前項の書面を記載の日から二年間」とある
条第三項中「三年間、前項の書面を記載の日から二年間」とある
のは、「三年間」と読み替えるものとする。
のは、「三年間」と読み替えるものとする。

（医療機器又は体外診断用医薬品として不適当な場合）
（医療機器又は体外診断用医薬品として不適当な場合）
第百十四条の十八 法第二十三条の二の五第二項第三号ハ（同条第 第百十四条の十八 法第二十三条の二の五第二項第三号ハ（同条第
十五項において準用する場合を含む。）の医療機器又は体外診断
十一項において準用する場合を含む。）の医療機器又は体外診断
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用医薬品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は
、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の性状又は品質が保
健衛生上著しく不適当な場合とする。

用医薬品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は
、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の性状又は品質が保
健衛生上著しく不適当な場合とする。

（承認申請書に添付すべき資料等）
（承認申請書に添付すべき資料等）
第百十四条の十九 法第二十三条の二の五第三項（同条第十五項に 第百十四条の十九 法第二十三条の二の五第三項（同条第十一項に
おいて準用する場合を含む。）の規定により第百十四条の十七第
おいて準用する場合を含む。）の規定により第百十四条の十七第
一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に添付しなければな
一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に添付しなければな
らない資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医療
らない資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医療
機器又は体外診断用医薬品の構造、性能等に応じ、当該各号に掲
機器又は体外診断用医薬品の構造、性能等に応じ、当該各号に掲
げる資料とする。
げる資料とする。
一・二 （略）
一・二 （略）
２ 前項の規定にかかわらず、法第二十三条の二の五第三項（同条 ２ 前項の規定にかかわらず、法第二十三条の二の五第三項（同条
第十五項において準用する場合を含む。）の規定により第百十四
第十一項において準用する場合を含む。）の規定により第百十四
条の十七第一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に添付し
条の十七第一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に添付し
なければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学
なければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学
上公知であると認められる場合、法第二十三条の二の五第五項の
上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない
規定により臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要し
合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要
ないこととされた場合その他資料の添付を必要としない合理的理
しない。
由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。
３～５ （略）
３～５ （略）

（厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作
（厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作
成される医療機器又は体外診断用医薬品）
成される医療機器又は体外診断用医薬品）
第百十四条の二十一 法第二十三条の二の五第三項後段（同条第十 第百十四条の二十一 法第二十三条の二の五第三項後段（同条第十
五項において準用する場合を含む。）に規定する厚生労働省令で
一項において準用する場合を含む。）に規定する厚生労働省令で
定める医療機器又は体外診断用医薬品は、同条第一項に規定する
定める医療機器又は体外診断用医薬品は、同条第一項に規定する
医療機器とする。
医療機器とする。

（申請資料の信頼性の基準）
（申請資料の信頼性の基準）
第百十四条の二十二 法第二十三条の二の五第三項後段（同条第十 第百十四条の二十二 法第二十三条の二の五第三項後段（同条第十
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五項において準用する場合を含む。）に規定する資料は、医療機
器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成
十七年厚生労働省令第三十七号）及び医療機器の臨床試験の実施
の基準に関する省令（平成十七年厚生労働省令第三十六号）に定
めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作
成されたものでなければならない。
一 （略）
二 前号の調査又は試験において、申請に係る医療機器について
その申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせ
る調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、
試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該
資料に記載されていること。
三 当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二の五第一
項又は第十五項の承認を与える又は与えない旨の処分の日まで
保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく
困難であると認められるものにあつては、この限りではない。

一項において準用する場合を含む。）に規定する資料は、医療機
器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成
十七年厚生労働省令第三十七号）及び医療機器の臨床試験の実施
の基準に関する省令（平成十七年厚生労働省令第三十六号）に定
めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作
成されたものでなければならない。
一 （略）
二 前号の調査又は試験において、申請に係る医療機器について
その申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせ
る調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、
試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果は当該
資料に記載されていること。
三 当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二の五第一
項又は第十一項の承認を与える又は与えない旨の処分の日まで
保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく
困難であると認められるものにあつてはこの限りではない。

（臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこと
（医療機器リスク管理計画書に関する資料に代えることができる
とすることができるとき）
資料）
第百十四条の二十二の二 法第二十三条の二の五第五項（同条第十 第百十四条の二十二の二 希少疾病用医療機器その他の医療上特に
五項において準用する場合を含む。次条第三項及び第四項におい
その必要性が高いと認められる医療機器であり、かつ、当該医療
て同じ。）の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げると
機器についての臨床試験の実施に特に長期間を要すると認められ
きとする。
るものに係る法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の承認の
一 法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請に係
申請をする場合においては、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療
る医療機器又は体外診断用医薬品が希少疾病用医療機器若しく
機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省
は希少疾病用医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的医薬品又
令（平成十六年厚生労働省令第百三十五号）第九条の三第一項第
は特定用途医療機器若しくは特定用途医薬品その他の医療上特
一号に定める医療機器リスク管理計画書をもつて、法第二十三条
にその必要性が高いと認められるものである場合であつて、当
の二の五第三項の資料のうち、第百十四条の十九第一項第一号ヘ
該医療機器若しくは体外診断用医薬品の有効性及び安全性を検
に掲げる資料の一部に代えることができる。
証するための十分な人数を対象とする臨床試験若しくは臨床性
能試験の実施が困難であるとき又はその実施に相当の時間を要
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すると判断されるとき
二 法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請に係
る医療機器又は体外診断用医薬品が希少疾病用医療機器若しく
は希少疾病用医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的医薬品又
は特定用途医療機器若しくは特定用途医薬品その他の医療上特
しやく
にその必要性が高いと認められるもののうち、焼 灼 その他の物
的な機能により人の身体の構造又は機能に影響を与えることを
目的とする医療機器又は体外診断用医薬品であつて、臨床試験
又は臨床性能試験を実施しなくともその適正な使用を確保する
ことができると認められるとき
（臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこと
とする場合の手続）
第百十四条の二十二の三 法第二十三条の二の五第一項又は第十五 （新設）
項の承認の申請をしようとする者は臨床試験又は臨床性能試験の
試験成績に係るものの添付を要しないこととすることを申し出る
ことができる。
２ 前項の申出は、第百十四条の十七第一項又は第百十四条の二十
四第一項の申請書に前条の規定に該当する事実に関する資料を添
付して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
３ 厚生労働大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付
資料により法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申
請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が前条各号のいずれかに
該当すると認めるときは、法第二十三条の二の五第五項の規定に
基づき、臨床試験又は臨床性能試験の試験成績に係るものの添付
を要しないこととすること（以下この条において「臨床試験等の
試験成績の提出免除」という。）ができる。
４ 厚生労働大臣は、第百十四条の十七第一項又は第百十四条の二
十四第一項の申請書及び第百十四条の十九第一項、第四項又は第
五項の規定により提出された添付資料により法第二十三条の二の
五第一項又は第十五項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断
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用医薬品が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第
二十三条の二の五第五項の規定に基づき、臨床試験等の試験成績
の提出免除ができる。
５ 次の各号のいずれかに該当するときは、臨床試験等の試験成績
の提出免除をしてはならない。
一 当該医療機器又は体外診断用医薬品の有効性及び安全性を評
価することが可能となる臨床試験又は臨床性能試験の試験成績
その他必要な資料が存在しないとき
二 その使用及び取扱いに係る条件の設定及び医療機器等リスク
管理（医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等
製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第二条第四項に
規定する医療機器等リスク管理をいう。以下同じ。）を実施し
ても当該医療機器又は体外診断用医薬品の有効性及び安全性を
確保することが困難であるとき
６ 第三項及び第四項の場合において、申請者は、当該医療機器又
は体外診断用医薬品の使用に関連する医学医術に関する学術団体
と連携して当該医療機器又は体外診断用医薬品の適正な使用を確
保するために必要な基準を作成するための計画を含む医薬品、医
薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安
全管理の基準に関する省令第九条の三第一項第一号に定める医療
機器等リスク管理計画書を厚生労働大臣に提出しなければならな
い。
７ 厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構
に法第二十三条の二の五第十三項（同条第十五項において準用す
る場合を含む。次条第二項において同じ。）の調査を行わせるこ
ととした場合における第二項及び前項の規定の適用については、
これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構を経由して
厚生労働大臣」とする。
（医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績に関する資料その
他の資料の提出に係る手続）
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第百十四条の二十二の四 法第二十三条の二の五第十二項（同条第 （新設）
十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
）の規定により条件を付した法第二十三条の二の五第一項又は第
十五項の承認（以下「医療機器等条件付き承認」という。）を受
けた者は、法第二十三条の二の五第十二項の規定により、様式第
二十二の二による申請書に添えて資料を提出しなければならない
。
２ 厚生労働大臣が法第二十三条の二の五第十三項の調査のため必
要と認めて当該医療機器又は体外診断用医薬品の見本品その他の
資料の提出を求めたときは、医療機器等条件付き承認を受けた者
は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。
３ 医療機器等条件付き承認を受けた者が、法第二十三条の二の九
第一項の指定を受けた医療機器又は体外診断用医薬品について、
同項の使用成績に関する評価の申請をしたときは、第一項及び第
二項の規定による資料が提出されたものとみなす。

（法第二十三条の二の五第十二項前段の厚生労働大臣に提出すべ
き資料）
第百十四条の二十二の五 前条第一項の申請書に添付する資料につ （新設）
いては、第百十四条の四十第一項及び第二項の規定を準用する。
（法第二十三条の二の五第十二項後段の厚生労働省令で定める医
療機器又は体外診断用医薬品）
第百十四条の二十二の六 法第二十三条の二の五第十二項後段の厚 （新設）
生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品については、
第百十四条の四十一の規定を準用する。
（法第二十三条の二の五第十二項後段の資料の信頼性の基準）
第百十四条の二十二の七 法第二十三条の二の五第十二項後段（同 （新設）
条第十五項において準用する場合を含む。）の資料の収集及び作
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成については、第百十四条の二十二の規定を準用する。この場合
において、同条中「医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施
の基準に関する省令（平成十七年厚生労働省令第三十七号）」と
あるのは「医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に
関する省令（平成十七年厚生労働省令第三十八号）、医療機器の
安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成十七
年厚生労働省令第三十七号）」と、「法第二十三条の二の五第一
項又は第十五項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあ
るのは「法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の
終了の日」と読み替えるものとする。

（原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることが
（原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることが
できる資料）
できる資料）
第百十四条の二十三 法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の 第百十四条の二十三 法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の
承認の申請をしようとする者は、第二百八十条の四第一項の登録
承認の申請をしようとする者は、第二百八十条の四第一項の登録
証の写し及び当該原薬等についての原薬等登録業者との契約書そ
証の写し及び当該原薬等についての原薬等登録業者との契約書そ
の他の当該原薬等を申請に係る品目に使用することを証する書類
の他の当該原薬等を申請に係る品目に使用することを証する書類
をもつて、法第二十三条の二の五第三項の資料のうち、第百十四
をもつて、法第二十三条の二の五第三項の資料のうち、第百十四
条の十九第一項第一号ホ又は第二号トに掲げる資料の一部に代え
条の十九第一項第一号ホ又は第二号トに掲げる資料の一部に代え
ることができる。
ることができる。

（承認事項の一部変更の承認）
（承認事項の一部変更の承認）
第百十四条の二十四 法第二十三条の二の五第十五項の医療機器又 第百十四条の二十四 法第二十三条の二の五第十一項の医療機器又
は体外診断用医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申
は体外診断用医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申
請は、様式第六十三の九による申請書（正本一通及び副本二通）
請は、様式第六十三の九による申請書（正本一通及び副本二通）
を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
２ 法第二十三条の二の八第一項の規定により法第二十三条の二の ２ 法第二十三条の二の八第一項の規定により法第二十三条の二の
五第十五項の承認を申請しようとするときは、前項の申請書に、
五第十一項の承認を申請しようとするときは、前項の申請書に、
第百十四条の十七第二項第二号に掲げる書類を添えなければなら
第百十四条の十七第二項第二号に掲げる書類を添えなければなら
ない。
ない。
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（承認事項の軽微な変更の範囲）
（承認事項の軽微な変更の範囲）
第百十四条の二十五 医療機器に係る法第二十三条の二の五第十五 第百十四条の二十五 医療機器に係る法第二十三条の二の五第十一
項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更
項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更
以外のものとする。
以外のものとする。
一・二 （略）
一・二 （略）
三 前二号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性
三 前二号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性
に影響を与えるもののうち、厚生労働大臣が法第二十三条の二
に影響を与えるもののうち、厚生労働大臣が法第二十三条の二
の五第十五項の承認を受けなければならないと認めるもの
の五第十一項の承認を受けなければならないと認めるもの
２ 体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の五第十五項の厚生 ２ 体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の五第十一項の厚生
労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のも
労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のも
のとする。
のとする。
一・二 （略）
一・二 （略）
三 前二号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性
三 前二号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性
に影響を与えるもののうち、厚生労働大臣が法第二十三条の二
に影響を与えるもののうち、厚生労働大臣が法第二十三条の二
の五第十五項の承認を受けなければならないと認めるもの
の五第十一項の承認を受けなければならないと認めるもの
（軽微な変更の届出）
第百十四条の二十六 法第二十三条の二の五第十六項の規定による
届出は、様式第六十三の十による届書（正副二通）を厚生労働大
臣に提出することによつて行うものとする。
２ 前項の届出は、法第二十三条の二の五第十五項の軽微な変更を
した後三十日以内に行わなければならない。
３ 厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構
に同項に規定する医療機器等審査等を行わせることとした場合に
おける第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」
とあるのは、「機構」とする。

（軽微な変更の届出）
第百十四条の二十六 法第二十三条の二の五第十二項の規定による
届出は、様式第六十三の十による届書（正副二通）を厚生労働大
臣に提出することによつて行うものとする。
２ 前項の届出は、法第二十三条の二の五第十一項の軽微な変更を
した後三十日以内に行わなければならない。
３ 厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項（法第二十三条の
二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規
定により機構に法第二十三条の二の七第一項に規定する医療機器
等審査等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用
については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とす
る。

（承認台帳の記載事項）
（承認台帳の記載事項）
第百十四条の二十七 令第三十七条の十九に規定する法第二十三条 第百十四条の二十七 令第三十七条の十九に規定する法第二十三条
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の二の五第一項及び第十五項の承認に関する台帳に記載する事項
は、次のとおりとする。
一～九 （略）

の二の五第一項及び第十一項の承認に関する台帳に記載する事項
は、次のとおりとする。
一～九 （略）

（医療機器等適合性調査の申請）
（医療機器等適合性調査の申請）
第百十四条の二十八 法第二十三条の二の五第七項又は第九項（こ 第百十四条の二十八 法第二十三条の二の五第六項又は第八項（こ
れらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。）の規
れらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。）の規
定による調査（以下この章において「医療機器等適合性調査」と
定による調査（以下この章において「医療機器等適合性調査」と
いう。）の申請は、様式第六十三の十一による申請書を厚生労働
いう。）の申請は、様式第六十三の十一による申請書を厚生労働
大臣に提出することによつて行うものとする。
大臣に提出することによつて行うものとする。
２・３ （略）
２・３ （略）

（医療機器等適合性調査台帳の記載事項）
（医療機器等適合性調査台帳の記載事項）
第百十四条の三十 令第三十七条の二十四に規定する医療機器等適 第百十四条の三十 令第三十七条の二十四に規定する医療機器等適
合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
一～四 （略）
一～四 （略）
五 当該品目が属する法第二十三条の二の五第八項第一号に規定
五 当該品目が属する法第二十三条の二の五第七項第一号に規定
する区分
する区分
六～十一 （略）
六～十一 （略）

（製造所が同一でない場合でも医療機器等適合性調査を要しない
（製造所が同一でない場合でも医療機器等適合性調査を要しない
製造所の製造工程）
製造所の製造工程）
第百十四条の三十二 法第二十三条の二の五第八項第二号の厚生労 第百十四条の三十二 法第二十三条の二の五第七項第二号の厚生労
働省令で定める製造工程は、次の各号に掲げるものとする。
働省令で定める製造工程は、次の各号に掲げるものとする。
一～三 （略）
一～三 （略）

（法第二十三条の二の五第九項の規定による調査が必要な場合）
（法第二十三条の二の五第八項の規定による調査が必要な場合）
第百十四条の三十三 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる場合は、 第百十四条の三十三 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる場合は、
法第二十三条の二の五第九項の規定による書面による調査又は実
法第二十三条の二の五第八項の規定による書面による調査又は実
地の調査を行うものとする。
地の調査を行うものとする。
一 法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認（以下この
一 法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の承認（以下この
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条において「承認」という。）に係る医療機器が、法第七十九
条第一項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承
認を受けた者に対し法第二十三条の二の五第九項の規定による
書面による調査又は実地の調査を受けなければならないとされ
た再製造単回使用医療機器である場合
二 承認に係る医療機器が、次のイからトまでのいずれかの区分
に該当するものである場合（当該医療機器について有効な基準
適合証（法第二十三条の二の六第一項の基準適合証又は法第二
十三条の二の二十四第一項の基準適合証をいう。以下この条及
び第百十四条の四十五の六において同じ。）が交付されており
、かつ、当該基準適合証に係る医療機器等適合性調査、法第二
十三条の二の十の二第四項の規定による調査又は法第二十三条
の二の二十三第四項若しくは第六項の規定による調査（以下こ
の条及び第百十四条の四十五の六において「医療機器等適合性
調査等」という。）において、当該区分の特性に応じて必要と
なる調査が行われていない場合に限る。）
イ・ロ （略）
ハ マイクロマシン（電気その他のエネルギーを利用する医療
機器又は体外診断用医薬品であつて、その直径が三ミリメー
トル以下であり、かつ、その部品の直径が一ミリメートル以
下であるものをいう。第四号ロにおいて同じ。）であるもの
ニ 製造工程においてナノ材料（縦若しくは横の長さ又は高さ
が一ナノメートル以上百ナノメートル以下の物質から成る材
料をいう。第四号ハにおいて同じ。）が使用されるもの
ホ～ト （略）
三 承認に係る医療機器が、次のイからニまでのいずれにも該当
するものである場合
イ～ハ （略）
ニ 当該医療機器の滅菌を行う製造所について、過去五年以内
に、当該医療機器の滅菌の方法と同一の滅菌の方法について
当該製造所が記載された基準適合証及び次項に規定する調査

条において「承認」という。）に係る医療機器が、法第七十九
条第一項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承
認を受けた者に対し法第二十三条の二の五第八項の規定による
書面による調査又は実地の調査を受けなければならないとされ
た再製造単回使用医療機器である場合
二 承認に係る医療機器が、次のイからトまでのいずれかの区分
に該当するものである場合（当該医療機器について有効な基準
適合証（法第二十三条の二の六第一項の基準適合証又は法第二
十三条の二の二十四第一項の基準適合証をいう。以下この条に
おいて同じ。）が交付されており、かつ、当該基準適合証に係
る医療機器等適合性調査又は法第二十三条の二の二十三第三項
若しくは第五項の規定による調査（以下この条において「医療
機器等適合性調査等」という。）において、当該区分の特性に
応じて必要となる調査が行われていない場合に限る。）

イ・ロ （略）
ハ マイクロマシン（電気その他のエネルギーを利用する医療
機器又は体外診断用医薬品であつて、その直径が三ミリメー
トル以下であり、かつ、その部品の直径が一ミリメートル以
下であるものをいう。第三号ロにおいて同じ。）であるもの
ニ 製造工程においてナノ材料（縦若しくは横の長さ又は高さ
が一ナノメートル以上百ナノメートル以下の物質から成る材
料をいう。第三号ハにおいて同じ。）が使用されるもの
ホ～ト （略）
三 承認に係る医療機器が、次のイからニまでのいずれにも該当
するものである場合
イ～ハ （略）
ニ 当該医療機器の滅菌を行う製造所について、過去五年以内
に、当該医療機器の滅菌の方法と同一の滅菌の方法について
当該製造所が記載された基準適合証及び次項に規定する調査
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結果証明書（調査結果が適合であるものに限る。）又は第百
十四条の四十五の九第三項の通知書（以下「医療機器等変更
計画適合性確認通知書」という。）が交付されていないこと
。
四 （略）
五 承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、次のイ
からハまでのいずれにも該当するものである場合
イ・ロ （略）
ハ 過去五年以内に当該例外的製造所（複数ある場合にあつて
は、それぞれの例外的製造所。以下この号において同じ。）
が記載された基準適合証（当該基準適合証に記載された当該
例外的製造所に係る製造工程が当該医療機器又は体外診断用
医薬品に係る当該例外的製造所の製造工程を含むものに限る
。）及び次項に規定する調査結果証明書（当該調査結果証明
書に記載された当該例外的製造所に係る製造工程が当該医療
機器又は体外診断用医薬品に係る当該例外的製造所の製造工
程を含み、かつ、調査結果が適合であるものに限る。）又は
医療機器等変更計画適合性確認通知書（当該医療機器等変更
計画適合性確認通知書に記載された当該例外的製造所に係る
製造工程が当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る当該例
外的製造所の製造工程を含むものに限る。）が交付されてい
ないこと。
六 承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、次のイ
からハまでのいずれにも該当するものである場合
イ・ロ （略）
ハ ロの承継があつた日以降、イの基準適合証に係る医療機器
又は体外診断用医薬品と同一の法第二十三条の二の五第八項
第一号に規定する区分に属する医療機器又は体外診断用医薬
品（当該承継に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造す
る全ての製造所（当該基準適合証に係る医療機器又は体外診
断用医薬品の製造工程のうち前条各号に規定するもののみを

結果証明書（調査結果が適合であるものに限る。）が交付さ
れていないこと。

四 （略）
五 承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、次のイ
からハまでのいずれにも該当するものである場合
イ・ロ （略）
ハ 過去五年以内に当該例外的製造所（複数ある場合にあつて
は、それぞれの例外的製造所。以下この号において同じ。）
が記載された基準適合証（当該基準適合証に記載された当該
例外的製造所に係る製造工程が当該医療機器又は体外診断用
医薬品に係る当該例外的製造所の製造工程を含むものに限る
。）及び次項に規定する調査結果証明書（当該調査結果証明
書に記載された当該例外的製造所に係る製造工程が当該医療
機器又は体外診断用医薬品に係る当該例外的製造所の製造工
程を含み、かつ、調査結果が適合であるものに限る。）が交
付されていないこと。

六 承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、次のイ
からハまでのいずれにも該当するものである場合
イ・ロ （略）
ハ ロの承継があつた日以降、イの基準適合証に係る医療機器
又は体外診断用医薬品と同一の法第二十三条の二の五第七項
第一号に規定する区分に属する医療機器又は体外診断用医薬
品（当該基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品を
製造する全ての製造所（当該基準適合証に係る医療機器又は
体外診断用医薬品の製造工程のうち前条各号に規定するもの
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するものを除く。）が当該基準適合証に係る医療機器又は体
のみをするものを除く。）と同一の製造所において製造され
外診断用医薬品を製造する製造所（当該承認に係る医療機器
るものに限る。）について、この項（第百十八条第一項及び
又は体外診断用医薬品の製造工程と同一の製造工程が、当該
第二項において準用する場合を含む。）の規定による書面に
製造所において、当該基準適合証に係る医療機器又は体外診
よる調査又は実地の調査が行われていないこと。
断用医薬品の製造工程として行われている場合に限る。）で
あるものに限る。）について、この項（第百十八条第一項及
び第二項において準用する場合を含む。）の規定による書面
による調査若しくは実地の調査又は法第二十三条の二の十の
二第四項の規定による調査が行われていないこと。
七 （略）
七 （略）
２・３ （略）
２・３ （略）

（基準適合証の交付）
（基準適合証の交付）
第百十四条の三十四 （略）
第百十四条の三十四 （略）
２ 基準適合証の交付に当たつては、当該基準適合証に係る法第二 ２ 基準適合証の交付に当たつては、当該基準適合証に係る法第二
十三条の二の五第七項（同条第十五項において準用する場合を含
十三条の二の五第六項（同条第十一項において準用する場合を含
む。）の規定による調査が前条第一項第二号イからトまで又は第
む。）の規定による調査が前条第一項第二号イからトまで又は第
四号イからハまでのいずれかの区分に該当する医療機器又は体外
四号イからハまでのいずれかの区分に該当する医療機器又は体外
診断用医薬品に係るものである場合にあつては、併せて、当該区
診断用医薬品に係るものである場合にあつては、併せて、当該区
分の特性に応じて必要となる調査を行つた旨を示す書類を交付す
分の特性に応じて必要となる調査を行つた旨を示す書類を交付す
るものとする。
るものとする。
（略）
３ （略）
３

（機構に対する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認
（機構に対する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認
に係る審査又は調査の申請）
に係る審査又は調査の申請）
第百十四条の三十七 厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項 第百十四条の三十七 法第二十三条の二の七第一項の規定により機
の規定により機構に法第二十三条の二の五の承認のための審査を
構に法第二十三条の二の五の承認のための審査を行わせることと
行わせることとしたときは、令第三十七条の二十九第一項に規定
したときは、令第三十七条の二十九第一項に規定する医療機器又
する医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の五
は体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の五第一項又は第十
第一項又は第十五項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請を
一項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請をしなければなら
しなければならない。
ない。
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２ 厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構
に法第二十三条の二の五第六項後段（同条第十五項において準用
する場合を含む。）の調査を行わせることとしたときは、令第三
十七条の二十九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品
に係る法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請者
は、機構に当該調査の申請をしなければならない。
３ 前二項の申請は、様式第六十三の十五による申請書を当該申請
に係る品目の法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の
申請書に添付して行うものとする。
４ 法第二十三条の二の七第一項の規定により機構が行う法第二十
三条の二の五の承認のための審査及び同条第六項（同条第十五項
において準用する場合を含む。）の調査（次条において「医療機
器等審査等」という。）については、第百十四条の十九第五項の
規定を準用する。この場合において、同項中「第一項各号に掲げ
るもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣」とあるの
は「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第二十三条の二
の五第六項（同条第十五項において準用する場合を含む。）の調
査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労
働大臣に」と読み替えるものとする。
５ 厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構
に法第二十三条の二の五第十三項（同条第十五項において準用す
る場合を含む。以下この条において同じ。）の調査を行わせるこ
ととしたときは、医療機器等条件付き承認を受けた者は、機構に
令第三十七条の二十九第一項に規定する医療機器又は体外診断用
医薬品であつて当該医療機器等条件付き承認に係るものに係る当
該調査の申請をしなければならない。
６ 前項の申請は、様式第二十七の二による申請書を当該申請に係
る品目の法第二十三条の二の五第十三項の調査の申請書に添付し
て行うものとする。
法第二十三条の二の七第一項の規定により機構が行う法第二十
三条の二の五第十三項の調査については、第百十四条の二十二の
７

２ 法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条
の二の五第五項後段（同条第十一項において準用する場合を含む
。）の調査を行わせることとしたときは、令第三十七条の二十九
第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第二十
三条の二の五第一項又は第十一項の承認の申請者は、機構に当該
調査の申請をしなければならない。
３ 前二項の申請は、様式第六十三の十五による申請書を当該申請
に係る品目の法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の承認の
申請書に添付して行うものとする。
４ 法第二十三条の二の七第一項の規定により機構が行う法第二十
三条の二の五の承認のための審査及び同条第五項（同条第十一項
において準用する場合を含む。）の調査（次条において「医療機
器等審査等」という。）については、第百十四条の十九第五項の
規定を準用する。この場合において、同項中「第一項各号に掲げ
るもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣」とあるの
は「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第二十三条の二
の五第五項（同条第十一項において準用する場合を含む。）の調
査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労
働大臣に」と読み替えるものとする。
（新設）

（新設）

（新設）
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四第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「厚生労
働大臣が」とあるのは「機構が」と、「厚生労働大臣に」とある
のは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする
。
８ 第六項の申請書に添付する資料は、第百十四条の二十二の五の （新設）
資料とする。

（機構による医療機器等審査等の結果の通知）
（機構による医療機器等審査等の結果の通知）
第百十四条の三十八 （略）
第百十四条の三十八 （略）
２ 法第二十三条の二の七第五項の規定により厚生労働大臣に対し ２ 法第二十三条の二の七第五項の規定により厚生労働大臣に対し
て行う法第二十三条の二の五第七項及び第九項（同条第十五項に
て行う法第二十三条の二の五第六項及び第八項（同条第十一項に
おいて準用する場合を含む。）の調査の結果の通知は、様式第六
おいて準用する場合を含む。）の調査の結果の通知は、様式第六
十三の十二による通知書によつて行うものとする。
十三の十二による通知書によつて行うものとする。
３ 法第二十三条の二の七第五項の規定により厚生労働大臣に対し ３ 法第二十三条の二の七第五項の規定により厚生労働大臣に対し
て行う法第二十三条の二の五第十六項の規定による届出の状況の
て行う法第二十三条の二の五第十二項の規定による届出の状況の
通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。
通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。

（使用成績評価申請資料の信頼性の基準）
（使用成績評価申請資料の信頼性の基準）
第百十四条の四十二 法第二十三条の二の九第四項後段に規定する 第百十四条の四十二 法第二十三条の二の九第四項後段に規定する
資料については、第百十四条の二十二の規定を準用する。この場
資料については、第百十四条の二十二の規定を準用する。この場
合において、同条中「医療機器の安全性に関する非臨床試験の実
合において、同条中「医療機器の安全性に関する非臨床試験の実
施の基準に関する省令（平成十七年厚生労働省令第三十七号）」
施の基準に関する省令（平成十七年厚生労働省令第三十七号）」
とあるのは「医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準
とあるのは「医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準
に関する省令（平成十七年厚生労働省令第三十八号）、医療機器
に関する省令（平成十七年厚生労働省令第三十八号）、医療機器
の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成十
の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（平成十
七年厚生労働省令第三十七号）」と、「法第二十三条の二の五第
七年厚生労働省令第三十七号）」と、「法第二十三条の二の五第
一項又は第十五項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」と
一項又は第十一項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」と
あるのは「法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
あるのは「法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
の終了の日」と読み替えるものとする。
の終了の日」と読み替えるものとする。
（医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請）
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第百十四条の四十五の二 法第二十三条の二の十の二第一項の変更 （新設）
計画の確認の申請は、様式第六十三の十九の二による申請書（正
本一通及び副本二通）を厚生労働大臣に提出することによつて行
うものとする。
２ 法第二十三条の二の十の二第一項の変更計画の変更の確認の申
請は、様式第六十三の十九の三による申請書（正本一通及び副本
二通）を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
３ 前二項の申請書には、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当
該各号に掲げる資料を添えなければならない。
一 医療機器（人工知能関連技術（官民データ活用推進基本法（
平成二十八年法律第百三号）第二条第二項に規定する「人工知
能関連技術」をいう。以下同じ。）を活用したものを除く。）
の変更計画の確認 次に掲げる資料
イ 変更計画
ロ 設計及び開発の検証方法に関する資料
二 医療機器（人工知能関連技術を活用したものに限る。）の変
更計画の確認 第一号に掲げる資料及び次に掲げる資料
イ 変更計画の作成及び実施に関する手順
ロ その他人工知能関連技術の適正かつ円滑な管理に必要な資
料
三 体外診断用医薬品の変更計画の確認 次に掲げる資料
イ 変更計画
ロ 設計及び開発の検証方法に関する資料
四 医療機器又は体外診断用医薬品の変更計画の変更の確認 前
三号に掲げる確認の区分に応じた資料及び確認を受けた変更計
画の写し
４ 厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により
機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における前三
項の規定の適用については、第一項及び第二項中「厚生労働大臣
」とあるのは、「機構を経由して厚生労働大臣」とする。
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（変更計画の確認を受けることができる場合）
第百十四条の四十五の三 医療機器に係る法第二十三条の二の十の （新設）
二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項の変更は、次の各号
に掲げる事項の変更とする。
一 使用目的又は効果
二 形状、構造及び原理
三 原材料
四 性能及び安全性に関する規格
五 使用方法
六 保管方法
七 有効期間
八 製造方法
九 製造販売する品目の製造所
２ 体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第一項第一
号の厚生労働省令で定める事項の変更は、次の各号に掲げる事項
の変更とする。
一 使用目的
二 形状、構造及び原理
三 反応系に関与する成分
四 品目仕様
五 使用方法
六 保管方法
七 有効期間
八 製造方法
九 製造販売する品目の製造所
（変更計画の確認を受けることができない場合）
第百十四条の四十五の四 医療機器（人工知能関連技術を活用した （新設）
ものを除く。）に係る法第二十三条の二の十の二第一項第二号の
厚生労働省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする。
一 法第四十一条第三項の規定により定められた基準に適合しな
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いこととなる変更
二 法第四十二条第二項の規定により定められた基準に適合しな
いこととなる変更
三 病原因子の不活化又は除去方法に関する重要な変更
四 前三号に掲げるもののほか、当該医療機器の品質、有効性及
び安全性に重大な影響を与えるおそれのある変更
２ 医療機器（人工知能関連技術を活用したものに限る。）に係る
法第二十三条の二の十の二第一項第二号の厚生労働省令で定める
変更は、次の各号に掲げる変更とする。
一 法第四十一条第三項の規定により定められた基準に適合しな
いこととなる変更
二 法第四十二条第二項の規定により定められた基準に適合しな
いこととなる変更
三 病原因子の不活化又は除去方法に関する重要な変更
四 前三号に掲げるもののほか、当該医療機器の品質、有効性及
び安全性に重大な影響を与えるおそれのある変更
３ 体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第一項第二
号の厚生労働省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする
。
一 法第四十一条第一項又は第三項の規定により定められた基準
に適合しないこととなる変更
二 法第四十二条第一項の規定により定められた基準に適合しな
いこととなる変更
三 前二号に掲げるもののほか、当該体外診断用医薬品の品質、
有効性及び安全性に重大な影響を与えるおそれのある変更
（医療機器又は体外診断用医薬品として不適当な場合）
第百十四条の四十五の五 法第二十三条の二の十の二第一項第三号 （新設）
ハの医療機器又は体外診断用医薬品として不適当なものとして厚
生労働省令で定める場合は、申請に係る医療機器又は体外診断用
医薬品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。
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（製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更
）
第百十四条の四十五の六 法第二十三条の二の十の二第三項の製造 （新設）
管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更として
厚生労働省令で定めるものは、第百十四条の二十五及び第百十四
条の三十一に規定する変更以外の変更であつて、次の各号のいず
れかに該当するもの（法第二十三条の二の五第十五項の承認申請
を行う場合を除く。）とする。
一 次のいずれにも該当する変更以外の変更
イ 変更計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた者が
既に基準適合証の交付を受けている場合であつて、当該基準
適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の製品群
区分（法第二十三条の二の五第八項第一号の規定により別に
厚生労働省令で定める区分をいう。）に属するものに係る変
更
ロ 当該変更に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する
全ての製造所（当該基準適合証に係る医療機器又は体外診断
用医薬品の製造工程のうち第百十四条の三十二各号に規定す
るもののみをするものを除く。）が、イの基準適合証に係る
医療機器又は体外診断用医薬品を製造する製造所（当該変更
に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程と同一の製
造工程が、当該製造所において、当該基準適合証に係る医療
機器又は体外診断用医薬品の製造工程として行われている場
合に限る。）となる変更
二 法第七十九条第一項の規定に基づき、製造販売の承認の条件
として当該承認を受けた者に対し法第二十三条の二の五第九項
の規定による書面による調査又は実地の調査を受けなければな
らないとされた再製造単回使用医療機器に係る変更
第百十四条の三十三第一項第二号イからトまでのいずれかの
区分に該当する医療機器に係る変更（当該医療機器について有
三
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効な基準適合証が交付されており、かつ、当該基準適合証に係
る医療機器等適合性調査等において、当該区分の特性に応じて
必要となる調査が行われていない場合に限る。）
四 第百十四条の三十三第一項第三号イからニまでのいずれにも
該当する医療機器に係る変更
五 第百十四条の三十三第一項第四号イからハまでのいずれかの
区分に該当する体外診断用医薬品に係る変更（当該体外診断用
医薬品について有効な基準適合証が交付されており、かつ、当
該基準適合証に係る医療機器等適合性調査等において、当該区
分の特性に応じて必要となる調査が行われていない場合に限る
。）
六 第百十四条の三十三第一項第五号イからハまでのいずれにも
該当する医療機器又は体外診断用医薬品に係る変更
七 第百十四条の三十三第一項第六号イからハまでのいずれにも
該当する医療機器又は体外診断用医薬品に係る変更
その他厚生労働大臣が必要と認める変更
八

（計画内容の軽微な変更に係る特例）
第百十四条の四十五の七 確認された変更計画の変更が軽微な変更 （新設）
であるときは、第百十四条の四十五の二の規定にかかわらず、様
式第六十三の十九の四による届書（正副二通）に次の各号に掲げ
る資料を添えて、厚生労働大臣に法第二十三条の二の十の二第一
項の変更計画の変更を届け出ることができる。
一 変更計画の変更案
二 変更理由
２ 前項の軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする
。
一 新たに承認申請が必要となると考えられる医療機器又は体外
診断用医薬品の変更
医療機器又は体外診断用医薬品の検証実施計画又は適合基準
に係る変更
二
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三 前二号に掲げる変更のほか、医療機器又は体外診断用医薬品
の品質、有効性及び安全性に影響を与える変更
３ 厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により
機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における第一
項の規定の適用については、第一項中「厚生労働大臣」とあるの
は、「機構」とする。
（医療機器等変更計画確認台帳の記載事項）
第百十四条の四十五の八 令第三十七条の三十三第一項に規定する （新設）
医療機器等変更計画確認に関する台帳に記載する事項は、次のと
おりとする。
一 確認番号及び確認年月日
二 確認を受けた者の氏名及び住所
三 確認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号
四 当該品目の製造所の名称
五 当該品目の製造所が受けている製造業者の登録番号又は医療
機器等外国製造業者の登録番号
当該品目の名称
当該品目の形状、構造及び原理
当該品目の使用目的又は効果
当該品目の使用方法
六
七
八
九

（医療機器等適合性確認の申請等）
第百十四条の四十五の九 法第二十三条の二の十の二第三項の規定 （新設）
による確認（以下「医療機器等適合性確認」という。）の申請は
、様式第六十三の十九の五による申請書を厚生労働大臣に提出す
ることによつて行うものとする。
２ 前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
一 医療機器等適合性確認に係る品目の製造管理及び品質管理に
関する資料
医療機器等適合性確認に係る全ての製造所における製造管理
二
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及び品質管理に関する資料
３ 厚生労働大臣は、医療機器等適合性確認をしたときは、様式第
六十三の十九の六による通知書を申請者に通知するものとする。
４ 厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により
機構に医療機器等適合性確認を行わせることとした場合における
第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「厚生労働大
臣」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣」と、前項中「厚
生労働大臣」とあるのは「機構」とする。
（医療機器等適合性確認の結果の通知）
第百十四条の四十五の十 令第三十七条の三十六の規定による医療 （新設）
機器等適合性確認の結果の通知は、様式第六十三の十九の七によ
る通知書によつて行うものとする。
（医療機器等適合性確認台帳の記載事項）
第百十四条の四十五の十一 令第三十七条の三十四第二項に規定す （新設）
る医療機器等適合性確認に関する台帳に記載する事項は、次のと
おりとする。
一 法第二十三条の二の十の二第三項の確認の結果
二 医療機器等適合性確認の通知の年月日及び番号
三 令第三十七条の三十六の規定による医療機器等適合性確認の
結果を通知した場合にあつては、その通知の年月日及び番号
（変更計画に従つた変更を届出により行うことが可能な範囲）
第百十四条の四十五の十二 医療機器（人工知能関連技術を活用し （新設）
たものを除く。）に係る法第二十三条の二の十の二第六項の厚生
労働省令で定める変更は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律関係手数料令（平成十七年政令第
九十一号）第十二条第一項第一号イ⑸から⑼までに掲げる変更と
する。
医療機器（人工知能関連技術を活用したものに限る。）に係る
２
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法第二十三条の二の十の二第六項の厚生労働省令で定める変更は
、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ⑸から⑼までに掲げ
る変更とする。
３ 体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第六項の厚
生労働省令で定める変更は、医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第
一号ロ⑴及び⑷から⑹までに掲げる変更とする。
（届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数）
第百十四条の四十五の十三 法第二十三条の二の十の二第六項の厚 （新設）
生労働省令で定める日数は、三十日とする。
（変更計画に従つた変更に係る届出の届書等）
第百十四条の四十五の十四 法第二十三条の二の十の二第六項の規 （新設）
定による届出は、様式第六十三の十九の八による届書（正副二通
）を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
２ 前項の届書には、変更計画で確認されたとおりの試験の結果が
得られたことを示す資料その他変更計画に従つた変更の内容を確
認できる資料を添付しなければならない。
３ 前項に規定する資料は、医療機器の安全性に関する非臨床試験
の実施の基準に関する省令及び医療機器の臨床試験の実施の基準
に関する省令に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収
集され、かつ、作成されたものでなければならない。
一 当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査
又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたもの
であること。
二 前号の調査又は試験において、申請に係る医療機器について
その申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせ
る調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、
試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該
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資料に記載されていること。
三 当該資料の根拠になつた資料は、第一項の届書を提出した日
から前条に定める日数が経過する日まで保存されていること。
ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められ
るものにあつては、この限りではない。
４ 厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により
機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における第一
項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは
、「機構を経由して厚生労働大臣」とする。
（機構に対する医療機器等変更計画確認の申請）
第百十四条の四十五の十五 厚生労働大臣が法第二十三条の二の十 （新設）
の二第九項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせること
としたときは、令第三十七条の二十九に規定する医療機器又は体
外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第一項の確認の
申請者は、機構に当該確認の申請をしなければならない。
２ 前項の申請は、様式第六十三の十九の九による申請書を当該申
請に係る品目の法第二十三条の二の十の二第一項の確認の申請書
に添付して行うものとする。
（機構による医療機器等変更計画確認の結果等の通知）
第百十四条の四十五の十六 法第二十三条の二の十の二第十項の規 （新設）
定により読み替えて準用する法第二十三条の二の七第五項の規定
による法第二十三条の二の十の二第一項の確認の結果の通知は、
様式第六十三の十九の十による通知書によつて行うものとする。
２ 法第二十三条の二の十の二第十項の規定により読み替えて準用
する法第二十三条の二の七第五項の規定による法第二十三条の二
の十の二第三項の確認の結果の通知は、様式第六十三の十九の十
一による通知書によつて行うものとする。
法第二十三条の二の十の二第十二項の規定により機構が厚生労
働大臣に対して行う届出の状況の通知は、様式第六十三の十九の
３
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十二による通知書によつて行うものとする。

（承継の届出）
（承継の届出）
第百十四条の四十六 法第二十三条の二の十一第一項の厚生労働省 第百十四条の四十六 法第二十三条の二の十一第一項の厚生労働省
令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。
令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。
一 （略）
一 （略）
二 法第二十三条の二の五第一項の承認の申請及び同条第十五項
二 法第二十三条の二の五第一項の承認の申請及び同条第十一項
の当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料
の当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料
及びその根拠となつた資料
及びその根拠となつた資料
三 法第二十三条の二の五第十二項に規定する使用の成績に関す
（新設）
る資料その他の資料
四・五 （略）
三・四 （略）
六 法第二十三条の二の十の二第一項及び第三項の確認の申請に
（新設）
際して提出した資料及びその根拠となつた資料並びに同条第六
項の届出に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
七～十一 （略）
五～九 （略）
２・３ （略）
２・３ （略）

（医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の遵守事項）
（医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の遵守事項）
第百十四条の五十四 法第二十三条の二の十五第一項に規定する医 第百十四条の五十四 法第二十三条の二の十五第一項に規定する医
療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者が遵守すべき事項は
療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者が遵守すべき事項は
、次のとおりとする。
、次のとおりとする。
一～十 （略）
一～十 （略）
十一 再製造単回使用医療機器の製造販売業者は、原型医療機器
十一 再製造単回使用医療機器の製造販売業者は、原型医療機器
の製造販売業者、外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国
の製造販売業者、外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国
指定高度管理医療機器製造等事業者に対し、次に掲げる情報を
指定高度管理医療機器製造等事業者に対し、次に掲げる情報を
速やかに提供すること。
速やかに提供すること。
イ 再製造単回使用医療機器に係る法第二十三条の二の五第一
イ 再製造単回使用医療機器に係る法第二十三条の二の五第一
項又は第十五項の承認を受けた場合（選任外国製造医療機器
項又は第十一項の承認を受けた場合（選任外国製造医療機器
等製造販売業者にあつては、再製造単回使用医療機器に係る
等製造販売業者にあつては、再製造単回使用医療機器に係る
第百十四条の七十六第一項第一号の規定による情報の提供を
第百十四条の七十六第一項第一号の規定による情報の提供を
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受けた場合）は、当該承認が与えられた旨
ロ・ハ （略）
十二 （略）

受けた場合）は、当該承認が与えられた旨
ロ・ハ （略）
十二 （略）

（製造販売のための医療機器又は体外診断用医薬品の輸入に係る
（製造販売のための医療機器又は体外診断用医薬品の輸入に係る
手続）
手続）
第百十四条の五十六 製造販売のために医療機器又は体外診断用医 第百十四条の五十六 製造販売のために医療機器又は体外診断用医
薬品を、業として、輸入しようとする製造販売業者は、通関のと
薬品を、業として、輸入しようとする製造販売業者は、通関のと
きまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行わ
きまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行わ
れていることを証する書類又はその写しを有していなければなら
れていることを証する書類又はその写しを有していなければなら
ない。
ない。
一 法第二十三条の二の五第一項若しくは第十五項（法第二十三
一 法第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項（法第二十三
条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の承認又
条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の承認又
はその申請
はその申請
二～四 （略）
二～四 （略）

（製造のための医療機器又は体外診断用医薬品の輸入に係る手続
（製造のための医療機器又は体外診断用医薬品の輸入に係る手続
）
）
第百十四条の五十七 製造のために医療機器又は体外診断用医薬品 第百十四条の五十七 製造のために医療機器又は体外診断用医薬品
を、業として、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに
を、業として、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに
、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われている
、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われている
ことを証する書類又はその写しを有していなければならない。
ことを証する書類又はその写しを有していなければならない。
一 法第二十三条の二の五第一項若しくは第十五項（法第二十三
一 法第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項（法第二十三
条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の承認又
条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の承認又
はその申請
はその申請
二～五 （略）
二～五 （略）

（高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安
（高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安
全管理業務を委託する方法）
全管理業務を委託する方法）
第百十四条の六十一 （略）
第百十四条の六十一 （略）
２ 製造販売業者は、高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬 ２ 製造販売業者は、高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬
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品の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九第一号か
品の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九第一号か
ら第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、次に掲げ
ら第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、次に掲げ
る手順を記載した委託安全確保業務に係る製造販売後安全管理業
る手順を記載した委託安全確保業務に係る製造販売後安全管理業
務手順書を作成しなければならない。
務手順書を作成しなければならない。
一～四 （略）
一～四 （略）
五 医療機器等リスク管理又は医薬品リスク管理に関する手順
（新設）
六～九 （略）
五～八 （略）
３～８ （略）
３～８ （略）

（高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安
（高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安
全管理業務を再委託する方法）
全管理業務を再委託する方法）
第百十四条の六十五 （略）
第百十四条の六十五 （略）
２ 委託元である製造販売業者は、受託者が高度管理医療機器又は ２ 委託元である製造販売業者は、受託者が高度管理医療機器又は
処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第百十
処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第百十
四条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場
四条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場
合においては、受託者に、次に掲げる手順を記載した再委託安全
合においては、受託者に、次に掲げる手順を記載した再委託安全
確保業務に係る製造販売後安全管理業務手順書を作成させなけれ
確保業務に係る製造販売後安全管理業務手順書を作成させなけれ
ばならない。
ばならない。
一～四 （略）
一～四 （略）
五 医療機器等リスク管理又は医薬品リスク管理に関する手順
（新設）
六～九 （略）
五～八 （略）
３～８ （略）
３～８ （略）

（資料の保存）
（資料の保存）
第百十四条の七十一 医療機器等承認取得者は、次の各号に掲げる 第百十四条の七十一 医療機器等承認取得者は、次の各号に掲げる
資料を、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない
資料を、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない
。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められ
。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められ
るものにあつては、この限りでない。
るものにあつては、この限りでない。
一 法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請に際
一 法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の承認の申請に際
して提出した資料の根拠となつた資料 承認を受けた日から五
して提出した資料の根拠となつた資料 承認を受けた日から五
年間。ただし、法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関す
年間。ただし、法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関す
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る評価を受けなければならない医療機器又は体外診断用医薬品
（承認を受けた日から使用成績に関する評価が終了するまでの
期間が五年を超えるものに限る。）に係る資料にあつては、使
用成績に関する評価が終了するまでの期間
二 法第二十三条の二の五第十二項に規定する使用の成績に関す
る資料その他の資料 使用成績に関する評価が終了するまでの
期間
三 法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請
に際して提出した資料の根拠となつた資料（前二号に掲げる資
料を除く。） 使用成績に関する評価が終了した日から五年間

る評価を受けなければならない医療機器又は体外診断用医薬品
（承認を受けた日から使用成績に関する評価が終了するまでの
期間が五年を超えるものに限る。）に係る資料にあつては、使
用成績に関する評価が終了するまでの期間
（新設）

二 法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請
に際して提出した資料の根拠となつた資料（前号に掲げる資料
を除く。） 使用成績に関する評価が終了した日から五年間

（外国製造医療機器等の製造販売承認台帳の記載事項）
（外国製造医療機器等の製造販売承認台帳の記載事項）
第百十四条の七十三 令第三十七条の十九に規定する法第二十三条 第百十四条の七十三 令第三十七条の十九に規定する法第二十三条
の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条
の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条
の二の五第十五項の承認に関する台帳に記載する事項は、第百十
の二の五第十一項の承認に関する台帳に記載する事項は、第百十
四条の二十七各号（第三号を除く。）に掲げる事項のほか、次に
四条の二十七各号（第三号を除く。）に掲げる事項のほか、次に
掲げる事項を記載するものとする。
掲げる事項を記載するものとする。
一・二 （略）
一・二 （略）

（選任外国製造医療機器等製造販売業者の遵守事項）
（選任外国製造医療機器等製造販売業者の遵守事項）
第百十四条の七十四 選任外国製造医療機器等製造販売業者が遵守 第百十四条の七十四 選任外国製造医療機器等製造販売業者が遵守
すべき事項は、第百十四条の五十四各号に掲げるもののほか、次
すべき事項は、第百十四条の五十四各号に掲げるもののほか、次
のとおりとする。
のとおりとする。
一 （略）
一 （略）
二 次のイからニまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五
二 次のイからニまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五
年間、保存すること。
年間、保存すること。
イ （略）
イ （略）
ロ 外国製造医療機器等特例承認取得者が法第二十三条の二の
ロ 外国製造医療機器等特例承認取得者が法第二十三条の二の
十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の
十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の
二の五第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し
二の五第十一項の承認の申請に際して提出した資料の写し
ハ・ニ （略）
ハ・ニ （略）
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三

（略）

三

（略）

（選任外国製造医療機器等製造販売業者に関する変更の届出）
（選任外国製造医療機器等製造販売業者に関する変更の届出）
第百十四条の七十五 法第二十三条の二の十八第一項の規定により 第百十四条の七十五 法第二十三条の二の十八の規定により変更の
変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
一・二 （略）
一・二 （略）
２ 法第二十三条の二の十八第一項の規定による選任外国製造医療 ２ 法第二十三条の二の十八の規定による選任外国製造医療機器等
機器等製造販売業者の変更の届出及び前項の届出は、品目ごとに
製造販売業者の変更の届出及び前項の届出は、品目ごとに様式第
様式第五十四による届書（正副二通）を提出することによつて行
五十四による届書（正本一通及び副本二通）を提出することによ
うものとする。
つて行うものとする。
（略）
３ （略）
３

（機構による選任外国製造医療機器等製造販売業者に関する変更
の届出の状況の通知）
第百十四条の七十五の二 法第二十三条の二の十八第三項の規定に （新設）
より機構が厚生労働大臣に対して行う選任外国製造医療機器等製
造販売業者に関する変更の届出の状況の通知は、様式第五十四の
二による通知書によつて行うものとする。

（情報の提供）
（情報の提供）
第百十四条の七十六 外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任 第百十四条の七十六 外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任
外国製造医療機器等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供
外国製造医療機器等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供
しなければならない。
しなければならない。
一 法第二十三条の二の十七第一項の規定により当該品目につい
一 法第二十三条の二の十七第一項の規定により当該品目につい
て承認された事項及び同条第五項において準用する法第二十三
て承認された事項及び同条第五項において準用する法第二十三
条の二の五第十五項の規定によりその変更があつた場合にあつ
条の二の五第十一項の規定によりその変更があつた場合にあつ
ては、その変更された事項及び変更理由
ては、その変更された事項及び変更理由
二 法第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用
二 法第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用
する法第二十三条の二の五第十五項の承認の申請に際して提出
する法第二十三条の二の五第十一項の承認の申請に際して提出
した資料の写し並びに法第二十三条の二の十九において準用す
した資料の写し並びに法第二十三条の二の十九において準用す
る法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請
る法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請
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に際して提出した資料の写し
に際して提出した資料の写し
三～五 （略）
三～五 （略）
六 法第六十九条第一項若しくは第五項又は第七十五条の二の二
六 法第六十九条第一項若しくは第四項又は第七十五条の二の二
第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項
第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項
七 （略）
七 （略）
２・３ （略）
２・３ （略）

（外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出）
（外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出）
第百十四条の七十八 令第三十七条の三十八第一項の厚生労働省令 第百十四条の七十八 令第三十七条の三十四第一項の厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
で定める事項は、次のとおりとする。
一～三 （略）
一～三 （略）
２ 前項の届出は、品目ごとに様式第五十四の三による届書（正副 ２ 前項の届出は、品目ごとに様式第五十四による届書（正本一通
二通）を提出することによつて行うものとする。
及び副本二通）を提出することによつて行うものとする。
（略）
３ （略）
３

（機構による外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の
届出の状況の通知）
第百十四条の七十八の二 令第三十七条の三十八第三項の規定によ （新設）
り機構が厚生労働大臣に対して行う外国製造医療機器等特例承認
取得者に関する変更の届出の状況の通知は、様式第五十四の二に
よる通知書によつて行うものとする。

（準用）
（準用）
第百十四条の八十一 法第二十三条の二の十七第一項又は同条第五 第百十四条の八十一 法第二十三条の二の十七第一項又は同条第五
項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認につい
項において準用する法第二十三条の二の五第十一項の承認につい
ては、第百十四条の十八、第百十四条の二十から第百十四条の二
ては、第百十四条の十八、第百十四条の二十から第百十四条の二
十六まで、第百十四条の二十八及び第百十四条の三十二から第百
十六まで、第百十四条の二十八及び第百十四条の三十二から第百
十四条の四十六までの規定を準用する。この場合において、第百
十四条の四十六までの規定を準用する。この場合において、第百
十四の二十二の四第一項中「様式第二十二の二」とあるのは「様
十四条の二十四第一項中「様式第六十三の九」とあるのは「様式
式第五十四の四」と、第百十四条の二十四第一項中「様式第六十
第六十三の二十三」と、第百十四条の二十六第一項中「様式第六
三の九」とあるのは「様式第六十三の二十三」と、第百十四条の
十三の十」とあるのは「様式第六十三の二十四」と、第百十四条
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二十六第一項中「様式第六十三の十」とあるのは「様式第六十三
の二十四」と、第百十四条の二十八第一項中「様式第六十三の十
一」とあるのは「様式第六十三の二十五」と、第百十四条の三十
三第二項中「様式第六十三の十三」とあるのは「様式第六十三の
二十六」と、第百十四条の三十四第一項中「様式第六十三の十四
」とあるのは「様式第六十三の二十七」と、第百十四条の三十七
第三項中「様式第六十三の十五」とあるのは「様式第六十三の二
十八」と、同条第六項中「様式第二十七の二」とあるのは「様式
第五十八の二」と、第百十四条の三十八第二項中「様式第六十三
の十二」とあるのは「様式第六十三の二十九」と、第百十四条の
三十九中「様式第六十三の十七」とあるのは「様式第六十三の三
十」と、第百十四条の四十四第二項中「様式第六十三の十八」と
あるのは「様式第六十三の三十一」と、第百十四条の四十五の二
第一項中「様式第六十三の十九の二」とあるのは「様式第六十三
の三十一の二」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の三」と
あるのは「様式第六十三の三十一の三」と、第百十四条の四十五
の七中「様式第六十三の十九の四」とあるのは「様式第六十三の
三十一の四」と、第百十四条の四十五の九第一項中「様式第六十
三の十九の五」とあるのは「様式第六十三の三十一の五」と、同
条第三項中「様式第六十三の十九の六」とあるのは「様式第六十
三の三十一の六」と、第百十四条の四十五の十中「様式第六十三
の十九の七」とあるのは「様式第六十三の三十一の七」と、第百
十四条の四十五の十四第一項中「様式第六十三の十九の八」とあ
るのは「様式第六十三の三十一の八」と、第百十四条の四十五の
十五第二項中「様式第六十三の十九の九」とあるのは「様式第六
十三の三十一の九」と、第百十四条の四十五の十六第一項中「様
式第六十三の十九の十」とあるのは「様式第六十三の三十一の十
」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の十一」とあるのは「
様式第六十三の三十一の十一」と、第百十四条の四十六第二項中
「様式第六十三の二十」とあるのは「様式第六十三の三十二」と
読み替えるものとする。

の二十八第一項中「様式第六十三の十一」とあるのは「様式第六
十三の二十五」と、第百十四条の三十三第二項中「様式第六十三
の十三」とあるのは「様式第六十三の二十六」と、第百十四条の
三十四第一項中「様式第六十三の十四」とあるのは「様式第六十
三の二十七」と、第百十四条の三十七第三項中「様式第六十三の
十五」とあるのは「様式第六十三の二十八」と、第百十四条の三
十八第二項中「様式第六十三の十二」とあるのは「様式第六十三
の二十九」と、第百十四条の三十九中「様式第六十三の十七」と
あるのは「様式第六十三の三十」と、第百十四条の四十四第二項
中「様式第六十三の十八」とあるのは「様式第六十三の三十一」
と、第百十四条の四十六第二項中「様式第六十三の二十」とある
のは「様式第六十三の三十二」と読み替えるものとする。
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第百十四条の八十三 （略）
第百十四条の八十三 （略）
２ 体外診断用医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第 ２ 体外診断用医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第
十四条第一項及び第四項の規定を準用する。この場合において、
十四条第一項及び第三項の規定を準用する。この場合において、
同条第四項中「三年間、前項の書面を記載の日から二年間」とあ
「三年間、前項の書面を記載の日から二年間」とあるのは、「三
るのは、「三年間」と読み替えるものとする。
年間」と読み替えるものとする。
（認証の申請）
（認証の申請）
第百十五条 （略）
第百十五条 （略）
２ （略）
２ （略）
３ 前項各号に掲げる資料（厚生労働大臣が基準を定めて指定する （新設）
体外診断用医薬品の法第二十三条の二の二十三第一項の認証の申
請に係る資料を除く。）は、次に掲げるところにより、収集され
、かつ、作成されたものでなければならない。
一 当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査
又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたもの
であること。
二 前号の調査又は試験において、申請に係る医療機器について
その申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせ
る調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、
試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該
資料に記載されていること。
三 当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二の二十三
第一項の認証を与える又は与えない旨の処分の日まで保存され
ていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であ
ると認められるものにあつては、この限りではない。

（準用）
（準用）
第百十八条 法第二十三条の二の二十三第一項の認証については、 第百十八条 法第二十三条の二の二十三第一項の認証については、
第百十四条の二十四第一項、第百十四条の二十五、第百十四条の
第百十四条の二十四第一項、第百十四条の二十五、第百十四条の
二十六（第三項を除く。）、第百十四条の二十八（第三項を除く
二十六（第三項を除く。）、第百十四条の二十八（第三項を除く
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第二十三条の二の
二十三第七項
（略）
第二十三条の二の
二十三第七項
（略）
第二十三条の二の
二十三第八項
（略）
第二十三条の二の
二十三第七項
第二十三条の二の
二十三第四項又は
第六項（これらの
規定を同条第七項
（略）
（略）
（略）
第二十三条の二の
二十三第六項
第二十三条の二の
二十三第一項又は
第七項

第百十四条の二十
五
第百十四条の二十
六第一項
第百十四条の二十
六第二項
第百十四条の二十
八第一項

（略）
第百十四条の三十
三第一項各号列記
以外の部分
第百十四条の三十
三第一項第二号

第二十三条の二の
五第十一項
（略）
第二十三条の二の
五第十一項
（略）
第二十三条の二の
五第十二項
（略）
第二十三条の二の
五第十一項
第二十三条の二の
五第六項又は第八
項（これらの規定
を同条第十一項
（略）
（略）
（略）
第二十三条の二の
五第八項
第二十三条の二の
五第一項又は第十
一項

第二十三条の二の
二十三第六項
（略）
第二十三条の二の
二十三第六項
（略）
第二十三条の二の
二十三第七項
（略）
第二十三条の二の
二十三第六項
第二十三条の二の
二十三第三項又は
第五項（これらの
規定を同条第六項
（略）
（略）
（略）
第二十三条の二の
二十三第五項
第二十三条の二の
二十三第一項又は
第六項

。）、第百十四条の二十九から第百十四条の三十一まで、第百十
。）、第百十四条の二十九から第百十四条の三十一まで、第百十
四条の三十三（第三項を除く。）から第百十四条の三十六まで及
四条の三十三（第三項を除く。）から第百十四条の三十六まで及
び第百十四条の七十一（第二号及び第三号を除く。）の規定を準
び第百十四条の七十一（第二号を除く。）の規定を準用する。
用する。
２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 ２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
ものとする。
ものとする。
第百十四条の二十
第百十四条の二十
四第一項
四第一項
第百十四条の二十
五
第百十四条の二十
六第一項
第百十四条の二十
六第二項
第百十四条の二十
八第一項

（略）
第百十四条の三十
三第一項各号列記
以外の部分
第百十四条の三十
三第一項第一号

第二十三条の二の
五第十五項
（略）
第二十三条の二の
五第十五項
（略）
第二十三条の二の
五第十六項
（略）
第二十三条の二の
五第十五項
第二十三条の二の
五第七項又は第九
項（これらの規定
を同条第十五項
（略）
（略）
（略）
第二十三条の二の
五第九項
第二十三条の二の
五第一項又は第十
五項
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（略）
第二十三条の二の
二十三第一項又は
第七項

（略）
第二十三条の二の
十七第一項及び同
条第五項において
準用する法第二十
三条の二の五第十

（略）
第二十三条の二の
二十三第一項又は
第六項

（略）
（略）
（略）
（略）
第二十三条の二の
第二十三条の二の
（新設）
（新設）
五第九項
二十三第六項
第百十四条の三十
（略）
（略）
第百十四条の三十
（略）
（略）
三第一項第二号か
三第一項第三号か
ら第五号まで
ら第五号まで
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
第百十四条の三十
第二十三条の二の
第二十三条の二の
第百十四条の三十
第二十三条の二の
第二十三条の二の
四第二項
五第七項（同条第
二十三第四項（同
四第二項
五第六項（同条第
二十三第三項（同
十五項
条第七項
十一項
条第六項
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
第百十四条の七十
法第二十三条の二
基準適合性認証
第百十四条の七十
第二十三条の二の
基準適合性認証
一第一号
の五第一項又は第
一第一号
五第一項又は第十
十五項の承認
一項の承認
（略）
（略）
（略）
（略）
３ 外国指定高度管理医療機器製造等事業者については、第一項に ３ 外国指定高度管理医療機器製造等事業者については、第一項に
規定するもののほか、第百十四条の七十四（第二号ハ及びニを除
規定するもののほか、第百十四条の七十四（第二号ハ及びニを除
く。）、第百十四条の七十五、第百十四条の七十六（第一項第三
く。）、第百十四条の七十五、第百十四条の七十六（第一項第三
号を除く。）、第百十四条の七十七、第百十四条の七十八、第百
号を除く。）、第百十四条の七十七及び第百十四条の八十（第一
十四条の七十九及び第百十四条の八十（第一項を除く。）の規定
項を除く。）の規定を準用する。
を準用する。
４ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 ４ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
ものとする。
ものとする。
第百十四条の七十
第百十四条の七十
四
四
（略）
第二十三条の二の
十七第一項及び同
条第五項において
準用する法第二十
三条の二の五第十
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第百十四条の七十
五第一項
第百十四条の七十
五第二項
（略）
第百十四条の七十
六第一項第一号

第百十四条の七十
六第一項第二号

（略）
第百十四条の七十
七
第百十四条の七十

（略）
（略）

第二十三条の三第
二項
（略）
第二十三条の三第
二項
（略）
（略）
（略）
同条第六項

五項
第二十三条の二の
十八第一項
（略）
第二十三条の二の
十八第一項
（略）
（略）
（略）
同条第五項におい
て準用する法第二
十三条の二の五第
十五項
第二十三条の二の
十七第一項及び同
条第五項において
準用する法第二十
三条の二の五第十
五項の承認の申請
に際して提出した
資料の写し並びに
法第二十三条の二
の十九において準
用する法第二十三
条の二の九第一項
の使用成績に関す
る評価
（略）
（略）
外国製造医療機器

基準適合性認証

外国製造医療機器

第百十四条の七十
五第一項
第百十四条の七十
五第二項
（略）
第百十四条の七十
六第一項第一号

第百十四条の七十
六第一項第二号

（略）
第百十四条の七十
七
（新設）

一項
第二十三条の二の
十八
（略）
第二十三条の二の
十八
（略）
（略）
（略）
同条第五項におい
て準用する法第二
十三条の二の五第
十一項
第二十三条の二の
十七第一項及び同
条第五項において
準用する法第二十
三条の二の五第十
一項の承認の申請
に際して提出した
資料の写し並びに
法第二十三条の二
の十九において準
用する法第二十三
条の二の九第一項
の使用成績に関す
る評価
（略）
（略）

（新設）

（略）
（略）

基準適合性認証

第二十三条の三第
二項
（略）
第二十三条の三第
二項
（略）
（略）
（略）
同条第六項

（新設）
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八

第百十四条の七十
九

（略）

等特例承認取得者
承認を受けた
様式第五十四の三
外国製造医療機器
等特例承認取得者
等
法第二十三条の二
の十七第一項

承認
外国製造医療機器
等特例承認取得者
厚生労働大臣
選任外国製造医療
機器等製造販売業
者
（略）

等特例認証取得者
認証を受けた
様式第六十八の四
外国製造医療機器
等特例認証取得者
等
法第二十三条の二
の二十三第一項の
外国指定高度管理
医療機器等
認証
外国製造医療機器
等特例認証取得者
登録認証機関
選任外国製造指定
高度管理医療機器
等製造販売業者
（略）
（新設）

（略）

（略）

（新設）
（新設）

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）
（新設）
（新設）

（略）

（新設）
（新設）

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）
（新設）
（新設）

（登録認証機関の報告書）
（登録認証機関の報告書）
第百十九条 法第二十三条の五第一項に規定する報告書は、毎月、 第百十九条 法第二十三条の五第一項に規定する報告書は、毎月、
次に掲げる事項を記載し、その翌月末日までに厚生労働大臣に提
次に掲げる事項を記載し、その翌月末日までに厚生労働大臣に提
出するものとする。
出するものとする。
一 当該月に与えた基準適合性認証又は当該月に受けた法第二十
一 当該月に与えた基準適合性認証又は当該月に受けた法第二十
三条の二の二十三第八項の規定による届出（以下この項におい
三条の二の二十三第七項の規定による届出（以下この項におい
て「認証等」という。）に係る製造販売業者又は外国指定高度
て「認証等」という。）に係る製造販売業者又は外国指定高度
管理医療機器製造等事業者の氏名及び住所
管理医療機器製造等事業者の氏名及び住所
二～七 （略）
二～七 （略）
八 基準適合性認証の申請時における法第二十三条の二の二十三
八 基準適合性認証の申請時における法第二十三条の二の二十三
第四項及び第六項の規定による調査の実施年月日並びに当該調
第三項及び第五項の規定による調査の実施年月日並びに当該調
査結果及びその概要並びに同条第四項の規定による調査に係る
査結果及びその概要並びに同条第三項の規定による調査に係る
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基準適合証及び同条第六項の規定による調査に係る調査結果証
基準適合証及び同条第五項の規定による調査に係る調査結果証
明書の写し
明書の写し
九～十一 （略）
九～十一 （略）
２・３ （略）
２・３ （略）
（登録認証機関の登録等に係る公示の方法）
第百三十六条の二 法第二十三条の八第一項及び第三項、法第二十 （新設）
三条の十五第二項、法第二十三条の十六第四項並びに法第二十三
条の十八第三項の規定による公示は、厚生労働省のホームページ
に掲載する方法により行うものとする。

（申請資料の信頼性の基準）
（申請資料の信頼性の基準）
第百三十七条の二十五 法第二十三条の二十五第三項後段（同条第 第百三十七条の二十五 法第二十三条の二十五第三項後段（同条第
九項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項の規
九項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項の規
定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定する資料は
定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定する資料は
、再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関
、再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関
する省令（平成二十六年厚生労働省令第八十八号）、再生医療等
する省令（平成二十六年厚生労働省令第八十八号）、再生医療等
製品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成二十六年厚生労
製品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成二十六年厚生労
働省令第八十九号）及び再生医療等製品の製造販売後の調査及び
働省令第八十九号）及び再生医療等製品の製造販売後の調査及び
試験の実施の基準に関する省令（平成二十六年厚生労働省令第九
試験の実施の基準に関する省令（平成二十六年厚生労働省令第九
十号）に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され
十号）に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され
、かつ、作成されたものでなければならない。
、かつ、作成されたものでなければならない。
一 （略）
一 （略）
二 前号の調査又は試験において、申請に係る再生医療等製品に
二 前号の調査又は試験において、申請に係る再生医療等製品に
ついてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを
ついてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを
疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査
疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査
結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果
結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果
が当該資料に記載されていること。
は当該資料に記載されていること。
三 当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二十五第一
三 当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二十五第一
項の承認（法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び
項の承認（法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び
期限を付したものを除く。）又は同条第九項の承認を与える又
期限を付したものを除く。）又は同条第九項の承認を与える又
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は与えない旨の処分の日まで保存されていること。ただし、資
料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあ
つては、この限りではない。

４

は与えない旨の処分の日まで保存されていること。ただし、資
料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあ
つてはこの限りではない。

（略）

（新再生医療等製品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報
告等）
第百三十七条の四十三 （略）
２ （略）
３ 前項の報告は、当該調査に係る再生医療等製品の製造販売の承
認を受けた日から起算して一年（厚生労働大臣が指示する再生医
療等製品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間）ごとに、そ
の期間の満了後二月以内に行わなければならない。
（新設）

（機構による再生医療等製品審査等の結果の通知）
（機構による再生医療等製品審査等の結果の通知）
第百三十七条の三十七 法第二十三条の二十七第六項の規定により 第百三十七条の三十七 法第二十三条の二十七第五項の規定により
厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品審査等の結果の通知は
厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品審査等の結果の通知は
、様式第七十五の八による通知書によつて行うものとする。
、様式第七十五の八による通知書によつて行うものとする。
２ 法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対し ２ 法第二十三条の二十七第五項の規定により厚生労働大臣に対し
て行う法第二十三条の二十五第六項（同条第九項において準用す
て行う法第二十三条の二十五第六項（同条第九項において準用す
る場合を含む。）の調査の結果の通知は、様式第七十五の六によ
る場合を含む。）の調査の結果の通知は、様式第七十五の六によ
る通知書によつて行うものとする。
る通知書によつて行うものとする。
３ 法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対し ３ 法第二十三条の二十七第五項の規定により厚生労働大臣に対し
て行う法第二十三条の二十五第十項の規定による届出の状況の通
て行う法第二十三条の二十五第十項の規定による届出の状況の通
知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。
知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。
（新再生医療等製品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報
告等）
第百三十七条の四十三 （略）
２ （略）
３ 前項の報告は、当該調査に係る再生医療等製品の製造販売の承
認を受けた日から起算して一年（厚生労働大臣が指示する再生医
療等製品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間）以内ごとに
、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
４ 前項に規定する期間の満了日（この項において「報告期限日」
という。）が第一項各号の期間の満了日以降となる場合にあつて
は、前項の規定にかかわらず、法第二十三条の二十九第一項に基
づき再審査の申請を行うことをもつて、第一項各号の期間の満了
日以降に報告期限日が到来する場合における第二項の報告に代え
ることができる。
（略）
５
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（機構による再審査の再生医療等製品確認等の結果の通知）
（機構による再審査の再生医療等製品確認等の結果の通知）
第百三十七条の四十五 法第二十三条の三十第一項において準用す 第百三十七条の四十五 法第二十三条の三十第一項において準用す
る法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対し
る法第二十三条の二十七第五項の規定により厚生労働大臣に対し
て行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第七十五の十
て行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第七十五の十
一による通知書によつて行うものとする。
一による通知書によつて行うものとする。
（再生医療等製品の再評価に係る公示の方法）
第百三十七条の四十六の二 法第二十三条の三十一第一項の規定に （新設）
よる公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。

（機構による再評価に係る再生医療等製品確認等の結果の通知）
（機構による再評価に係る再生医療等製品確認等の結果の通知）
第百三十七条の四十八 法第二十三条の三十二第一項において準用 第百三十七条の四十八 法第二十三条の三十二第一項において準用
する法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対
する法第二十三条の二十七第五項の規定により厚生労働大臣に対
して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第七十五の
して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第七十五の
十四による通知書によつて行うものとする。
十四による通知書によつて行うものとする。

（選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に関する変更の届出
（選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に関する変更の届出
）
）
第百三十七条の七十一 法第二十三条の三十八第一項の規定により 第百三十七条の七十一 法第二十三条の三十八の規定により変更の
変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
一・二 （略）
一・二 （略）
２ 法第二十三条の三十八第一項の規定による選任外国製造再生医 ２ 法第二十三条の三十八の規定による選任外国製造再生医療等製
療等製品製造販売業者の変更の届出及び前項の届出は、品目ごと
品製造販売業者の変更の届出及び前項の届出は、品目ごとに様式
に様式第五十四による届書（正副二通）を提出することによつて
第五十四による届書（正本一通及び副本二通）を提出することに
行うものとする。
よつて行うものとする。
（略）
３ （略）
３

（機構による選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に関する
変更の届出の状況の通知）
第百三十七条の七十一の二 法第二十三条の三十八第三項の規定に （新設）
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より機構が厚生労働大臣に対して行う選任外国製造再生医療等製
品製造販売業者に関する変更の届出の状況の通知は、様式第五十
四の二による通知書によつて行うものとする。

（情報の提供）
（情報の提供）
第百三十七条の七十二 外国製造再生医療等製品特例承認取得者は 第百三十七条の七十二 外国製造再生医療等製品特例承認取得者は
、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に対し、次に掲げる
、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に対し、次に掲げる
情報を提供しなければならない。
情報を提供しなければならない。
一～六 （略）
一～六 （略）
七 法第六十九条第一項、第四項若しくは第五項又は第七十五条
七 法第六十九条第一項若しくは第四項又は第七十五条の二の二
の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事
第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項
項
八 （略）
八 （略）
２・３ （略）
２・３ （略）

（外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出）
（外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出）
第百三十七条の七十四 （略）
第百三十七条の七十四 （略）
２ 前項の届出は、品目ごとに様式第五十四の三による届書（正副 ２ 前項の届出は、品目ごとに様式第五十四による届書（正本一通
二通）を提出することによつて行うものとする。
及び副本二通）を提出することによつて行うものとする。
（略）
３ （略）
３

（機構による外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変
更の届出の状況の通知）
第百三十七条の七十四の二 令第四十三条の三十五第三項の規定に （新設）
より機構が厚生労働大臣に対して行う外国製造再生医療等製品特
例承認取得者に関する変更の届出の状況の通知は、様式第五十四
の二による通知書によつて行うものとする。

（医薬品の購入等に関する記録）
（医薬品の購入等に関する記録）
第百四十六条 （略）
第百四十六条 （略）
２ 店舗販売業者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、 ２ 店舗販売業者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、
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購入者等から、許可証等の写しその他の資料の提示を受けること
購入者等から、許可証の写しその他の資料の提示を受けることで
で、購入者等の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認
、購入者等の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認し
しなければならない。ただし、購入者等が当該店舗販売業者と常
なければならない。ただし、購入者等が当該店舗販売業者と常時
時取引関係にある場合は、この限りではない。
取引関係にある場合は、この限りではない。
３～６ （略）
３～６ （略）

（指定第二類医薬品の販売等）
（指定第二類医薬品の販売等）
第百四十七条の八 店舗販売業者は、指定第二類医薬品を販売し、 第百四十七条の八 店舗販売業者は、指定第二類医薬品を販売し、
又は授与する場合は、当該指定第二類医薬品を購入し、又は譲り
又は授与する場合は、当該指定第二類医薬品を購入し、又は譲り
受けようとする者が別表第一の二第二の七に掲げる事項を確実に
受けようとする者が別表第一の二第二の六に掲げる事項を確実に
認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない
認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない
。
。

（医薬品の購入等に関する記録）
（医薬品の購入等に関する記録）
第百四十九条の五 （略）
第百四十九条の五 （略）
２ 配置販売業者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、 ２ 配置販売業者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、
当該配置販売業者に対して医薬品を販売又は授与した者から、許
当該配置販売業者に対して医薬品を販売又は授与した者から、許
可証等の写しその他の資料の提示を受けることで、当該者の住所
可証の写しその他の資料の提示を受けることで、当該者の住所又
又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならない
は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならない。
。ただし、当該者が当該配置販売業者と常時取引関係にある場合
ただし、当該者が当該配置販売業者と常時取引関係にある場合は
は、この限りではない。
、この限りではない。
３～６ （略）
３～６ （略）

（準用）
（準用）
第百五十五条 卸売販売業者については、第二条から第七条まで（ 第百五十五条 卸売販売業者については、第二条から第七条まで（
同条第四号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号を除く。）
同条第四号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号を除く。）
の規定を準用する。この場合において、第二条中「様式第二」と
の規定を準用する。この場合において、第二条中「様式第二」と
あるのは「様式第七十七」と、第六条第一項中「様式第五」とあ
あるのは「様式第七十七」と、第六条第一項中「様式第五」とあ
るのは「様式第七十八」と、第七条第七号中「氏名、住所及び週
るのは「様式第七十八」と、第七条第六号中「氏名、住所及び週
当たり勤務時間数」とあるのは「氏名及び住所」と、同条第十一
当たり勤務時間数」とあるのは「氏名及び住所」と、同条第十号
号中「医薬品の販売業」とあるのは「卸売販売業以外の医薬品の
中「医薬品の販売業」とあるのは「卸売販売業以外の医薬品の販

- 63 -

販売業」と読み替えるものとする。

売業」と読み替えるものとする。

（医薬品の購入等に関する記録）
（医薬品の購入等に関する記録）
第百五十八条の四 （略）
第百五十八条の四 （略）
２ 医薬品の卸売販売業者は、前項の規定に基づき書面に記載する ２ 医薬品の卸売販売業者は、前項の規定に基づき書面に記載する
に際し、購入者等から、許可証等の写しその他の資料の提示を受
に際し、購入者等から、許可証の写しその他の資料の提示を受け
けることで、購入者等の住所又は所在地、電話番号その他の連絡
ることで、購入者等の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先
先を確認しなければならない。ただし、購入者等が当該卸売販売
を確認しなければならない。ただし、購入者等が当該卸売販売業
業者と常時取引関係にある場合は、この限りではない。
者と常時取引関係にある場合は、この限りではない。
（略）
３ （略）
３

（薬局医薬品の販売等）
（薬局医薬品の販売等）
第百五十八条の七 薬局開設者は、法第三十六条の三第一項の規定 第百五十八条の七 薬局開設者は、法第三十六条の三第一項の規定
により、薬局医薬品につき、次に掲げる方法により、その薬局に
により、薬局医薬品につき、次に掲げる方法により、その薬局に
おいて医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、又は
おいて医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、又は
授与させなければならない。
授与させなければならない。
一～五 （略）
一～五 （略）
六 法第三十六条の四第五項の規定による情報の提供又は指導の
（新設）
ため必要があると認めるときは、当該薬局医薬品を購入し、又
は譲り受けようとする者の連絡先を確認した後に、当該薬局医
薬品を販売し、又は授与させること。
（略）
六 （略）
七

（薬局医薬品に係る情報提供及び指導の方法等）
（薬局医薬品に係る情報提供及び指導の方法等）
第百五十八条の八 薬局開設者は、法第三十六条の四第一項の規定 第百五十八条の八 薬局開設者は、法第三十六条の四第一項の規定
による情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局
による情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局
において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなけれ
において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなけれ
ばならない。
ばならない。
一・二 （略）
一・二 （略）
三 当該薬局医薬品を使用しようとする者が手帳を所持しない場
（新設）
合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持する場合は、必要
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に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせるこ
と。
四～八 （略）
三～七 （略）
２～４ （略）
２～４ （略）

第百五十八条の九 薬局開設者は、法第三十六条の四第四項の規定 第百五十八条の九 薬局開設者は、法第三十六条の四第四項の規定
による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局
による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局
において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなけれ
において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなけれ
ばならない。
ばならない。
一・二 （略）
一・二 （略）
三 当該薬局医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合
（新設）
は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行
わせること。
四～六 （略）
三～五 （略）
第百五十八条の九の二 法第三十六条の四第五項の厚生労働省令で （新設）
定める場合は、当該薬局医薬品の適正な使用のため、情報の提供
又は指導を行う必要があるとその薬局において医薬品の販売又は
授与に従事する薬剤師が認める場合とする。
２ 前項に該当する場合、薬局開設者は、次に掲げる事項のうち、
その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が必要
と認めるものについて、当該薬剤師に把握させなければならない
。
一 第百五十八条の八第四項第一号から第十号までに掲げる事項
二 当該薬局医薬品の服薬状況
三 当該薬局医薬品を使用する者の服薬中の体調の変化
四 その他法第三十六条の四第五項の規定による情報の提供又は
指導を行うために把握が必要な事項
３ 薬局開設者は、法第三十六条の四第五項の規定による情報の提
供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において医薬品
の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。
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一 当該薬局医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防
止するために必要な事項について説明を行わせること。
二 当該薬局医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該薬局医薬
品との併用を避けるべき医薬品その他の当該薬局医薬品の適正
な使用のために必要な情報を、その薬局において当該薬局医薬
品を購入し、又は譲り受けた者の状況に応じて個別に提供させ
、又は必要な指導を行わせること。
三 当該薬局医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合
は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行
わせること。
四 必要に応じて、当該薬局医薬品に代えて他の医薬品の使用を
勧めさせること。
五 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧め
させること。
六 当該情報の提供又は指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせる
こと。

（薬局製造販売医薬品の特例）
（薬局製造販売医薬品の特例）
第百五十八条の十 薬局開設者がその薬局において薬局製造販売医 第百五十八条の十 薬局開設者がその薬局において薬局製造販売医
薬品を販売し、又は授与する場合について第百五十八条の七（第
薬品（毒薬及び劇薬であるものを除く。第三項において同じ。）
四号、第五号及び第七号に係る部分に限る。）、第百五十八条の
を販売し、又は授与する場合について第百五十八条の七（第四号
八第一項（第六号に係る部分を除く。）及び第四項並びに第百五
から第六号までに係る部分に限る。）、第百五十八条の八第一項
十八条の九（第四号に係る部分を除く。）の規定を適用する場合
（第五号に係る部分を除く。）及び第四項並びに第百五十八条の
においては、第百五十八条の七第四号中「提供及び指導」とある
九（第三号に係る部分を除く。）の規定を適用する場合において
のは「提供」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同条第五号
は、第百五十八条の七第四号中「提供及び指導」とあるのは「提
中「提供又は指導」とあるのは「提供」と、第百五十八条の八第
供」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同条第五号中「提供
一項各号列記以外の部分中「提供及び指導」とあるのは「提供」
又は指導」とあるのは「提供」と、第百五十八条の八第一項各号
と、同項第一号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「提
列記以外の部分中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、同項
供し、及び指導を行う」とあるのは「提供する」と、「ある場所
第一号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「提供し、及
」とあるのは「ある場所、同令第一条第一項第五号に規定する医
び指導を行う」とあるのは「提供する」と、「ある場所」とある
薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所又は特定販売を行う場
のは「ある場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局内
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合にあつては、当該薬局内の場所」と、同項第二号中「提供させ
の場所」と、同項第二号中「提供させ、及び必要な指導を行わせ
、及び必要な指導を行わせる」とあるのは「提供させる」と、同
る」とあるのは「提供させる」と、同項第四号中「提供及び指導
項第三号中「所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳
」とあるのは「提供」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同
を所持する場合は」とあるのは「所持する場合は」と、「提供及
項第七号及び同条第四項第十一号中「提供及び指導」とあるのは
び指導」とあるのは「提供」と、同項第五号中「提供及び指導」
「提供」と、第百五十八条の九各号列記以外の部分中「提供又は
とあるのは「提供」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同項
指導」とあるのは「提供」と、同条第二号中「提供させ、又は必
第八号及び同条第四項第十一号中「提供及び指導」とあるのは「
要な指導を行わせる」とあるのは「提供させる」と、同条第五号
提供」と、第百五十八条の九各号列記以外の部分中「提供又は指
中「提供又は指導」とあるのは「提供」とする。
導」とあるのは「提供」と、同条第二号中「提供させ、又は必要
な指導を行わせる」とあるのは「提供させる」と、同条第三号及
び第六号中「提供又は指導」とあるのは「提供」とする。
２ 前項に規定する場合については、第百五十八条の七（第一号か ２ 前項に規定する場合については、第百五十八条の七（第一号か
ら第三号まで及び第六号に係る部分に限る。）、第百五十八条の
ら第三号までに係る部分に限る。）、第百五十八条の八第一項（
八第一項（第六号に係る部分に限る。）、第百五十八条の九（第
第五号に係る部分に限る。）及び第百五十八条の九（第三号に係
四号に係る部分に限る。）及び第百五十八条の九の二の規定を適
る部分に限る。）の規定を適用しない。
用しない。
（略）
３ （略）
３

（要指導医薬品に係る情報提供及び指導の方法等）
（要指導医薬品に係る情報提供及び指導の方法等）
第百五十八条の十二 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六 第百五十八条の十二 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六
条の六第一項の規定による情報の提供及び指導を、次に掲げる方
条の六第一項の規定による情報の提供及び指導を、次に掲げる方
法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従
法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従
事する薬剤師に行わせなければならない。
事する薬剤師に行わせなければならない。
一 当該薬局又は店舗内の情報の提供及び指導を行う場所（薬局
一 当該薬局又は店舗内の情報の提供及び指導を行う場所（薬局
等構造設備規則第一条第一項第十三号若しくは第二条第十二号
等構造設備規則第一条第一項第十二号若しくは第二条第十一号
に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場
に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場
所又は同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定す
所又は同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定す
る医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所をいう。）にお
る医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所をいう。）にお
いて行わせること。
いて行わせること。
（略）
二 （略）
当該要指導医薬品を使用しようとする者が手帳を所持しない
（新設）
二
三
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場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持する場合は、必
要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせる
こと。
四～八 （略）
三～七 （略）
２～４ （略）
２～４ （略）

第百五十九条 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の六 第百五十九条 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の六
第四項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法によ
第四項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法によ
り、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する
り、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する
薬剤師に行わせなければならない。
薬剤師に行わせなければならない。
一・二 （略）
一・二 （略）
三 当該要指導医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場
（新設）
合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を
行わせること。
四～六 （略）
三～五 （略）

（法第三十六条の七第一項第一号の厚生労働省令で定める期間）
（法第三十六条の七第一項第一号の厚生労働省令で定める期間）
第百五十九条の二 法第三十六条の七第一項第一号の厚生労働省令 第百五十九条の二 法第三十六条の七第一項第一号の厚生労働省令
で定める期間は、次の表の上欄に掲げる医薬品の区分に応じ、そ
で定める期間は、次の表の上欄に掲げる医薬品の区分に応じ、そ
れぞれ同表の下欄に定める期間とする。
れぞれ同表の下欄に定める期間とする。
一 法第十四条の四第一項第 法第十四条の四第一項第一号
一 法第十四条の四第一項第 法第十四条の四第一項第一号
一号に規定する新医薬品
に規定する調査期間（同条第
一号に規定する新医薬品
に規定する調査期間（同条第
三項の規定による延長が行わ
二項の規定による延長が行わ
れたときは、その延長後の期
れたときは、その延長後の期
間）に一年を加えた期間
間）に一年を加えた期間
（略）
（略）
（略）
（略）

（一般用医薬品に係る情報提供の方法等）
（一般用医薬品に係る情報提供の方法等）
第百五十九条の十五 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六 第百五十九条の十五 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六
条の十第一項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により
条の十第一項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により
、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬
、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬
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剤師に行わせなければならない。
剤師に行わせなければならない。
一・二 （略）
一・二 （略）
三 当該一般用医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場
（新設）
合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供を行わせる
こと。
四～七 （略）
三～六 （略）
２～４ （略）
２～４ （略）

第百五十九条の十六 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六 第百五十九条の十六 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六
条の十第三項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により
条の十第三項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により
、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬
、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬
剤師又は登録販売者に行わせるよう努めなければならない。
剤師又は登録販売者に行わせるよう努めなければならない。
一～三 （略）
一～三 （略）
四 当該一般用医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場
（新設）
合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供を行わせる
こと。
五～八 （略）
四～七 （略）
（略）
２ （略）
２

医薬品等の基準及び検定

第六章

医薬品等の検定

第百五十九条の十七 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六 第百五十九条の十七 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六
条の十第五項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により
条の十第五項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により
、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬
、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬
剤師又は登録販売者に行わせなければならない。
剤師又は登録販売者に行わせなければならない。
一～四 （略）
一～四 （略）
五 当該一般用医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場
（新設）
合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供を行わせる
こと。
六・七 （略）
五・六 （略）
（略）
２ （略）
２

第六章
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６

（略）

（医薬品の検定の申請及び検定機関）
第百九十七条 （略）
２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる検定の申請の区分に応じ
、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 生物学的製剤である医薬品のうち厚生労働大臣が指定するも
の（以下「指定製剤」という。）の検定の申請（当該指定製剤
の検定が二以上の製造段階について行われるべき場合にあつて
は、最終段階の検定の申請に限る。） 次のイ及びロに掲げる
書類
イ （略）
ロ 申請に係る品目について法第十四条又は第十九条の二の承
認の際に交付される書類（当該品目について法第十四条第十
項（法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）
の届出を行つている場合には、当該届書（当該交付される書
類に記載されていない内容に係るものに限る。）の写しを含
む。次項、第百九十七条の四及び第百九十七条の五において
「承認書」という。）の写し
二 （略）
３・４ （略）
５ 令第五十八条の出願者は、医薬品については、当該品目に係る
法第十四条第一項若しくは第九項の承認を取得している製造販売
業者又は法第十九条の二第一項若しくは同条第五項において準用
する法第十四条第九項の承認を取得している外国製造医薬品等特
例承認取得者に係る選任外国製造医薬品等製造販売業者とする。

（日本薬局方の公示の方法）
第百九十六条の十四 法第四十一条第一項の規定による公示は、官 （新設）
報への掲載及び公衆の縦覧に供することにより行うものとする。
（医薬品の検定の申請及び検定機関）
第百九十七条 （略）
２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる検定の申請の区分に応じ
、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 生物学的製剤である医薬品のうち厚生労働大臣が指定するも
の（以下「指定製剤」という。）の検定の申請（当該指定製剤
の検定が二以上の製造段階について行われるべき場合にあつて
は、最終段階の検定の申請に限る。） 次のイ及びロに掲げる
書類
イ （略）
ロ 申請に係る品目について法第十四条又は第十九条の二の承
認の際に交付される書類（当該品目について法第十四条第十
四項（法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。
）の届出を行つている場合には、当該届書（当該交付される
書類に記載されていない内容に係るものに限る。）の写しを
含む。次項、第百九十七条の四及び第百九十七条の五におい
て「承認書」という。）の写し
二 （略）
３・４ （略）
５ 令第五十八条の出願者は、医薬品については、当該品目に係る
法第十四条第一項若しくは第十三項の承認を取得している製造販
売業者又は法第十九条の二第一項若しくは同条第五項において準
用する法第十四条第十三項の承認を取得している外国製造医薬品
等特例承認取得者に係る選任外国製造医薬品等製造販売業者とす
る。
（略）
６
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４

（製造・試験記録等要約書の様式の変更等の申請）
第百九十七条の五 製造販売業者は、前条の規定により製造・試験
記録等要約書の様式が作成された場合において、次に掲げる場合
に該当したときは、遅滞なく、国立感染症研究所に対し、当該製
造・試験記録等要約書の様式の変更又は変更の確認の申請をしな
ければならない。
一 当該品目について法第十四条第九項の承認を受けた場合
二 当該品目について法第十四条第十項で定める軽微な変更が行
われることにより製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要
となる場合
三 （略）
２ （略）
３ 指定製剤に該当する品目について法第十四条第九項の承認の申
請を行つた製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製造
販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、第
一項の規定にかかわらず、同条第九項の承認を受ける前において
も、国立感染症研究所に対し、製造・試験記録等要約書の様式の
変更又は変更の確認の申請をすることができる。
前項の申請は、様式第九十五の三による申請書に次に掲げる資
料を添えて提出することによつて行わなければならない。ただし

（製造・試験記録等要約書の様式の作成の申請）
（製造・試験記録等要約書の様式の作成の申請）
第百九十七条の四 製造販売業者は、指定製剤に該当する品目につ 第百九十七条の四 製造販売業者は、指定製剤に該当する品目につ
いて法第十四条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、国立感
いて法第十四条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、国立感
染症研究所に対し、製造・試験記録等要約書の様式の作成を申請
染症研究所に対し、製造・試験記録等要約書の様式の作成を申請
しなければならない。指定製剤に該当する品目について同項の承
しなければならない。指定製剤に該当する品目について同項の承
認を受けた後、製造・試験記録等要約書の様式が作成される前に
認を受けた後、製造・試験記録等要約書の様式が作成される前に
、当該品目について同条第十三項の承認を受けた場合においても
、当該品目について同条第九項の承認を受けた場合においても、
、同様とする。
同様とする。
２～６ （略）
２～６ （略）
（製造・試験記録等要約書の様式の変更等の申請）
第百九十七条の五 製造販売業者は、前条の規定により製造・試験
記録等要約書の様式が作成された場合において、次に掲げる場合
に該当したときは、遅滞なく、国立感染症研究所に対し、当該製
造・試験記録等要約書の様式の変更又は変更の確認の申請をしな
ければならない。
一 当該品目について法第十四条第十三項の承認を受けた場合
二 当該品目について法第十四条第十四項で定める軽微な変更が
行われることにより製造・試験記録等要約書の様式の変更が必
要となる場合
三 （略）
２ （略）
３ 指定製剤に該当する品目について法第十四条第十三項の承認の
申請を行つた製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製
造販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、
第一項の規定にかかわらず、同条第十三項の承認を受ける前にお
いても、国立感染症研究所に対し、製造・試験記録等要約書の様
式の変更又は変更の確認の申請をすることができる。
前項の申請は、様式第九十五の三による申請書に次に掲げる資
料を添えて提出することによつて行わなければならない。ただし
４
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、第一号に掲げる資料は、当該承認書の内容が前条又はこの条の
、第一号に掲げる資料は、当該承認書の内容が前条又はこの条の
規定により提出した承認書のうち直近のものから変更がないとき
規定により提出した承認書のうち直近のものから変更がないとき
は、提出することを要しない。
は、提出することを要しない。
一 当該品目の承認書及び法第十四条第十三項の承認に係る申請
一 当該品目の承認書及び法第十四条第九項の承認に係る申請書
書の写し
の写し
二・三 （略）
二・三 （略）
５ 第三項の規定による申請を行つた製造販売業者は、当該品目に ５ 第三項の規定による申請を行つた製造販売業者は、当該品目に
ついて法第十四条第十三項の承認を受けたときは、速やかに、当
ついて法第十四条第九項の承認を受けたときは、速やかに、当該
該品目に係る承認書の写しを国立感染症研究所に提出しなければ
品目に係る承認書の写しを国立感染症研究所に提出しなければな
ならない。
らない。
６ 第三項の規定による申請を行つた製造販売業者が当該品目につ ６ 第三項の規定による申請を行つた製造販売業者が当該品目につ
いて法第十四条第十三項の承認を受けられなかつたときは、当該
いて法第十四条第九項の承認を受けられなかつたときは、当該申
申請は取り下げられたものとみなす。
請は取り下げられたものとみなす。

第百九十七条の六 第百九十七条の四第一項及び第二項の規定は、 第百九十七条の六 第百九十七条の四第一項及び第二項の規定は、
法第十九条の二第一項に規定する者が指定製剤に該当する品目に
法第十九条の二第一項に規定する者が指定製剤に該当する品目に
ついて同項の承認を受けた場合について準用する。この場合にお
ついて同項の承認を受けた場合について準用する。この場合にお
いて、第百九十七条の四第一項中「製造販売業者」とあるのは「
いて、第百九十七条の四第一項中「製造販売業者」とあるのは「
選任外国製造医薬品等製造販売業者」と、「法第十四条第一項」
選任外国製造医薬品等製造販売業者」と、「法第十四条第一項」
とあるのは「当該選任外国製造医薬品等製造販売業者に係る法第
とあるのは「当該選任外国製造医薬品等製造販売業者に係る法第
十九条の二第一項に規定する者が同項」と、「同条第十三項」と
十九条の二第一項に規定する者が同項」と、「同条第九項」とあ
あるのは「同条第五項において準用する法第十四条第十三項」と
るのは「同条第五項において準用する法第十四条第九項」と読み
読み替えるものとする。
替えるものとする。
２ （略）
２ （略）
３ 第百九十七条の五第一項及び第二項の規定は、外国製造医薬品 ３ 第百九十七条の五第一項及び第二項の規定は、外国製造医薬品
等特例承認取得者が指定製剤に該当する品目について法第十九条
等特例承認取得者が指定製剤に該当する品目について法第十九条
の二第五項において準用する法第十四条第十三項の承認を受けた
の二第五項において準用する法第十四条第九項の承認を受けた場
場合について準用する。この場合において、第百九十七条の五第
合について準用する。この場合において、第百九十七条の五第一
一項中「製造販売業者」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造
項中「製造販売業者」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販
販売業者」と、同項第一号中「第十四条第十三項」とあるのは「
売業者」と、同項第一号中「第十四条第九項」とあるのは「第十
第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十三項」と、
九条の二第五項において準用する法第十四条第九項」と、同項第
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同項第二号中「第十四条第十四項」とあるのは「第十九条の二第
二号中「第十四条第十項」とあるのは「第十九条の二第五項にお
五項において準用する法第十四条第十四項」と読み替えるものと
いて準用する法第十四条第十項」と読み替えるものとする。
する。
４ 前条第三項から第六項までの規定は、外国製造医薬品等特例承 ４ 第百九十七条の五第三項から第六項までの規定は、外国製造医
認取得者が指定製剤に該当する品目について法第十九条の二第五
薬品等特例承認取得者が指定製剤に該当する品目について法第十
項において準用する法第十四条第十三項の承認の申請を行つた場
九条の二第五項において準用する法第十四条第九項の承認の申請
合について準用する。この場合において、前条第三項中「第十四
を行つた場合について準用する。この場合において、第百九十七
条第十三項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する
条の五第三項中「第十四条第九項」とあるのは「第十九条の二第
法第十四条第十三項」と、「製造販売業者」とあるのは「外国製
五項において準用する法第十四条第九項」と、「製造販売業者」
造医薬品等特例承認取得者に係る選任外国製造医薬品等製造販売
とあるのは「外国製造医薬品等特例承認取得者に係る選任外国製
業者」と、同条第四項中「第十四条第十三項」とあるのは「第十
造医薬品等製造販売業者」と、同条第四項中「第十四条第九項」
九条の二第五項において準用する法第十四条第十三項」と、同条
とあるのは「第十九条の二第五項において準用する法第十四条第
第五項中「製造販売業者は、」とあるのは「選任外国製造医薬品
九項」と、同条第五項中「製造販売業者は、」とあるのは「選任
等製造販売業者は、当該選任外国製造医薬品等製造販売業者に係
外国製造医薬品等製造販売業者は、当該選任外国製造医薬品等製
る外国製造医薬品等特例承認取得者が」と、「第十四条第十三項
造販売業者に係る外国製造医薬品等特例承認取得者が」と、「第
」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する法第十四条
十四条第九項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用す
第十三項」と、同条第六項中「製造販売業者」とあるのは「選任
る法第十四条第九項」と、同条第六項中「製造販売業者」とある
外国製造医薬品等製造販売業者に係る外国製造医薬品等特例承認
のは「選任外国製造医薬品等製造販売業者に係る外国製造医薬品
取得者」と、「第十四条第十三項」とあるのは「第十九条の二第
等特例承認取得者」と、「第十四条第九項」とあるのは「第十九
五項において準用する法第十四条第十三項」と読み替えるものと
条の二第五項において準用する法第十四条第九項」と読み替える
する。
ものとする。

（医療機器の検定の申請及び検定機関）
（医療機器の検定の申請及び検定機関）
第百九十七条の十二 （略）
第百九十七条の十二 （略）
２・３ （略）
２・３ （略）
４ 令第五十八条の出願者は、医療機器については、当該品目に係 ４ 令第五十八条の出願者は、医療機器については、当該品目に係
る法第二十三条の二の五第一項若しくは第十五項の承認若しくは
る法第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項の承認若しくは
基準適合性認証を取得している製造販売業者又は法第二十三条の
基準適合性認証を取得している製造販売業者又は法第二十三条の
二の十七第一項若しくは同条第五項において準用する法第二十三
二の十七第一項若しくは同条第五項において準用する法第二十三
条の二の五第十五項の承認を取得している外国製造医療機器等特
条の二の五第十一項の承認を取得している外国製造医療機器等特
例承認取得者に係る選任外国製造医療機器等製造販売業者若しく
例承認取得者に係る選任外国製造医療機器等製造販売業者若しく
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５

は基準適合性認証を取得している外国指定高度管理医療機器製造
は基準適合性認証を取得している外国指定高度管理医療機器製造
等事業者（以下「外国製造医療機器等特例認証取得者」という。
等事業者（以下「外国製造医療機器等特例認証取得者」という。
）に係る選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者とす
）に係る選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者とす
る。
る。
（略）
５ （略）

（輸入の確認の申請）
第二百十八条の二の二 法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で （新設）
定める事項は、次のとおりとする。
一 当該医薬品の品目名
二 当該医薬品の数量
三 外国において当該医薬品を製造する者の氏名
四 輸入の目的
五 輸入年月日
六 申請者の受けている製造販売業又は製造業の許可の種類
七 申請者の住所と当該医薬品の送付先が異なる場合にあつては
、送付先の名称、住所及び連絡先
八 申請者に代わつて輸入の確認の申請に関する手続を行う者が
いる場合にあつては、当該手続を行う者の氏名、住所及び連絡
先
九 当該医薬品の輸入に係る船荷証券若しくは航空運送状又はこ
れらに準ずる書類の番号
十 輸入港又は蔵置場所
十一 その他輸入の確認を行うために必要な事項
２ 法第五十六条の二第一項の規定による輸入の確認の申請は、様
式第九十七の三による申請書（正副二通）を提出することによつ
て行うものとする。
３ 法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める書類は、次の
とおりとする。
一 当該医薬品の仕入書の写し
二 当該医薬品の輸入に係る船荷証券若しくは航空運送状の写し
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又はこれらに準ずる書類
三 申請者が個人的使用に供する目的で医薬品を輸入する場合に
あつては、次に掲げる書類
イ 医師（外国において医師に相当する資格を有する者を含む
。）又は歯科医師（外国において歯科医師に相当する資格を
有する者を含む。）の処方箋若しくは指示書又はこれらに準
ずる書類
ロ 商品説明書その他の当該医薬品の詳細を明らかにする書類
四 医師、歯科医師その他の医療従事者が、疾病の診断、治療又
は予防等の目的で使用するために医薬品を輸入する場合にあつ
ては、次に掲げる書類
イ 医師免許証、歯科医師免許証の写しその他の医療従事者で
あることを明らかにする書類
ロ 当該医薬品を使用しようとする者の疾病の種類及び状況、
輸入しようとする医薬品及びこれに代替する医薬品の本邦に
おける生産又は流通等を勘案して、疾病の診断、治療又は予
防等の目的で当該医薬品の使用を必要とする理由を記載した
書類
ハ 商品説明書その他の当該医薬品の詳細を明らかにする書類
五 臨床試験その他の試験研究の用に供する目的で医薬品を輸入
する場合にあつては、計画書その他の試験研究の内容を明らか
にする書類
六 医薬品の販売その他の営業についての広告又は宣伝を目的と
せず、医薬品の研究開発及び普及並びに学術研究の発展に資す
ることを目的とした展示会、見本市その他の催しにおいて展示
する目的で医薬品を輸入する場合にあつては、次に掲げる書類
イ 当該展示会、見本市その他の催しの内容を明らかにする書
類
ロ 商品説明書その他の当該医薬品の詳細を明らかにする書類
外国に輸出した医薬品（令第七十四条第一項の届出を行つた
医薬品を除く。次条第一項第五号において同じ。）を輸入する
七
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八

場合にあつては、当該医薬品を輸出したときに税関長に提出し
た書類の写しその他の当該医薬品を輸出した事実を明らかにす
る書類
その他輸入の確認を行うために必要な書類

（輸入の確認をしない場合）
第二百十八条の二の三 法第五十六条の二第二項第一号に規定する （新設）
厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場
合とする。
一 個人的使用に供せられ、かつ、売買の対象とならないと認め
られる程度の数量を超える数量の医薬品の輸入をする場合
二 当該医薬品を使用しようとする者の疾病の種類及び状況、輸
入しようとする医薬品及びこれに代替する医薬品の本邦におけ
る生産又は流通等を勘案して、医師、歯科医師その他の医療従
事者が、疾病の診断、治療又は予防等の目的で使用するために
当該医薬品を輸入する必要があると認められない場合
三 臨床試験その他の試験研究の用に供する目的で当該医薬品を
輸入する必要があると認められない場合
四 医薬品の販売その他の営業についての広告又は宣伝を目的と
せず、医薬品の研究開発及び普及並びに学術研究の発展に資す
ることを目的とした展示会、見本市その他の催しにおいて展示
する目的で医薬品を輸入する必要があると認められない場合
五 外国に輸出した医薬品を輸入する必要があると認められない
場合
六 前各号に掲げる場合に準ずる場合
２ 法第五十六条の二第二項第二号に規定する厚生労働省令で定め
る場合は、申請者又は申請者に代わつて法第五十六条の二第一項
の確認の申請に関する手続をする者が法、麻薬及び向精神薬取締
法（昭和二十八年法律第十四号）、毒物及び劇物取締法（昭和二
十五年法律第三百三号）その他法第五条第三号ニに規定する薬事
に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し
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、その違反行為があつた日から二年を経過していない場合とする
。
（輸入の確認を要しない場合）
第二百十八条の二の四 法第五十六条の二第三項第二号の厚生労働 （新設）
省令で定める数量は、次の表の上欄に掲げる医薬品（これらに準
ずるものを含む。）に応じ、それぞれ同表の下欄に定める使用数
量とする。
医薬品
使用数量
外用剤（毒薬、劇薬、 二十四個
処方箋医薬品、トロー
チ剤、舌下錠、付着錠
ざ
ちつ
、ガム剤、坐剤、膣錠
ちつ
ざ
、膣用坐剤及びバツカ
ル錠を除く。以下この
項において同じ。）
毒薬、劇薬及び処方箋 用法及び用量からみて一月間の使用
医薬品
数量
外用剤、毒薬、劇薬及 用法及び用量からみて二月間の使用
び処方箋医薬品以外の 数量
医薬品
２ 法第五十六条の二第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は
、次の各号に掲げる場合とする。
一 申請者が自ら使用する目的で輸入する場合であつて、前項の
表の上欄に掲げる医薬品（数量にかかわらず医薬品を自ら使用
する目的で輸入する場合に該当するか否かについて確認する必
要があるものを除く。）で、それぞれ同表の下欄に定める使用
数量以下のものを携帯して輸入し、又は申請者がその住所地で
当該医薬品を受け取る場合その他これに準ずる場合
法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第
二十三条の二の十七の承認又は第二十三条の二の二十三の認証
二
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の申請をした者が、当該承認又は認証の申請に係る医薬品を輸
入する場合
三 その他当該医薬品の輸入が、法令に違反して販売又は授与を
行うおそれがないものであることが明らかな場合

（薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列）
（要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列）
第二百十八条の三 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第五十七条 第二百十八条の三 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第五十七条
の二第二項（令第七十四条の四第一項の規定により読み替えて適
の二第二項の規定により、要指導医薬品及び一般用医薬品を次に
用する場合を含む。）の規定により、薬局製造販売医薬品、要指
掲げる方法により陳列しなければならない。
導医薬品及び一般用医薬品を次に掲げる方法により陳列しなけれ
ばならない。
一 薬局製造販売医薬品を陳列する場合には、薬局製造販売医薬
（新設）
品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、鍵をか
けた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようと
する者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこ
れらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を
使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は
、この限りでない。
二 （略）
一 （略）
三 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品を混在
二 要指導医薬品及び一般用医薬品を混在させないように陳列す
させないように陳列すること。
ること。

（準用）
（準用）
第二百二十条の三 医薬部外品については、第二百十一条から第二 第二百二十条の三 医薬部外品については、第二百十一条から第二
百十三条（第二項を除く。）まで、第二百十四条、第二百十七条
百十三条（第二項を除く。）まで、第二百十四条、第二百十七条
第一項、第二百十八条及び第二百十八条の二（第二項第二号を除
第一項、第二百十八条及び第二百十八条の二（第二項第二号を除
く。）から第二百十八条の二の四まで（同条第一項の表に係る部
く。）の規定を準用する。
分を除く。）の規定を準用する。
２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 ２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
ものとする。
ものとする。
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（略）
第二百
十八条
の二の
二第一
項
第二百
十八条
の二の
二第二
項
第二百
十八条
の二の
二第三
項

第二百
十八条
の二の
三第一
項

第二百
十八条
の二の
三第二
項

法第五十六条の二第一項

法第六十条において準用
する法第五十六条の二第
一項
医薬部外品

法第五十六条の二第一項

法第六十条において準用
する法第五十六条の二第
一項

医薬品

法第五十六条の二第一項

法第六十条において準用
する法第五十六条の二第
二項第二号
法第六十条において準用
する法第五十六条の二第

状況
法第六十条において準用
する法第五十六条の二第
二項第一号
医薬部外品
状況
医療の提供に資する目的

法第六十条において準用
する法第五十六条の二第
一項
医薬部外品
医療の提供に資する目的

医薬品
疾病の診断、治療又は予
防等の目的
疾病の種類及び状況
法第五十六条の二第二項
第一号
医薬品
疾病の種類及び状況
疾病の診断、治療又は予
防等の目的
法第五十六条の二第二項
第二号
法第五十六条の二第一項

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（略）
（新設
）

（新設
）

（新設）

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）
（新設）

（新設）
（新設）
（新設）

（新設
）

（新設）
（新設）
（新設）

（新設）

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
（新設）

（新設
）

（新設
）

（新設）
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第二百
十八条
の二の
四第一
項

第二百
十八条
の二の
四第二
項

法第五十六条の二第三項
第二号
次の表の上欄に掲げる医
薬品（これらに準ずるも
のを含む。）に応じ、そ
れぞれ同表の下欄に定め
る使用数量

法第五十六条の二第三項
第二号
前項の表の上欄に掲げる
医薬品（数量にかかわら
ず医薬品を自ら使用する
目的で輸入する場合に該
当するか否かについて確
認する必要があるものを
除く。）で、それぞれ同
表の下欄に定める使用数
量
医薬品
法第十四条、第十九条の
二、第二十三条の二の五
若しくは第二十三条の二
の十七の承認又は第二十

一項
法第六十条において準用
する法第五十六条の二第
三項第二号
当該医薬部外品の用法及
び用量からみて二月間の
使用数量（外用剤（トロ
ーチ剤、舌下錠、付着錠
ざ
ちつ
、ガム剤、坐剤、膣錠、
ちつ
ざ
膣用坐剤及びバツカル錠
を除く。）にあつては二
十四個）
法第六十条において準用
する法第五十六条の二第
三項第二号
当該医薬部外品の用法及
び用量からみて二月間の
使用数量（外用剤（トロ
ーチ剤、舌下錠、付着錠
ざ
ちつ
、ガム剤、坐剤、膣錠、
ちつ
ざ
膣用坐剤及びバツカル錠
を除く。）にあつては二
十四個）
医薬部外品
法第十四条又は第十九条
の二の承認

（新設
）

（新設
）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）
（新設）
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三条の二の二十三の認証
承認又は認証
承認

法第六十二条において準
用する法第五十六条の二
第一項
化粧品
指示書又は
医療の提供に資する目的

（新設）

（新設）
（新設）
（新設）

（新設）

（新設）
（新設）
（新設）

（準用）
（準用）
第二百二十一条の三 化粧品については、第二百十一条、第二百十 第二百二十一条の三 化粧品については、第二百十一条、第二百十
三条（第二項を除く。）、第二百十四条、第二百十七条第一項、
三条（第二項を除く。）、第二百十四条、第二百十七条第一項、
第二百十八条及び第二百十八条の二（第二項第二号を除く。）か
第二百十八条及び第二百十八条の二（第二項第二号を除く。）の
ら第二百十八条の二の四まで（同条第一項の表に係る部分を除く
規定を準用する。
。）の規定を準用する。
２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄
２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
ものとする。
ものとする。
（略）
（略）
第二百 法第五十六条の二第一項 法第六十二条において準
（新設 （新設）
（新設）
十八条
用する法第五十六条の二
）
の二の
第一項
二第一 医薬品
化粧品
（新設）
（新設）
項
第二百 法第五十六条の二第一項 法第六十二条において準
（新設 （新設）
（新設）
十八条
用する法第五十六条の二
）
の二の
第一項
二第二
項
第二百 法第五十六条の二第一項
（新設 （新設）
（新設）
十八条
）
の二の
二第三
項
医薬品
処方箋、指示書又は
疾病の診断、治療又は予
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第二百
十八条
の二の
三第一
項

第二百
十八条
の二の
三第二
項
第二百
十八条
の二の
四第一
項

第二百
十八条
の二の
四第二
項

防等の目的
疾病の種類及び状況
法第五十六条の二第二項
第一号
医薬品
疾病の種類及び状況
疾病の診断、治療又は予
防等の目的
法第五十六条の二第二項
第二号
法第五十六条の二第一項

法第五十六条の二第三項
第二号
次の表の上欄に掲げる医
薬品（これらに準ずるも
のを含む。）に応じ、そ
れぞれ同表の下欄に定め
る使用数量
法第五十六条の二第三項
第二号
前項の表の上欄に掲げる
医薬品（数量にかかわら
ず医薬品を自ら使用する
目的で輸入する場合に該
当するか否かについて確

状況
法第六十二条において準
用する法第五十六条の二
第二項第一号
化粧品
状況
医療の提供に資する目的
法第六十二条において準
用する法第五十六条の二
第二項第二号
法第六十二条において準
用する法第五十六条の二
第一項
法第六十二条において準
用する法第五十六条の二
第三項第二号
二十四個（一個あたり六
十グラム以下の化粧品又
は一個あたり六十ミリリ
ツトル以下の化粧品にあ
つては百二十個）
法第六十二条において準
用する法第五十六条の二
第三項第二号
二十四個（一個あたり六
十グラム以下の化粧品又
は一個あたり六十ミリリ
ツトル以下の化粧品にあ
つては百二十個）

（新設
）

（新設
）

（新設
）

（新設
）

（新設）

（新設）
（新設）
（新設）

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
（新設）
（新設）

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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認する必要があるものを
除く。）で、それぞれ同
表の下欄に定める使用数
量
医薬品
法第十四条、第十九条の
二、第二十三条の二の五
若しくは第二十三条の二
の十七の承認又は第二十
三条の二の二十三の認証
承認又は認証

医薬品
製造販売業又は製造業の
許可
法第五十六条の二第一項

承認

化粧品
法第十四条又は第十九条
の二の承認

（新設）

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）
（新設）

法第六十四条において準
用する法第五十六条の二
第一項
医療機器
製造販売業の許可又は製
造業の登録
法第六十四条において準
用する法第五十六条の二
第一項

（新設
）

（新設）

（新設）

（準用）
（準用）
第二百二十八条 医療機器については、第二百十三条、第二百十四 第二百二十八条 医療機器については、第二百十三条、第二百十四
条、第二百十六条の八、第二百十七条第一項及び第二百十八条か
条、第二百十六条の八、第二百十七条第一項、第二百十八条及び
ら第二百十八条の二の四まで（同条第一項の表に係る部分を除く
第二百十八条の二の規定を準用する。
。）の規定を準用する。
２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄
２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
ものとする。
ものとする。
（略）
（略）
第二百 法第五十六条の二第一項
（新設 （新設）
（新設）
十八条
）
の二の
二第一
（新設）
（新設）
項
（新設）
（新設）
第二百
十八条
の二の
二第二
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項
第二百
十八条
の二の
二第三
項
第二百
十八条
の二の
三第一
項
第二百
十八条
の二の
三第二
項
第二百
十八条
の二の
四第一
項

法第五十六条の二第一項

医薬品
処方箋、指示書又は
令第七十四条第一項
法第五十六条の二第二項
第一号
医薬品
法第五十六条の二第二項
第二号
法第五十六条の二第一項

法第五十六条の二第三項
第二号
次の表の上欄に掲げる医
薬品（これらに準ずるも
のを含む。）に応じ、そ
れぞれ同表の下欄に定め
る使用数量

法第六十四条において準
用する法第五十六条の二
第一項
医療機器
指示書又は
令第七十四条の二第一項
法第六十四条において準
用する法第五十六条の二
第二項第一号
医療機器
法第六十四条において準
用する法第五十六条の二
第二項第二号
法第六十四条において準
用する法第五十六条の二
第一項
法第六十四条において準
用する法第五十六条の二
第三項第二号
コンタクトレンズにあつ
ては二組（使い捨てのも
のにあつては当該コンタ
クトレンズの用法及び用
量からみて二月間の使用
数量）、家庭用の医療機
器にあつては一個（一回
限りの使用で使い捨てる
ものにあつては当該医療
機器の用法及び用量から

（新設
）

（新設
）

（新設
）

（新設
）

（新設）

（新設）

（新設）
（新設）
（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
（新設）
（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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第二百
十八条
の二の
四第二
項

法第五十六条の二第三項
第二号
前項の表の上欄に掲げる
医薬品（数量にかかわら
ず医薬品を自ら使用する
目的で輸入する場合に該
当するか否かについて確
認する必要があるものを
除く。）で、それぞれ
同表の下欄に定める使用
数量

医薬品
法第十四条、第十九条の
二、第二十三条の二の五
若しくは第二十三条の二
の十七

みて二月間の使用数量）
法第六十四条において準
用する法第五十六条の二
第三項第二号
コンタクトレンズにあつ
ては二組（使い捨てのも
のにあつては当該コンタ
クトレンズの用法及び用
量からみて二月間の使用
数量）、家庭用の医療機
器にあつては一個（一回
限りの使用で使い捨てる
ものにあつては当該医療
機器の用法及び用量から
みて二月間の使用数量）
医療機器
法第二十三条の二の五若
しくは第二十三条の二の
十七
（新設
）

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

（準用）
（準用）
第二百二十八条の九 再生医療等製品については、第二百十三条、 第二百二十八条の九 再生医療等製品については、第二百十三条、
第二百十四条、第二百十六条の八、第二百十七条第一項及び第二
第二百十四条、第二百十六条の八、第二百十七条第一項、第二百
百十八条から第二百十八条の二の四まで（同条第一項の表に係る
十八条及び第二百十八条の二の規定を準用する。
部分を除く。）の規定を準用する。
２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄
２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
ものとする。
ものとする。
（略）
（略）
第二百 法第五十六条の二第一項 法第六十五条の五におい
（新設 （新設）
（新設）
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十八条
の二の
二第一
項
第二百
十八条
の二の
二第二
項
第二百
十八条
の二の
二第三
項
第二百
十八条
の二の
三第一
項
第二百
十八条
の二の
三第二
項
第二百
十八条
の二の
四第一
項

て準用する法第五十六条
の二第一項
再生医療等製品

法第五十六条の二第一項

法第六十五条の五におい
て準用する法第五十六条
の二第一項

医薬品

法第五十六条の二第一項

医薬品
処方箋、指示書又は
令第七十四条第一項
法第五十六条の二第二項
第一号

法第六十五条の五におい
て準用する法第五十六条
の二第二項第二号
法第六十五条の五におい
て準用する法第五十六条
の二第一項
法第六十五条の五におい
て準用する法第五十六条
の二第三項第二号
当該再生医療等製品の用
法及び用量からみて一月

法第六十五条の五におい
て準用する法第五十六条
の二第一項
再生医療等製品
指示書又は
令第七十四条の三第一項
法第六十五条の五におい
て準用する法第五十六条
の二第二項第一号
再生医療等製品

医薬品
法第五十六条の二第二項
第二号
法第五十六条の二第一項

法第五十六条の二第三項
第二号
次の表の上欄に掲げる医
薬品（これらに準ずるも

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

）

（新設
）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設
）

（新設）

（新設）

（新設）
（新設）
（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
（新設）
（新設）
（新設）
（新設
）

（新設
）

（新設
）

（新設）
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第二百
十八条
の二の
四第二
項

のを含む。）に応じ、そ
れぞれ同表の下欄に定め
る使用数量
法第五十六条の二第三項
第二号

医薬品等の安全対策

前項の表の上欄に掲げる
医薬品（数量にかかわら
ず医薬品を自ら使用する
目的で輸入する場合に該
当するか否かについて確
認する必要があるものを
除く。）で、それぞれ同
表の下欄に定める使用数
量
医薬品
法第十四条、第十九条の
二、第二十三条の二の五
若しくは第二十三条の二
の十七の承認又は第二十
三条の二の二十三の認証
承認又は認証

第九章

間の使用数量

法第六十五条の五におい
て準用する法第五十六条
の二第三項第二号
当該再生医療等製品の用
法及び用量からみて一月
間の使用数量

再生医療等製品
法第二十三条の二十五又
は第二十三条の三十七の
承認

承認

（新設
）

（新設）

（新設）

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
（新設）

医薬品等の安全対策

（新設）
第九章

（情報の収集に協力するよう努めなければならない者）
第二百二十八条の十の二 法第六十八条の二第二項の厚生労働省令 （新設）
で定める者は、次に掲げる者とする。
一 医学医術に関する学術団体
二 診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の医薬関係者
の団体
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三 私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定
する学校法人
四 国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項
に規定する国立大学法人
五 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八
条第一項に規定する公立大学法人
六 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一
項に規定する独立行政法人（医療分野の研究開発に資する業務
を行うものに限る。）
（副作用等報告）
第二百二十八条の二十 医薬品の製造販売業者又は外国製造医薬品
等特例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた医薬品
について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該
各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければな
らない。
一 次に掲げる事項 十五日
イ～ハ （略）
ニ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律関係手数料令第七条第一項第一号イ⑴に規定する
既承認医薬品と有効成分が異なる医薬品として法第十四条第
一項の承認を受けたものであつて、承認のあつた日後二年を
経過していないものに係るハ⑴から⑸までに掲げる症例等の
発生のうち、当該医薬品の副作用によるものと疑われるもの

厚生労働大臣、地方厚生局長、都道府県知事、保

（副作用等報告）
第二百二十八条の二十 医薬品の製造販売業者又は外国製造医薬品
等特例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた医薬品
について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該
各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければな
らない。
一 次に掲げる事項 十五日
イ～ハ （略）
ニ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律関係手数料令（平成十七年政令第九十一号）第七
条第一項第一号イ⑴に規定する既承認医薬品と有効成分が異
なる医薬品として法第十四条第一項の承認を受けたものであ
つて、承認のあつた日後二年を経過していないものに係るハ
⑴から⑸までに掲げる症例等の発生のうち、当該医薬品の副
作用によるものと疑われるもの
ホ～チ （略）
二・三 （略）
２～５ （略）
（報告）
厚生労働大臣、地方厚生局長、都道府県知事、保 第二百四十四条

ホ～チ （略）
二・三 （略）
２～５ （略）
（報告）
第二百四十四条
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健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第六十九条第一
項、第二項（法第八十一条の二第一項において厚生労働大臣に適
用する場合を含む。）及び第三項から第五項までの規定により、
薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品
の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医療機器の貸与業
者若しくは修理業者、法第十八条第三項、第二十三条の二の十五
第三項、第二十三条の三十五第三項、第六十八条の五第四項、第
六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を
受けた者又は第八十条の六第一項の登録を受けた者その他医薬品
、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務
上取り扱う者に対して必要な報告をさせるとき、法第七十五条の
二の二第一項第二号の規定により外国特例承認取得者に対して必
要な報告を求めるとき、法第七十五条の四第一項第一号の規定に
より認定医薬品等外国製造業者若しくは認定再生医療等製品外国
製造業者に対して必要な報告を求めるとき又は法第七十五条の五
第一項第一号の規定により登録医療機器等外国製造業者に対して
必要な報告を求めるときは、その理由を通知するものとする。

健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第六十九条第一
項、第二項（法第八十一条の二第一項において厚生労働大臣に適
用する場合を含む。）、第三項及び第四項の規定により、薬局開
設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品
、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造
販売業者、製造業者若しくは販売業者、医療機器の貸与業者若し
くは修理業者、法第十八条第三項、第二十三条の二の十五第三項
、第二十三条の三十五第三項、第六十八条の五第四項、第六十八
条の七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた
者又は第八十条の六第一項の登録を受けた者その他医薬品、医薬
部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り
扱う者に対して必要な報告をさせるとき、法第七十五条の二の二
第一項第二号の規定により外国特例承認取得者に対して必要な報
告を求めるとき、法第七十五条の四第一項第一号の規定により認
定医薬品等外国製造業者若しくは認定再生医療等製品外国製造業
者に対して必要な報告を求めるとき又は法第七十五条の五第一項
第一号の規定により登録医療機器等外国製造業者に対して必要な
報告を求めるときは、その理由を通知するものとする。

（収去証）
（収去証）
第二百四十五条 薬事監視員、法第六十九条の二第四項に規定する 第二百四十五条 薬事監視員又は法第六十九条の二第四項に規定す
機構の職員又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員は、法第六十九条
る機構の職員は、法第六十九条第四項又は法第六十九条の二第一
第四項若しくは第五項、法第六十九条の二第一項若しくは第二項
項若しくは第二項の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品、医
又は第七十六条の三の二の規定により医薬品、医薬部外品、化粧
療機器若しくは再生医療等製品又はこれらの原料材料を収去しよ
品、医療機器若しくは再生医療等製品又はこれらの原料材料を収
うとするときは、その相手方に、様式第百二による収去証を交付
去しようとするときは、その相手方に、様式第百二による収去証
しなければならない。
を交付しなければならない。

（身分を示す証明書）
（身分を示す証明書）
第二百四十六条 法第六十九条第七項（法第七十条第四項、第七十 第二百四十六条 法第六十九条第六項（法第七十条第三項、第七十
六条の七第三項及び第七十六条の八第二項において準用する場合
六条の七第三項及び第七十六条の八第二項において準用する場合
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並びに法第八十一条の二第一項において厚生労働大臣に適用する
場合を含む。）に規定する身分を示す証明書は、薬事監視員につ
いては様式第百三によるものとし、麻薬取締官又は麻薬取締員に
ついては様式第百三の二によるものとする。
第十三章

希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少
疾病用再生医療等製品等の指定等

並びに法第八十一条の二第一項において厚生労働大臣に適用する
場合を含む。）に規定する身分を示す証明書は、薬事監視員につ
いては様式第百三によるものとし、麻薬取締官又は麻薬取締員に
ついては様式第百三の二によるものとする。
第十三章

希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少
疾病用再生医療等製品の指定等

（希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医
（希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医
療等製品の指定の申請）
療等製品の指定の申請）
第二百五十条 （略）
第二百五十条 （略）
２ 前項の申請書には、当該申請に係る医薬品、医療機器又は再生 ２ 前項の申請書には、当該申請に係る医薬品、医療機器又は再生
医療等製品に関し、その用途に係る本邦における対象者の数に関
医療等製品に関し、その用途に係る本邦における対象者の数に関
する資料、その毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要その他
する資料、その毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要その他
必要な資料を添付しなければならない。ただし、医療機器及び体
必要な資料を添付しなければならない。
外診断用医薬品に係る申請の場合はその毒性、薬理作用等に関す
る試験成績の概要を添付することを要しない。
（先駆的医薬品、先駆的医療機器及び先駆的再生医療等製品の指
定の申請）
第二百五十一条の二 法第七十七条の二第二項の規定による先駆的 （新設）
医薬品、先駆的医療機器又は先駆的再生医療等製品の指定の申請
は、様式第百七の二による申請書（正副二通）を提出することに
よつて行うものとする。
２ 前項の申請書には、当該申請に係る医薬品、医療機器又は再生
医療等製品に関し、その作用機序又は原理に関する資料、その本
邦及び外国における開発計画の概要、その毒性、薬理作用等に関
する試験成績の概要その他必要な資料を添付しなければならない
。ただし、医療機器及び体外診断用医薬品に係る申請の場合は、
その毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要を添付することを
要しない。
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（特定用途医薬品、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製
品の指定の申請）
第二百五十一条の三 法第七十七条の二第三項の規定による特定用 （新設）
途医薬品、特定用途医療機器又は特定用途再生医療等製品の指定
の申請は、様式第百七の三による申請書（正副二通）を提出する
ことによつて行うものとする。
２ 前項の申請書には、当該申請に係る医薬品、医療機器又は再生
医療等製品に関し、その用途に係る医薬品、医療機器又は再生医
療等製品に対する需要の充足状況に関する資料、その毒性、薬理
作用等に関する試験成績の概要その他必要な資料を添付しなけれ
ばならない。ただし、医療機器及び体外診断用医薬品に係る申請
の場合は、その毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要を添付
することを要しない。
３ 次条第一号イ又はロの用途に該当するものとして法第七十七条
の二第三項の申請を行う場合にあつては、次の各号に掲げる申請
の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当するもので
なければならない。
一 医薬品（体外診断用医薬品を除く。以下この号において同じ
。）に係る申請 次のイ又はロのいずれかに該当すること
イ 既に法第十四条又は法第十九条の二の承認を受けている医
薬品（以下この号において「既承認の医薬品」という。）の
うち、次のいずれかに該当すること
その用法又は用量を変更して次条第一号イの用途に用い
ることとなるものであること
⑵ その効能、効果、用法又は用量を変更して次条第一号ロ
の用途に用いることとなるものであること
ロ 既承認の医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効
果等が同一性を有すると認められる医薬品のうち、その剤形
を当該既承認の医薬品と異ならせることにより、次条第一号
イの用途に用いることとなるものであること
⑴
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二 体外診断用医薬品に係る申請 既に法第二十三条の二の五又
は第二十三条の二の十七の承認を受けており、次のイ又はロの
いずれかに該当すること
イ その使用目的又は使用方法を変更して次条第一号イの用途
に用いることとなるものであること
ロ その使用目的又は使用方法を変更して次条第一号ロの用途
に用いることとなるものであること
三 再生医療等製品に係る申請 次のイ又はロのいずれかに該当
すること
イ 法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受
けようとするものであつて次条第一号イ又はロの用途に用い
ることとなるものであること
ロ 既に法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認
を受けており、次のいずれかに該当すること
その用法、用量又は使用方法を変更して次条第一号イの
用途に用いることとなるものであること
⑵ その効能、効果、性能、用法、用量又は使用方法を変更
して次条第一号ロの用途に用いることとなるものであるこ
と
４ 次条第二号の用途に該当するものとして法第七十七条の二第三
項の申請を行う場合にあつては、法第二十三条の二の五又は第二
十三条の二の十七の承認を受けようとするものであつて次条第二
号の用途に用いることとなるもの、又は既に法第二十三条の二の
五又は第二十三条の二の十七の承認を受けているものであつて、
その形状、構造及び原理又は使用方法を変更して次条第二号の用
途に用いることとなるものでなければならない。
（用途の区分）
第二百五十一条の四 法第七十七条の二第三項の区分は、次の各号 （新設）
に掲げる申請の対象品目に応じてそれぞれ当該各号に定めるもの
とする。

⑴
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一 医薬品又は再生医療等製品 次のイ又はロのいずれかに該当
するもの
イ 小児の疾病の診断、治療又は予防
ロ 薬剤耐性を有する病原体による疾病の診断、治療又は予防
医療機器 小児の疾病の診断、治療又は予防
二
（資金の確保に係る対象者数の上限）
第二百五十一条の五 法第七十七条の三に規定する厚生労働省令で （新設）
定める人数は、五万人とする。
（税制上の措置に係る対象者数の上限）
第二百五十一条の六 法第七十七条の四に規定する厚生労働省令で （新設）
定める人数は、五万人とする。

第二百五十三条から第二百六十一条まで
（準用）

削除

（試験研究等の中止の届出）
（試験研究等の中止の届出）
第二百五十二条 法第七十七条の五の規定による希少疾病用医薬品 第二百五十二条 法第七十七条の五の規定による希少疾病用医薬品
、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品、先駆
、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品の試験研究
的医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的再生医療等製品又は特
又は製造販売若しくは製造の中止の届出は、様式第百八による届
定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製
書を提出することによつて行うものとする。
品の試験研究又は製造販売若しくは製造の中止の届出は、様式第
百八による届書を提出することによつて行うものとする。

削除

（希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医
療等製品等に係る公示の方法）
第二百五十三条 法第七十七条の二第四項及び法第七十七条の六第 （新設）
三項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する
方法により行うものとする。
第二百五十四条から第二百六十一条まで
（準用）
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第二百六十四条 法第八十条第四項において準用する法第十三条の 第二百六十四条 法第八十条第五項において準用する法第十三条の
二第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第八十条第一
二第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第八十条第一
項若しくは第二項の調査又は法第八十条第五項において準用する
項若しくは第二項の調査又は法第八十条第六項において準用する
法第二十三条の二十三第四項の規定により厚生労働大臣に対して
法第二十三条の二十三第四項の規定により厚生労働大臣に対して
行う法第八十条第三項の調査の結果の通知は、様式第二十六若し
行う法第八十条第三項の調査の結果の通知は、様式第二十六若し
くは様式第百十二の二又は様式第七十五の六による通知書によつ
くは様式第百十二の二又は様式第七十五の六による通知書によつ
て行うものとする。
て行うものとする。
２ 法第八十条第一項又は第二項の規定による調査については、第 ２ 法第八十条第一項又は第二項の規定による調査については、第
五十条及び第五十二条（第三号及び第四号を除く。）の規定を準
五十条及び第五十二条（第三号及び第四号を除く。）の規定を準
用する。この場合において、第五十条第一項中「第十四条第七項
用する。この場合において、第五十条第一項中「第十四条第六項
（同条第十三項において準用する場合を含む。）」とあるのは「
（同条第九項において準用する場合を含む。）」とあるのは「第
第八十条第一項又は第二項」と、「この章」とあるのは「この条
八十条第一項又は第二項」と、「この章」とあるのは「この条」
」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適
と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合
合性調査」と、「様式第二十五」とあるのは「様式第百十三」と
性調査」と、「様式第二十五」とあるのは「様式第百十三」と、
、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第二項にお
同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第二項におい
いて準用する前項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医
て準用する前項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬
薬品医療機器等適合性調査」と、同条第三項中「第十四条の二第
品医療機器等適合性調査」と、同条第三項中「第十四条の二第一
一項」とあるのは「第八十条第四項において準用する法第十三条
項」とあるのは「第八十条第五項において準用する法第十三条の
の二第一項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医
二第一項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療
療機器等適合性調査」と、「における第一項」とあるのは「にお
機器等適合性調査」と、「における第一項」とあるのは「におけ
ける第二百六十四条第二項において準用する第一項」と、第五十
る第二百六十四条第二項において準用する第一項」と、第五十二
二条中「令」とあるのは「令第七十二条において準用する令」と
条中「令」とあるのは「令第七十二条において準用する令」と、
、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品等適合性調査又は
「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品等適合性調査又は令
令第七十三条の四において準用する令第三十七条の二十四に規定
第七十三条の四において準用する令第三十七条の二十四に規定す
する医療機器等適合性調査」と、同条第六号中「医薬品等外国製
る医療機器等適合性調査」と、同条第六号中「医薬品等外国製造
造業者」とあるのは「医薬品等外国製造業者若しくは医療機器等
業者」とあるのは「医薬品等外国製造業者若しくは医療機器等外
外国製造業者」と、同条第七号中「許可年月日」とあるのは「許
国製造業者」と、同条第七号中「許可年月日」とあるのは「許可
可年月日若しくは登録番号及び登録年月日」と、「認定年月日」
年月日若しくは登録番号及び登録年月日」と、「認定年月日」と
とあるのは「認定年月日若しくは医療機器等外国製造業者の登録
あるのは「認定年月日若しくは医療機器等外国製造業者の登録番
番号及び登録年月日」と読み替えるものとする。
号及び登録年月日」と読み替えるものとする。
（略）
３ （略）
３
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（薬物に係る治験の届出を要する場合）
（薬物に係る治験の届出を要する場合）
第二百六十八条 法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める薬 第二百六十八条 法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める薬
物は、次に掲げるものとする。ただし、第二号から第六号までに
物は、次に掲げるものとする。ただし、第二号から第六号までに
掲げる薬物にあつては、生物学的な同等性を確認する試験を行う
掲げる薬物にあつては、生物学的な同等性を確認する試験を行う
ものを除く。
ものを除く。
一～三 （略）
一～三 （略）
四 日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認
四 日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認
を与えられている医薬品と有効成分が異なる医薬品として製造
を与えられている医薬品と有効成分が異なる医薬品として製造
販売の承認を与えられた医薬品であつてその製造販売の承認の
販売の承認を与えられた医薬品であつてその製造販売の承認の
あつた日後法第十四条の四第一項第一号に規定する調査期間（
あつた日後法第十四条の四第一項第一号に規定する調査期間（
同条第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後の
同条第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後の
期間）を経過していないものと有効成分が同一の薬物
期間）を経過していないものと有効成分が同一の薬物
五・六 （略）
五・六 （略）

二～七 （略）
八 治験を行う医療機関ごとの治験に係る業務を統括する医師又
は歯科医師（次号において「治験責任医師」という。）の氏名
及び職名
九 （略）
十 治験を行う医療機関ごとの予定している被験薬及び被験薬と
比較する目的で用いられる医薬品又は薬物その他の物質を交付
し、又は入手した数量

（薬物に係る治験の計画の届出）
（薬物に係る治験の計画の届出）
第二百六十九条 治験（薬物を対象とするものに限る。以下この条 第二百六十九条 治験（薬物を対象とするものに限る。以下この条
から第二百七十三条までにおいて同じ。）の依頼をしようとする
から第二百七十三条までにおいて同じ。）の依頼をしようとする
者又は自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験の計
者又は自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験の計
画に関し、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
画に関し、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 治験使用薬（治験の対象とされる薬物（以下「被験薬」とい
一 治験の対象とされる薬物（以下「被験薬」という。）の成分
う。）並びに被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用す
及び分量
る薬物をいう。以下同じ。）の成分及び分量
二～七 （略）
八 治験を行う医療機関ごとの治験に係る業務を統括する医師又
は歯科医師（次号において「治験責任医師」という。）の氏名
九 （略）
十 治験を行う医療機関ごとの予定している治験使用薬を交付し
、又は入手した数量
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十一 （略）
十一 （略）
十二 治験使用薬を有償で譲渡する場合はその理由
十二 被験薬を有償で譲渡する場合はその理由
十三 治験の依頼をしようとする者が本邦内に住所を有しない場
十三 治験の依頼をしようとする者が本邦内に住所を有しない場
合にあつては、治験使用薬による保健衛生上の危害の発生又は
合にあつては、被験薬による保健衛生上の危害の発生又は拡大
拡大の防止に必要な措置を採らせるため、治験の依頼をしよう
の防止に必要な措置を採らせるため、治験の依頼をしようとす
とする者に代わつて治験の依頼を行うことができる者であつて
る者に代わつて治験の依頼を行うことができる者であつて本邦
本邦内に住所を有する者（外国法人で本邦内に事務所を有する
内に住所を有する者（外国法人で本邦内に事務所を有するもの
ものの当該事務所の代表者を含む。）のうちから選任した者（
の当該事務所の代表者を含む。）のうちから選任した者（次条
次条及び第二百七十一条において「治験国内管理人」という。
及び第二百七十一条において「治験国内管理人」という。）の
）の氏名及び住所
氏名及び住所
十四 治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整す
十四 治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整す
る業務を医師又は歯科医師に委嘱する場合にあつては、その氏
る業務を医師又は歯科医師に委嘱する場合にあつては、その氏
名
名及び職名
十五 治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整す
十五 治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整す
る業務を複数の医師又は歯科医師で構成される委員会に委嘱す
る業務を複数の医師又は歯科医師で構成される委員会に委嘱す
る場合にあつては、これを構成する医師又は歯科医師の氏名
る場合にあつては、これを構成する医師又は歯科医師の氏名及
び職名
十六～十八 （略）
十六～十八 （略）
十九 自ら治験を実施しようとする者にあつては、治験使用薬を
十九 自ら治験を実施しようとする者にあつては、治験薬を提供
提供する者の氏名又は名称及び住所
する者の氏名又は名称及び住所
２ （略）
２ （略）
３ 第一項の届出をする者が当該治験において機械器具等又は第二 （新設）
百七十五条の二に規定する加工細胞等を被験薬の有効性及び安全
性の評価のために被験者に用いる場合は、第二百七十五条又は第
二百七十五条の四において準用する本条の規定に基づき、当該機
械器具等又は加工細胞等について厚生労働大臣に届け出なくては
ならない。

（治験の開始後の届出を認める場合）
（治験の開始後の届出を認める場合）
第二百七十二条 法第八十条の二第二項ただし書に規定する場合は 第二百七十二条 法第八十条の二第二項ただし書に規定する場合は
、被験薬が次の各号のいずれにも該当する場合とする。
、その治験に係る薬物が次の各号のいずれにも該当する場合とす
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一 （略）
二 その用途に関し、医薬品の品質、有効性及び安全性を確保す
る上で我が国と同等の水準にあると認められる医薬品の製造販
売の承認の制度若しくはこれに相当する制度を有している国に
おいて、販売し、授与し、並びに販売若しくは授与の目的で貯
蔵し、及び陳列することが認められている、又は厚生労働大臣
が保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な調査を行い、
治験を中止させる必要がないと判断した薬物であること。
（略）
三

（略）

る。
一 （略）
二 その用途に関し、医薬品の品質、有効性及び安全性を確保す
る上で我が国と同等の水準にあると認められる医薬品の製造販
売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国におい
て、販売し、授与し、並びに販売又は授与の目的で貯蔵し、及
び陳列することが認められている薬物であること。

三

（情報の公開）
第二百七十二条の二 治験の依頼をしようとする者又は自ら治験を （新設）
実施しようとする者は、治験（第二百六十八条第二号から第六号
までに掲げる薬物であつて、生物学的同等性を確認する試験を行
うものに係る治験を除く。）を実施するに当たり世界保健機関が
公表を求める事項その他治験実施の透明性の確保及び国民の治験
への参加の選択に資する事項をあらかじめ公表しなければならな
い。これを変更したときも、同様とする。
２ 治験を依頼した者又は自ら治験を実施した者は、治験を中止し
、又は終了したときは、原則として治験を中止した日又は終了し
た日のいずれか早い日から一年以内にその結果の概要を作成し、
公表しなければならない。

（薬物に係る治験に関する副作用等の報告）
（薬物に係る治験に関する副作用等の報告）
第二百七十三条 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は 第二百七十三条 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は
、治験使用薬について次の各号に掲げる事項を知つたときは、そ
、被験薬について次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞ
れぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告し
れ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなけ
なければならない。ただし、治験又は外国で実施された臨床試験
ればならない。
において、当該治験の被験薬と成分が同一性を有すると認められ
るものを使用していない場合については、この限りではない。
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一 治験又は外国で実施された臨床試験における次に掲げる症例
等の発生のうち、当該治験使用薬又は当該治験使用薬と成分が
同一性を有すると認められるもの（以下この条において「当該
治験使用薬等」という。）の副作用によるものと疑われるもの
又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるものであ
り、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発
生条件等の発生傾向が当該被験薬の治験薬概要書（当該被験薬
の品質、有効性及び安全性に関する情報等を記載した文書をい
う。以下この条において同じ。）又は当該被験薬以外の当該治
験使用薬等についての既存の科学的知見（以下この項において
単に「科学的知見」という。）から予測できないもの 七日
イ・ロ （略）
二 治験又は外国で実施された臨床試験における次に掲げる事項
（前号に掲げるものを除く。） 十五日
イ 次に掲げる症例等の発生のうち、当該治験使用薬等の副作
用によるものと疑われるもの又はそれらの使用によるものと
疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等
の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該
被験薬の治験薬概要書又は科学的知見から予測できないもの
～
（略）
ロ 前号イ又はロに掲げる症例等の発生のうち、当該治験使用
薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用に
よるものと疑われる感染症によるもの
（削る）

（削る）

（1）

（5）

イ・ロ （略）
次に掲げる事項（前号に掲げるものを除く。）

十五日
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一 次に掲げる症例等の発生のうち、当該被験薬又は外国で使用
されている物であつて当該被験薬と成分が同一性を有すると認
められるもの（以下この条において「当該被験薬等」という。
）の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用による
ものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症
例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当
該被験薬の治験薬概要書（当該被験薬の品質、有効性及び安全
性に関する情報等を記載した文書をいう。以下この条において
同じ。）から予測できないもの 七日

二

イ 次に掲げる症例等の発生のうち、当該被験薬等の副作用に
よるものと疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑わ
れる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等の発
生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験
薬の治験薬概要書から予測できないもの
～
（略）
ロ 前号イ又はロに掲げる症例等の発生のうち、当該被験薬等
の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用による
ものと疑われる感染症によるもの
ハ 外国で使用されている物であつて被験薬と成分が同一性を
有すると認められるものに係る製造、輸入又は販売の中止、
回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止す
るための措置の実施
ニ 当該被験薬等の副作用若しくはそれらの使用による感染症
によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生す
るおそれがあること、当該被験薬等の副作用によるものと疑
われる疾病等若しくはそれらの使用によるものと疑われる感
（1）

（5）

染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変
化したこと又は当該被験薬等が治験の対象となる疾患に対し
て効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告
２ 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、治験使用薬 （新設）
について次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各
号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければなら
ない。ただし、第一号並びに第二号イ及びロについては、当該治
験における被験者保護に関する安全性の判断に影響を与えるおそ
れがないと認められるときは、この限りでない。
一 当該被験薬又は当該被験薬と成分が同一性を有すると認めら
れるもの（以下「当該被験薬等」という。）の外国における使
用（臨床試験における使用を除く。）で生じた次に掲げる症例
等の発生のうち、当該被験薬等の副作用によるものと疑われる
もの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの
であり、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度
、発生条件等の発生傾向が当該被験薬の治験薬概要書から予測
できないもの 七日
イ 死亡
ロ 死亡につながるおそれのある症例
二 次に掲げる事項（前号に掲げるものを除く。） 十五日
イ 当該被験薬等の外国における使用（臨床試験における使用
を除く。）で生じた次に掲げる症例等の発生のうち、当該被
験薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用
によるものと疑われる感染症によるものであり、かつ、その
ような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発
生傾向が当該被験薬の治験薬概要書から予測できないもの
⑴ 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延
長が必要とされる症例
障害
障害につながるおそれのある症例
⑴から⑶まで並びに前号イ及びロに掲げる症例に準じて
⑵
⑶
⑷
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重篤である症例
⑸ 後世代における先天性の疾病又は異常
ロ 当該被験薬等の外国における使用（臨床試験における使用
を除く。）で生じた前号イ又はロに掲げる症例等の発生のう
ち、当該被験薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそ
れらの使用によるものと疑われる感染症によるもの
ハ 外国で使用されている物であつて当該治験使用薬と成分が
同一性を有すると認められるものに係る製造、輸入又は販売
の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大
を防止するための措置の実施（ただし、被験薬以外の治験使
用薬については、被験薬と併用した際の保健衛生上の危害の
発生又は拡大を防止するための措置の実施に限る。）
ニ 当該被験薬等の副作用若しくはそれらの使用による感染症
によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生す
るおそれがあること、当該被験薬等の副作用によるものと疑
われる疾病等若しくはそれらの使用によるものと疑われる感
染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変
化したこと又は当該被験薬等が治験の対象となる疾患に対し
て効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告（当該被
験薬等の治験の対象となる疾患に対する有効性及び安全性の
評価に影響を与えないと認められる研究報告を除く。）
３ 前二項の規定にかかわらず、治験の依頼をした者又は自ら治験 ２ 前項の規定にかかわらず、治験の依頼をした者又は自ら治験を
を実施した者は、当該治験が既に製造販売の承認を与えられてい
実施した者は、当該治験が既に製造販売の承認を与えられている
る医薬品について法第十四条第十三項（法第十九条の二第五項に
医薬品について法第十四条第九項（法第十九条の二第五項におい
おいて準用する場合を含む。）の規定による承認事項の一部の変
て準用する場合を含む。）の規定による承認事項の一部の変更（
更（当該変更が第四十七条第三号に該当するものに限る。）の申
当該変更が第四十七条第四号に該当するものに限る。）の申請に
請に係る申請書に添付しなければならない資料の収集を目的とす
係る申請書に添付しなければならない資料の収集を目的とするも
るものである場合においては、第一項並びに前項第一号及び第二
のである場合においては、前項第一号並びに第二号イ及びロに掲
号イ及びロに掲げる事項のうち、外国で使用されている物であつ
げる事項のうち、外国で使用されている物であつて当該治験に係
て当該治験に係る治験使用薬等の副作用によるものと疑われるも
る被験薬と成分が同一性を有すると認められるものの副作用によ
の又はその使用によるものと疑われる感染症によるものについて
るものと疑われるもの又はその使用によるものと疑われる感染症
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は、報告することを要しない。
によるものについては、報告することを要しない。
４ 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第一項に掲 ３ 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第一項第一
げる事項、同項第二号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であ
号並びに第二号イ及びロに掲げる事項並びに同号イ⑴から⑸まで
つて当該治験使用薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそ
に掲げる症例等の発生であつて当該被験薬等の副作用によるもの
れらの使用によるものと疑われる感染症によるもの（同号に掲げ
と疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症に
るものを除く。）、第二項第一号並びに第二号イ及びロに掲げる
よるもの（同号に掲げるものを除く。）について、その発現症例
事項並びに同号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であつて当
一覧等を当該被験薬ごとに、当該被験薬について初めて治験の計
該治験使用薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの
画を届け出た日等から起算して一年ごとに、その期間の満了後二
使用によるものと疑われる感染症によるもの（同号に掲げるもの
月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。ただし、自ら
を除く。）について、その発現症例一覧等を当該被験薬ごとに、
治験を実施した者が既に製造販売の承認を与えられている医薬品
当該被験薬について初めて治験の計画を届け出た日等から起算し
に係る治験を行つた場合又は既に当該被験薬について治験の依頼
て一年ごとに、その期間の満了後二月以内に厚生労働大臣に報告
をした者が治験を行つている場合については、この限りでない。
しなければならない。ただし、自ら治験を実施した者が既に製造
販売の承認を与えられている医薬品に係る治験を行つた場合又は
既に当該被験薬について治験の依頼をした者が治験を行つている
場合については、この限りでない。
５ 機械器具等又は加工細胞等と一体的に製造された被験薬につい ４ 機械器具等と一体的に製造された被験薬について治験の依頼を
て治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者による当該被験
した者又は自ら治験を実施した者による当該被験薬の機械器具等
薬の機械器具等又は加工細胞等に係る部分に係る治験に関する不
に係る部分に係る治験に関する不具合情報等の報告については、
具合情報等の報告については、第二百七十四条の二又は第二百七
第二百七十四条の二の規定を準用する。
十五条の三の規定を準用する。
６ 治験において用いる機械器具等又は加工細胞等に関する不具合 （新設）
情報等の報告については、第二百七十四条の二又は第二百七十五
条の三の規定を準用する。

（機械器具等に係る治験に関する不具合情報等の報告）
（機械器具等に係る治験に関する不具合情報等の報告）
第二百七十四条の二 治験（機械器具等を対象とするものに限る。 第二百七十四条の二 治験（機械器具等を対象とするものに限る。
以下この条において同じ。）の依頼をした者又は自ら治験を実施
以下この条において同じ。）の依頼をした者又は自ら治験を実施
した者は、治験使用機器（治験の対象とされる機械器具等（以下
した者は、治験の対象とされる機械器具等（以下この条において
この条において「被験機器」という。）並びに被験機器の有効性
「被験機器」という。）について次の各号に掲げる事項を知つた
及び安全性の評価のために使用する機械器具等をいう。以下この
ときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大
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条において同じ。）について次の各号に掲げる事項を知つたとき
は、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に
報告しなければならない。ただし、治験又は外国で実施された臨
床試験において当該治験の被験機器と構造及び原理が同一性を有
すると認められるものを使用していない場合については、この限
りでない。
一 治験又は外国で実施された臨床試験における次に掲げる症例
等の発生のうち、当該治験使用機器又は当該治験使用機器と構
造及び原理が同一性を有すると認められるもの（以下この条に
おいて「当該治験使用機器等」という。）の使用による影響で
あると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感
染症によるものであり、かつ、そのような症例等の発生又は発
生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験機器の治験
機器概要書（当該被験機器の品質、有効性及び安全性に関する
情報等を記載した文書をいう。以下この条において同じ。）又
は被験機器以外の当該治験使用機器等についての既存の科学的
知見（以下この項において単に「科学的知見」という。）から
予測できないもの 七日
イ・ロ （略）
二 治験又は外国で実施された臨床試験における次に掲げる事項
（前号に掲げるものを除く。） 十五日
イ 次に掲げる症例等の発生のうち、当該治験使用機器等の使
用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用による
ものと疑われる感染症によるもので、かつ、そのような症例
等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当
該被験機器の治験機器概要書又は科学的知見から予測できな
いもの
～
（略）
ロ 前号イ又はロに掲げる症例等の発生のうち、当該治験使用
機器等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの
使用によるものと疑われる感染症によるもの
（1）

（5）

（5）

十五日
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臣に報告しなければならない。

イ・ロ （略）
次に掲げる事項（前号に掲げるものを除く。）

一 次に掲げる症例等の発生のうち、当該被験機器又は外国で使
用されている物であつて当該被験機器と構造及び原理が同一性
を有すると認められるもの（以下この条において「当該被験機
器等」という。）の使用による影響であると疑われるもの又は
それらの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、
かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条
件等の発生傾向が当該被験機器の治験機器概要書（当該被験機
器の品質、有効性及び安全性に関する情報等を記載した文書を
いう。以下この条において同じ。）から予測できないもの 七
日

二

イ 次に掲げる症例等の発生のうち、当該被験機器等の使用に
よる影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるもの
と疑われる感染症によるもので、かつ、そのような症例等の
発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被
験機器の治験機器概要書から予測できないもの

～
（略）
ロ 前号イ又はロに掲げる症例等の発生のうち、当該被験機器
等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用
によるものと疑われる感染症によるもの
（1）

（削る）
ハ 外国で使用されている物であつて被験機器と構造及び原理
が同一性を有すると認められるものに係る製造、輸入又は販
売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡
大を防止するための措置の実施
（削る）
ニ 当該被験機器等の使用による影響若しくはそれらの使用に
よる感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死
亡が発生するおそれがあること、当該被験機器等の使用によ
る影響であると疑われる疾病等若しくはそれらの使用による
ものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発
生傾向が著しく変化したこと又は当該被験機器等が治験の対
象となる疾患に対して効能、効果若しくは性能を有しないこ
とを示す研究報告
三 治験又は外国で実施された臨床試験における当該治験使用機
三 当該被験機器等の不具合の発生であつて、当該不具合によつ
器等の不具合の発生であつて、当該不具合によつて第一号イ若
て第一号イ若しくはロ又は前号イ から までに掲げる症例等
しくはロ又は前号イ から までに掲げる症例等が発生するお
が発生するおそれがあるもの（前二号に掲げるものを除く。）
それがあるもの（前二号に掲げるものを除く。） 三十日
三十日
２ 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、治験使用機 （新設）
器について次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該
各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければな
らない。ただし、第一号、第二号イ及びロ並びに第三号について
は、当該治験における被験者保護に関する安全性の判断に影響を
与えるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
一 当該被験機器又は当該被験機器と構造及び原理が同一性を有
すると認められるもの（以下この条において「当該被験機器等
」という。）の外国における使用（臨床試験における使用を除
く。）で生じた次に掲げる症例等の発生のうち、当該被験機器
等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用に
よるものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのよう
な症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向
が当該被験機器の治験機器概要書から予測できないもの 七日
イ 死亡
（1）

（5）

（1）

（5）
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ロ 死亡につながるおそれのある症例
二 次に掲げる事項（前号に掲げるものを除く。） 十五日
イ 当該被験機器等の外国における使用（臨床試験における使
用を除く。）で生じた次に掲げる症例等の発生のうち、当該
被験機器等の使用による影響であると疑われるもの又はそれ
らの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、か
つ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条
件等の発生傾向が当該被験機器の治験機器概要書から予測で
きないもの
⑴ 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延
長が必要とされる症例
⑵ 障害
⑶ 障害につながるおそれのある症例
⑷ ⑴から⑶まで並びに前号イ及びロに掲げる症例に準じて
重篤である症例
⑸ 後世代における先天性の疾病又は異常
ロ 当該被験機器等の外国における使用（臨床試験における使
用を除く。）で生じた前号イ又はロに掲げる症例等の発生の
うち、当該被験機器等の使用による影響であると疑われるも
の又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの
ハ 外国で使用されている物であつて当該治験使用機器と構造
及び原理が同一性を有すると認められるものに係る製造、輸
入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発
生又は拡大を防止するための措置の実施（ただし、被験機器
以外の治験使用機器については、被験機器と併用した際の保
健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施
に限る。）
ニ 当該被験機器等の使用による影響若しくはそれらの使用に
よる感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死
亡が発生するおそれがあること、当該被験機器等の使用によ
る影響であると疑われる疾病等若しくはそれらの使用による
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ものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発
生傾向が著しく変化したこと又は当該被験機器等が治験の対
象となる疾患に対して効能、効果若しくは性能を有しないこ
とを示す研究報告（当該被験機器等の治験の対象となる疾患
に対する有効性及び安全性の評価に影響を与えないと認めら
れる研究報告を除く。）
三 外国における使用（臨床試験における使用を除く。）の際に
生じた当該被験機器等の不具合の発生であつて、当該不具合に
よつて第一号イ若しくはロ又は前号イ⑴から⑸までに掲げる症
例等が発生するおそれがあるもの（前二号に掲げるものを除く
。） 三十日
３ 前二項の規定にかかわらず、治験の依頼をした者又は自ら治験 ２ 前項の規定にかかわらず、治験の依頼をした者又は自ら治験を
を実施した者は、当該治験が既に製造販売の承認を与えられてい
実施した者は、当該治験が既に製造販売の承認を与えられている
る医療機器について法第二十三条の二の五第十五項（法第二十三
医療機器について法第二十三条の二の五第十一項（法第二十三条
条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の規定によ
の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の規定による
る承認事項の一部の変更（当該変更が第百十四条の二十五第一項
承認事項の一部の変更（当該変更が第百十四条の二十五第一号に
第一号に該当するものに限る。）の申請に係る申請書に添付しな
該当するものに限る。）の申請に係る申請書に添付しなければな
ければならない資料の収集を目的とするものである場合において
らない資料の収集を目的とするものである場合においては、前項
は、第一項並びに前項第一号及び第二号イ及びロ並びに第三号に
第一号、第二号イ及びロ並びに第三号に掲げる事項のうち、外国
掲げる事項のうち、外国で使用されている物であつて当該治験に
で使用されている物であつて当該治験に係る被験機器と構造及び
係る治験使用機器等の使用による影響によるものと疑われるもの
原理が同一性を有すると認められるものの使用による影響による
又はその使用によるものと疑われる感染症によるものについては
ものと疑われるもの又はその使用によるものと疑われる感染症に
、報告することを要しない。
よるものについては、報告することを要しない。
４ 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第一項に掲 ３ 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第一項第一
げる事項、同項第二号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であ
号並びに第二号イ及びロに掲げる事項、同号イ⑴から⑸までに掲
つて当該治験使用機器等の使用による影響であると疑われるもの
げる症例等の発生であつて当該被験機器等の使用による影響であ
又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの（同号
ると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症
に掲げるものを除く。）、第二項第一号並びに第二号イ及びロに
によるもの（同号に掲げるものを除く。）並びに同項第三号に掲
掲げる事項、同号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であつて
げる事項について、その発現症例一覧等を当該被験機器ごとに、
当該治験使用機器等の使用による影響であると疑われるもの又は
当該被験機器について初めて治験の計画を届け出た日等から起算
それらの使用によるものと疑われる感染症によるもの（同号に掲
して一年ごとに、その期間の満了後二月以内に厚生労働大臣に報
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げるものを除く。）並びに同項第三号に掲げる事項について、そ
告しなければならない。ただし、自ら治験を実施した者が既に製
の発現症例一覧等を当該被験機器ごとに、当該被験機器について
造販売の承認を与えられている医療機器に係る治験を行つた場合
初めて治験の計画を届け出た日等から起算して一年ごとに、その
又は既に当該被験機器について治験の依頼をした者が治験を行つ
期間の満了後二月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない
ている場合については、この限りでない。
。ただし、自ら治験を実施した者が既に製造販売の承認を与えら
れている医療機器に係る治験を行つた場合又は既に当該被験機器
について治験の依頼をした者が治験を行つている場合については
、この限りでない。
５ 薬物又は加工細胞等と一体的に製造された被験機器について治 （新設）
験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者による当該被験機器
の薬物又は加工細胞等に係る部分に係る治験に関する副作用等又
は不具合情報等の報告については、第二百七十三条又は第二百七
十五条の三の規定を準用する。
６ 治験において用いる薬物又は加工細胞等に関する副作用等又は （新設）
不具合情報等の報告については、第二百七十三条又は第二百七十
五条の三の規定を準用する。

（準用）
（準用）
第二百七十五条 機械器具等に係る治験については、第二百六十九 第二百七十五条 機械器具等に係る治験については、第二百六十九
条から第二百七十二条の二までの規定を準用する。この場合にお
条から第二百七十二条までの規定を準用する。この場合において
いて、第二百六十九条の見出し中「薬物」とあるのは「機械器具
、第二百六十九条第一項中「以下この条から第二百七十三条まで
等」と、同条第一項中「薬物」とあるのは「機械器具等」と、「
において」とあるのは「以下」と、同項第一号中「治験の対象と
以下この条から第二百七十三条」とあるのは「第二百七十五条に
される薬物（以下「被験薬」と」とあるのは「被験機器（第二百
おいて準用するこの条から第二百七十二条の二」と、同項第一号
七十四条の二第一項に規定する「被験機器」を」と、「成分及び
中「治験使用薬（治験の対象とされる薬物（以下「被験薬」とい
分量」とあるのは「構造及び原理」と、同項第二号及び第三号中
う。）並びに被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用する
「被験薬」とあるのは「被験機器」と、同項第四号中「被験薬」
薬物をいう。以下同じ。）の成分及び分量」とあるのは「治験使
とあるのは「被験機器」と、「用法及び用量」とあるのは「操作
用機器（第二百七十四条の二第一項に規定する「治験使用機器」
方法又は使用方法」と、同項第十号中「被験薬」とあるのは「被
をいう。第二百七十五条において準用するこの条において同じ。
験機器」と、「医薬品又は薬物」とあるのは「医療機器又は機械
）の構造及び原理」と、同項第二号中「被験薬」とあるのは「被
器具等」と、同項第十二号中「被験薬」とあるのは「被験機器」
験機器（第二百七十四条の二第一項に規定する「被験機器」をい
と、同項第十三号中「被験薬」とあるのは「被験機器」と、「次
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う。第二百七十五条において準用するこの条及び第二百七十二条
において同じ。）」と、同項第三号中「被験薬」とあるのは「被
験機器」と、同項第四号中「被験薬」とあるのは「被験機器」と
、「用法及び用量」とあるのは「操作方法又は使用方法」と、同
項第十号及び第十二号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用機
器」と、同項第十三号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用機
器」と、「次条」とあるのは「第二百七十五条において準用する
次条」と、同項第十九号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用
機器」と、同条第二項中「被験薬」とあるのは「被験機器」と、
「毒性、薬理作用等」とあるのは「安全性、性能等」と、同条第
三項中「第一項」とあるのは「第二百七十五条において準用する
第一項」と、「機械器具等」とあるのは「薬物」と、「被験薬」
とあるのは「被験機器」と、「第二百七十五条又は」とあるのは
「この条（」と、「本条」とあるのは「場合を含む。）」と、第
二百七十条の見出し中「薬物」とあるのは「機械器具等」と、同
条中「前条」とあるのは「第二百七十五条において準用する前条
」と、第二百七十一条の見出し中「薬物」とあるのは「機械器具
等」と、同条中「前二条」とあるのは「第二百七十五条において
準用する前二条」と、第二百七十二条中「被験薬」とあるのは「
被験機器」と、同条第一号中「薬物」とあるのは「機械器具等」
と、同条第二号中「医薬品」とあるのは「医療機器」と、「薬物
」とあるのは「機械器具等」と、同条第三号中「薬物」とあるの
は「機械器具等」と、第二百七十二条の二第一項中「治験（第二
百六十八条第二号から第六号までに掲げる薬物であつて、生物学
的同等性を確認する試験を行うものに係る治験を除く。）」とあ
るのは「治験」と読み替えるものとする。

条」とあるのは「第二百七十五条において準用する次条」と、同
項第十九号中「治験薬」とあるのは「治験機器」と、同条第二項
中「被験薬」とあるのは「被験機器」と、「毒性、薬理作用等」
とあるのは「安全性、性能等」と、第二百七十条中「前条」とあ
るのは「第二百七十五条において準用する前条」と、第二百七十
一条中「前二条」とあるのは「第二百七十五条において準用する
前二条」と、第二百七十二条中「医薬品」とあるのは「医療機器
」と読み替えるものとする。

（加工細胞等に係る治験に関する不具合情報等の報告）
（加工細胞等に係る治験に関する不具合情報等の報告）
第二百七十五条の三 治験（加工細胞等を対象とするものに限る。 第二百七十五条の三 治験（加工細胞等を対象とするものに限る。
以下この条において同じ。）の依頼をした者又は自ら治験を実施
以下この条において同じ。）の依頼をした者又は自ら治験を実施
した者は、治験使用製品（治験の対象とされる加工細胞等（以下
した者は、治験の対象とされる加工細胞等（以下この条において
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この条において「被験製品」という。）並びに被験製品の有効性
及び安全性の評価のために使用する加工細胞等をいう。以下この
条において同じ。）について次の各号に掲げる事項を知つたとき
は、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に
報告しなければならない。ただし、治験又は外国で実施された臨
床試験において当該治験の被験製品と構成細胞又は導入遺伝子が
同一性を有すると認められるものを使用していない場合について
は、この限りでない。
一 治験又は外国で実施された臨床試験における次に掲げる症例
等の発生のうち、当該治験使用製品又は当該治験使用製品と構
成細胞又は導入遺伝子が同一性を有すると認められるもの（以
下この条において「当該治験使用製品等」という。）の使用に
よる影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと
疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等の
発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験
製品の治験製品概要書（当該被験製品の品質、有効性及び安全
性に関する情報等を記載した文書をいう。以下この条において
同じ。）又は被験製品以外の当該治験使用製品等についての既
存の科学的知見（以下この項において単に「科学的知見」とい
う。）から予測できないもの 七日
イ・ロ （略）
二 治験又は外国で実施された臨床試験における次に掲げる事項
（前号に掲げるものを除く。） 十五日
イ 次に掲げる症例等の発生のうち、当該治験使用製品等の使
用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用による
ものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような
症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向
が当該被験製品の治験製品概要書又は科学的知見から予測で
きないもの
～
（略）
前号イ又はロに掲げる症例等の発生のうち、当該治験使用
ロ

（1）

（5）

（5）

十五日
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「被験製品」という。）について次の各号に掲げる事項を知つた
ときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大
臣に報告しなければならない。

イ・ロ （略）
次に掲げる事項（前号に掲げるものを除く。）

一 次に掲げる症例等の発生のうち、当該被験製品又は外国で使
用されている物であつて当該被験製品と構成細胞又は導入遺伝
子が同一性を有すると認められるもの（以下この条において「
当該被験製品等」という。）の使用による影響であると疑われ
るもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるも
のであり、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻
度、発生条件等の発生傾向が当該被験製品の治験製品概要書（
当該被験製品の品質、有効性及び安全性に関する情報等を記載
した文書をいう。以下この条において同じ。）から予測できな
いもの 七日

二

～
（略）
前号イ又はロに掲げる症例等の発生のうち、当該被験製品

イ 次に掲げる症例等の発生のうち、当該被験製品等の使用に
よる影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるもの
と疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例
等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当
該被験製品の治験製品概要書から予測できないもの

ロ

（1）

製品等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの
等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用
使用によるものと疑われる感染症によるもの
によるものと疑われる感染症によるもの
（削る）
ハ 外国で使用されている物であつて被験製品と構成細胞又は
導入遺伝子が同一性を有すると認められるものに係る製造、
輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の
発生又は拡大を防止するための措置の実施
（削る）
ニ 当該被験製品等の使用による影響若しくはそれらの使用に
よる感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死
亡が発生するおそれがあること、当該被験製品等の使用によ
る影響であると疑われる疾病等若しくはそれらの使用による
ものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発
生傾向が著しく変化したこと又は当該被験製品等が治験の対
象となる疾患に対して効能、効果若しくは性能を有しないこ
とを示す研究報告
三 治験又は外国で実施された臨床試験における当該治験使用製
三 当該被験製品等の不具合の発生であつて、当該不具合によつ
品等の不具合の発生であつて、当該不具合によつて第一号イ若
て第一号イ若しくはロ又は前号イ から までに掲げる症例等
しくはロ又は前号イ から までに掲げる症例等が発生するお
が発生するおそれがあるもの（前二号に掲げるものを除く。）
それがあるもの（前二号に掲げるものを除く。） 三十日
三十日
２ 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、治験使用製 （新設）
品について次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該
各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければな
らない。ただし、第一号、第二号イ及びロ並びに第三号について
は、当該治験における被験者保護に関する安全性の判断に影響を
与えるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
一 当該被験製品又は当該被験製品と構成細胞又は導入遺伝子が
同一性を有すると認められるもの（以下この条において「当該
被験製品等」という。）の外国における使用（臨床試験におけ
る使用を除く。）で生じた次に掲げる症例等の発生のうち、当
該被験製品等の使用による影響であると疑われるもの又はそれ
らの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、かつ
、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等
（1）

（5）

（1）

（5）
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の発生傾向が当該被験製品の治験製品概要書から予測できない
もの 七日
イ 死亡
ロ 死亡につながるおそれのある症例
二 次に掲げる事項（前号に掲げるものを除く。） 十五日
イ 当該被験製品等の外国における使用（臨床試験における使
用を除く。）で生じた次に掲げる症例等の発生のうち、当該
被験製品等の使用による影響であると疑われるもの又はそれ
らの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、か
つ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条
件等の発生傾向が当該被験製品の治験製品概要書から予測で
きないもの
⑴ 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延
長が必要とされる症例
⑵ 障害
⑶ 障害につながるおそれのある症例
⑷ ⑴から⑶まで並びに前号イ及びロに掲げる症例に準じて
重篤である症例
⑸ 後世代における先天性の疾病又は異常
ロ 当該被験製品等の外国における使用（臨床試験における使
用を除く。）で生じた前号イ又はロに掲げる症例等の発生の
うち、当該被験製品等の使用による影響であると疑われるも
の又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの
ハ 外国で使用されている物であつて当該治験使用製品と構成
細胞又は導入遺伝子が同一性を有すると認められるものに係
る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上
の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施（ただし
、被験製品以外の治験使用製品については、被験製品と併用
した際の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための
措置の実施に限る。）
当該被験製品等の使用による影響若しくはそれらの使用に
ニ
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よる感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死
亡が発生するおそれがあること、当該被験製品等の使用によ
る影響であると疑われる疾病等若しくはそれらの使用による
ものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発
生傾向が著しく変化したこと又は当該被験製品等が治験の対
象となる疾患に対して効能、効果若しくは性能を有しないこ
とを示す研究報告（当該被験製品等の治験の対象となる疾患
に対する有効性及び安全性の評価に影響を与えないと認めら
れる研究報告を除く。）
三 外国における使用（臨床試験における使用を除く。）の際に
生じた当該被験製品等の不具合の発生であつて、当該不具合に
よつて第一号イ若しくはロ又は前号イ⑴から⑸までに掲げる症
例等が発生するおそれがあるもの（前二号に掲げるものを除く
。） 三十日
３ 前二項の規定にかかわらず、治験の依頼をした者又は自ら治験 ２ 前項の規定にかかわらず、治験の依頼をした者又は自ら治験を
を実施した者は、当該治験が既に製造販売の承認を与えられてい
実施した者は、当該治験が既に製造販売の承認を与えられている
る再生医療等製品について法第二十三条の二十五第九項（法第二
再生医療等製品について法第二十三条の二十五第九項（法第二十
十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の規定に
三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の規定によ
よる承認事項の一部の変更（当該変更が第百三十七条の二十八第
る承認事項の一部の変更（当該変更が第百三十七条の二十八第四
四号に該当するものに限る。）の申請に係る申請書に添付しなけ
号に該当するものに限る。）の申請に係る申請書に添付しなけれ
ればならない資料の収集を目的とするものである場合においては
ばならない資料の収集を目的とするものである場合においては、
、第一項並びに前項第一号及び第二号イ及びロ並びに第三号に掲
前項第一号、第二号イ及びロ並びに第三号に掲げる事項のうち、
げる事項のうち、外国で使用されている物であつて当該治験に係
外国で使用されている物であつて当該治験に係る被験製品と構成
る治験使用製品等の使用による影響であると疑われるもの又はそ
細胞又は導入遺伝子が同一性を有すると認められるものの使用に
れらの使用によるものと疑われる感染症によるものについては、
よる影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑
報告することを要しない。
われる感染症によるものについては、報告することを要しない。
４ 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第一項に掲 ３ 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第一項第一
げる事項、同項第二号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であ
号、第二号イ及びロ並びに第三号に掲げる事項並びに同号イ⑴か
つて当該治験使用製品等の使用による影響であると疑われるもの
ら⑸までに掲げる症例等の発生であつて当該被験製品等の使用に
又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの（同号
よる影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑
に掲げるものを除く。）、第二項第一号並びに第二号イ及びロに
われる感染症によるもの（同号に掲げるものを除く。）並びに同
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掲げる事項、同号イ⑴から⑸までに掲げる症例等の発生であつて
項第三号に掲げる事項について、その発現症例一覧等を当該被験
当該治験使用製品等の使用による影響であると疑われるもの又は
製品ごとに、当該被験製品について初めて治験の計画を届け出た
それらの使用によるものと疑われる感染症によるもの（同号に掲
日等から起算して一年ごとに、その期間の満了後二月以内に厚生
げるものを除く。）並びに同項第三号に掲げる事項について、そ
労働大臣に報告しなければならない。ただし、自ら治験を実施し
の発現症例一覧等を当該被験製品ごとに、当該被験製品について
た者が既に製造販売の承認を与えられている再生医療等製品に係
初めて治験の計画を届け出た日等から起算して一年ごとに、その
る治験を行つた場合又は既に当該被験製品について治験の依頼を
期間の満了後二月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない
した者が治験を行つている場合については、この限りでない。
。ただし、自ら治験を実施した者が既に製造販売の承認を与えら
れている再生医療等製品に係る治験を行つた場合又は既に当該被
験製品について治験の依頼をした者が治験を行つている場合につ
いては、この限りでない。
５ 薬物又は機械器具等と一体的に製造された被験製品について治 （新設）
験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者による当該被験製品
の薬物又は機械器具等に係る部分に係る治験に関する副作用等又
は不具合情報等の報告については、第二百七十三条又は第二百七
十四条の二の規定を準用する。
６ 治験において用いる薬物又は機械器具等に関する副作用等又は （新設）
不具合情報等の報告については、第二百七十三条又は第二百七十
四条の二の規定を準用する。

（準用）
（準用）
第二百七十五条の四 加工細胞等に係る治験については、第二百六 第二百七十五条の四 加工細胞等に係る治験については、第二百六
十九条から第二百七十二条の二までの規定を準用する。この場合
十九条から第二百七十二条までの規定を準用する。この場合にお
において、第二百六十九条の見出し中「薬物」とあるのは「加工
いて、第二百六十九条第一項中「以下この条から第二百七十三条
細胞等」と、同条第一項中「薬物」とあるのは「第二百七十五条
までにおいて」とあるのは「以下」と、同項第一号中「治験の対
の二に規定する加工細胞等」と、「以下この条から第二百七十三
象とされる薬物（以下「被験薬」と」とあるのは「被験製品（第
条」とあるのは「第二百七十五条の四において準用するこの条か
二百七十五条の三第一項に規定する「被験製品」を」と、「成分
ら第二百七十二条の二」と、同項第一号中「治験使用薬（治験の
及び分量」とあるのは「構成細胞又は導入遺伝子」と、同項第二
対象とされる薬物（以下「被験薬」という。）並びに被験薬の有
号及び第三号中「被験薬」とあるのは「被験製品」と、同項第四
効性及び安全性の評価のために使用する薬物をいう。以下同じ。
号中「被験薬」とあるのは「被験製品」と、「用量」とあるのは
）の成分及び分量」とあるのは「治験使用製品（第二百七十五条
「用量又は使用方法」と、同項第十号中「被験薬」とあるのは「
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の三第一項に規定する「治験使用製品」をいう。第二百七十五条
の四において準用するこの条において同じ。）の構成細胞又は導
入遺伝子」と、同項第二号中「被験薬」とあるのは「被験製品（
第二百七十五条の三第一項に規定する「被験製品」をいう。第二
百七十五条の四において準用するこの条及び第二百七十二条にお
いて同じ。）」と、同項第三号中「被験薬」とあるのは「被験製
品」と、同項第四号中「被験薬」とあるのは「被験製品」と、「
用量」とあるのは「用量又は使用方法」と、同項第十号及び第十
二号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用製品」と、同項第十
三号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用製品」と、「次条」
とあるのは「第二百七十五条の四において準用する次条」と、同
項第十九号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用製品」と、同
条第二項中「被験薬」とあるのは「被験製品」と、「毒性、薬理
作用等」とあるのは「安全性、効能又は性能等」と、同条第三項
中「第一項」とあるのは「第二百七十五条の四において準用する
第一項」と、「機械器具等」とあるのは「薬物」と、「第二百七
十五条の二に規定する加工細胞等」とあるのは「機械器具等」と
、「被験薬」とあるのは「被験製品」と、「第二百七十五条又は
第二百七十五条の四において準用する本条」とあるのは「この条
（第二百七十五条において準用する場合を含む。）」と、「機械
器具等又は加工細胞等」とあるのは「薬物又は機械器具等」と、
第二百七十条の見出し中「薬物」とあるのは「加工細胞等」と、
同条中「前条」とあるのは「第二百七十五条の四において準用す
る前条」と、第二百七十一条の見出し中「薬物」とあるのは「加
工細胞等」と、同条中「前二条」とあるのは「第二百七十五条の
四において準用する前二条」と、第二百七十二条中「被験薬」と
あるのは「被験製品」と、同条第一号中「薬物」とあるのは「加
工細胞等」と、同条第二号中「医薬品」とあるのは「再生医療等
製品」と、「薬物」とあるのは「加工細胞等」と、同条第三号中
「薬物」とあるのは「加工細胞等」と、第二百七十二条の二第一
項中「治験（第二百六十八条第二号から第六号までに掲げる薬物

被験製品」と、「医薬品又は薬物」とあるのは「再生医療等製品
又は加工細胞等」と、同項第十二号中「被験薬」とあるのは「被
験製品」と、同項第十三号中「被験薬」とあるのは「被験製品」
と、「次条」とあるのは「第二百七十五条の四において準用する
次条」と、同項第十九号中「治験薬」とあるのは「治験製品」と
、同条第二項中「被験薬」とあるのは「被験製品」と、「毒性、
薬理作用等」とあるのは「安全性、効能又は性能等」と、第二百
七十条中「前条」とあるのは「第二百七十五条の四において準用
する前条」と、第二百七十一条中「前二条」とあるのは「第二百
七十五条の四において準用する前二条」と、第二百七十二条中「
医薬品」とあるのは「再生医療等製品」と読み替えるものとする
。
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であつて、生物学的同等性を確認する試験を行うものに係る治験
を除く。）」とあるのは「治験」と読み替えるものとする。

（機構に対する薬物等に係る治験の計画の届出）
（機構に対する薬物等に係る治験の計画の届出）
第二百七十七条 法第八十条の三第四項の規定により機構に対して 第二百七十七条 法第八十条の三第四項の規定により機構に対して
行う治験の届出については、第二百六十九条及び第二百七十条
行う治験の届出については、第二百六十九条及び第二百七十条 (
(
これらの規定を第二百七十五条及び第二百七十五条の四において
これらの規定を第二百七十五条及び第二百七十五条の四において
準用する場合を含む。 の規定を準用する。この場合において、
準用する場合を含む。 の
)
) 規定を準用する。この場合において、
第二百六十九条第一項中「この条から第二百七十三条まで」とあ
第二百六十九条第一項中「この条から第二百七十三条まで」とあ
るのは「この条及び第二百七十七条において準用する次条」と、
るのは「この条及び第二百七十七条において準用する次条」と、
「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、「次条及び第二百七十
「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、「次条及び第二百七十
一条」とあるのは「第二百七十七条において準用する次条」と、
一条」とあるのは「第二百七十七条において準用する次条」と、
第二百六十九条第三項中「本条」とあるのは「本条（第二百七十
第二百七十条中「前条」とあるのは「第二百七十七条において準
七条において準用する場合を含む。）」と、第二百七十条中「前
用する前条」と、「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と読み替
条」とあるのは「第二百七十七条において準用する前条」と、「
えるものとする。
厚生労働大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
（原薬等登録原簿に係る公示の方法）
第二百八十条の十三の二 法第八十条の六第三項及び法第八十条の （新設）
九第二項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載
する方法により行うものとする。
２ 法第八十条の十第二項において準用する法第八十条の六第三項
及び法第八十条の九第二項の規定による公示は、機構のホームペ
ージに掲載する方法により行うものとする。

（権限の委任）
（権限の委任）
第二百八十一条 法第八十一条の四第一項及び令第八十二条第一項 第二百八十一条 法第八十一条の四第一項及び令第八十二条第一項
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長
に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号から第二十三号まで
に委任する。ただし、厚生労働大臣が第八号から第二十二号まで
に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一～六 （略）
一～六 （略）
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七 法第五十六条の二第一項及び第二項（法第六十条、第六十二
（新設）
条、第六十四条及び第六十五条の五において準用する場合を含
む。）に規定する権限
八 （略）
七 （略）
九 法第六十九条第一項、第四項及び第五項に規定する権限
八 法第六十九条第一項及び第四項に規定する権限
十 法第七十条第一項から第三項までに規定する権限
九 法第七十条第一項及び第二項に規定する権限
十一～三十一 （略）
十～三十 （略）
２ 法第八十一条の四第二項の規定により、前項第十九号から第二 ２ 法第八十一条の四第二項の規定により、前項第十八号から第二
十二号までに掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし
十一号までに掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし
、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。
、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。

（略）
様式第二十二の二による申
請書
（略）
様式第五十四の三による届
書
様式第五十四の四による申
請書
（略）
様式第六十三の十九の二

（略）
（新設）

（新設）

（略）
第百八条第二項

（略）
（新設）

（新設）

（略）
様式第五十四による届書

（フレキシブルディスク等による手続）
（フレキシブルディスク等による手続）
第二百八十四条 次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる 第二百八十四条 次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる
書類（医薬品（薬局製造販売医薬品を除く。）、医薬部外品、化
書類（医薬品（薬局製造販売医薬品を除く。）、医薬部外品、化
粧品、医療機器又は再生医療等製品に係るものに限る。）につい
粧品、医療機器又は再生医療等製品に係るものに限る。）につい
ては、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブル
ては、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブル
ディスクその他これに準ずる物として厚生労働大臣が定めたもの
ディスクその他これに準ずる物として厚生労働大臣が定めたもの
並びに申請者、届出者又は申出者の氏名及び住所並びに申請、届
並びに申請者、届出者又は申出者の氏名及び住所並びに申請、届
出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類（次項において
出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類（次項において
「フレキシブルディスク等」という。）をもつてこれらの書類に
「フレキシブルディスク等」という。）をもつてこれらの書類に
代えることができる。
代えることができる。
（略）
（略）
（略）
第四十五条の四
（新設）
（新設）
（略）
第百八条第二項
第百十一条において準用する第四
十五条の四
（略）
第百十四の四十五の二第一項
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（略）
（新設）

（略）
第百十四条の七十八第二項

（新設）

（新設）

（新設）
（新設）

（新設）

（略）
（新設）

（略）
様式第五十四による届書

（新設）

（新設）

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

様式第六十三の三十一の五
による申請書

（新設）

（略）
様式第五十四による届書

（新設）

様式第六十三の三十一の八
による届書

（略）
第百三十七条の七十四第二項

（略）
（新設）

（略）
様式第五十四の三による届
書
（略）
様式第百七の二による申請
書

（略）
（新設）

第百十四の四十五の二第二項
様式第六十三の十九の三
第百十四条の四十五の七第一項
様式第六十三の十九の四に
よる届書
第百十四条の四十五の九第一項
様式第六十三の十九の五に
よる申請書
第百十四条の四十五の十四第一項 様式第六十三の十九の八に
よる届書
（略）
（略）
第百十四条の七十八第二項
様式第五十四の三による届
書
（略）
様式第六十三の三十一の二
による申請書
様式第六十三の三十一の三
による申請書
様式第六十三の三十一の四
による届書
（略）
第百十四条の八十一において準用
する第百十四の四十五の二第一項
第百十四条の八十一において準用
する第百十四の四十五の二第二項
第百十四条の八十一において準用
する第百十四条の四十五の七第一
項
第百十四条の八十一において準用
する第百十四条の四十五の九第一
項
第百十四条の八十一において準用
する第百十四条の四十五の十四第
一項
（略）
第百三十七条の七十四第二項
（略）
第二百五十一条の二第一項

- 116 -

第二百五十一条の三第一項
（略）
（略）

様式第百七の三による申請
書
（略）
２

（略）
（略）

（新設）

（略）

（新設）

（３）（１）
（ⅷ）（ⅰ）
（２）
（ⅶ）
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２

（電子情報処理組織による手続）
（電子情報処理組織による手続）
第二百八十八条 第二百十八条の二の二第一項（第二百二十条の三 第二百八十八条 第二百六十五条第一項及び第三項、第二百六十五
、第二百二十一条の三、第二百二十八条及び二百二十八条の九に
条の二第一項及び第三項並びに第二百六十五条の三第一項及び第
おいて準用する場合を含む。）の規定による申請、第二百六十五
三項の規定による届出（医薬品（薬局製造販売医薬品を除く。）
条第一項及び第三項、第二百六十五条の二第一項及び第三項並び
、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に係るもの
に第二百六十五条の三第一項及び第三項の規定による届出（医薬
に限る。）は、電子情報処理組織（厚生労働省の使用に係る電子
品（薬局製造販売医薬品を除く。）、医薬部外品、化粧品、医療
計算機と、これらの規定による届出をしようとする者に係る入出
機器及び再生医療等製品に係るものに限る。）は、電子情報処理
力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）
組織（厚生労働省の使用に係る電子計算機と、これらの規定によ
を使用して行わせることができる。
る届出をしようとする者に係る入出力装置とを電気通信回線で接
続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行わせることがで
きる。

別表第一（第十一条の三関係）
別表第一（第十一条の三関係）
第一 （略）
第一 （略）
第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項
第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項
一 業務内容、提供サービス
一 業務内容、提供サービス
・
（略）
・
（略）
薬局の業務内容
薬局の業務内容
～
（略）
～
（略）
患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管
薬剤情報を記載するための手帳の交付
理できる手帳の交付
イ 患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に
イ 薬剤情報を記載するための手帳の交付の可否
管理できる手帳の交付の可否
患者の薬剤服用歴その他の情報を電磁的記録をもつて
ロ 薬剤情報を電磁的記録により記載するための手帳を所
ロ

（３）（１）
（ⅷ）（ⅰ）
（２）
（ⅶ）

五
六

一元的かつ経時的に管理できる手帳を所持する者の対応
の可否
（略）
（略）

七～十一

（略）

二

持する者の対応の可否
（略）
（略）

四 （略）
五 指定第二類医薬品の陳列（特定販売を行うことについて広告
をする場合にあつては、当該広告における表示。七において同
じ。）等に関する解説
六～十 （略）

別表第一の二（第十五条の六、第十五条の十五、第百四十七条の七 別表第一の二（第十五条の六、第十五条の十四、第百四十七条の七
、第百四十七条の十二関係）
、第百四十七条の十二関係）
第一 （略）
第一 （略）
第二 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売 第二 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する
に関する制度に関する事項
事項
一～三 （略）
一～三 （略）
四 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあ
（新設）
つては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並び
に表示、情報の提供及び陳列（特定販売を行うことについて公
告をする場合にあつては、当該広告における表示。六及び八に
おいて同じ。）に関する解説
（略）
指定第二類医薬品の陳列等に関する解説

二

（４）

別表第一の三（第十五条の六、第百四十七条の七関係）
別表第一の三（第十五条の六、第百四十七条の七関係）
一 （略）
一 （略）
二 薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写
二 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
真
三・四 （略）
三・四 （略）
五 特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の使用
五 特定販売を行う薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるも
期限
のを除く。）又は一般用医薬品の使用期限
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（４）

