された医療機器若しくは体外診断用医薬品、第二十三条の二十五
若しくは第二十三条の三十七の承認を取り消された再生医療等製
品、第七十五条の三の規定により第十四条の三第一項（第二十条
第一項において準用する場合を含む。）の規定による第十四条若
しくは第十九条の二の承認を取り消された医薬品、第七十五条の
三の規定により第二十三条の二の八第一項（第二十三条の二の二
十第一項において準用する場合を含む。）の規定による第二十三
条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を取り消された
医療機器若しくは体外診断用医薬品、第七十五条の三の規定によ
り第二十三条の二十八第一項（第二十三条の四十第一項において
準用する場合を含む。）の規定による第二十三条の二十五若しく
は第二十三条の三十七の承認を取り消された再生医療等製品又は
不良な原料若しくは材料について、廃棄、回収その他公衆衛生上
の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずるこ
とができる。
２・３ （略）

（検査命令）
第七十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認め
るときは、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又は医療機器の修理業者に対して、そ
の製造販売又は修理をする医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機

２ 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は
特別区の区長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に
従わないとき、又は緊急の必要があるときは、当該職員に、同項
に規定する物を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要
な処分をさせることができる。
３ 当該職員が前項の規定による処分をする場合には、第六十九条
第六項の規定を準用する。

（検査命令）
第七十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認め
るときは、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売
業者又は医療機器の修理業者に対して、その製造販売又は修理を
する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器について、厚生労

- 157 -

器又は再生医療等製品について、厚生労働大臣又は都道府県知事
の指定する者の検査を受けるべきことを命ずることができる。

２ 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機
器の製造販売業者（選任製造販売業者を除く。）又は第八十条第
一項に規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医
療機器の製造業者に対して、その物の製造所における製造管理若
しくは品質管理の方法が第十四条第二項第四号に規定する厚生労
働省令で定める基準に適合せず、又はその製造管理若しくは品質
管理の方法によつて医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機
器が第五十六条（第六十条及び第六十二条において準用する場合
を含む。）若しくは第六十五条に規定する医薬品、医薬部外品、
化粧品若しくは医療機器若しくは第六十八条の六に規定する生物
由来製品に該当するようになるおそれがある場合においては、そ
の製造管理若しくは品質管理の方法の改善を命じ、又はその改善
を行うまでの間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずること

働大臣又は都道府県知事の指定する者の検査を受けるべきことを
命ずることができる。

（改善命令等）
第七十二条 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品若しく
は医療機器の製造販売業者に対して、その品質管理又は製造販売
後安全管理の方法が第十二条の二第一号又は第二号に規定する厚
生労働省令で定める基準に適合しない場合においては、その品質
管理若しくは製造販売後安全管理の方法の改善を命じ、又はその
改善を行うまでの間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる
ことができる。

（改善命令等）
第七十二条 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療
機器又は再生医療等製品の製造販売業者に対して、その品質管理
又は製造販売後安全管理の方法（医療機器及び体外診断用医薬品
の製造販売業者にあつては、その製造管理若しくは品質管理に係
る業務を行う体制又はその製造販売後安全管理の方法。以下この
項において同じ。）が第十二条の二第一号若しくは第二号、第二
十三条の二の二第一号若しくは第二号又は第二十三条の二十一第
一号若しくは第二号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合
しない場合においては、その品質管理若しくは製造販売後安全管
理の方法の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間その業務の
全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
２ 厚生労働大臣は、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（選任外国製造医薬品等製造
販売業者、選任外国製造医療機器等製造販売業者又は選任外国製
造再生医療等製品製造販売業者（以下「選任製造販売業者」と総
称する。）を除く。以下この項において同じ。）又は第八十条第
一項から第三項までに規定する輸出用の医薬品、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業者に対して、そ
の物の製造所における製造管理若しくは品質管理の方法（医療機
器及び体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては、その物の製
造管理又は品質管理の方法。以下この項において同じ。）が第十
四条第二項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号、第二十三
条の二十五第二項第四号若しくは第八十条第二項に規定する厚生
労働省令で定める基準に適合せず、又はその製造管理若しくは品
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質管理の方法によつて医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若
しくは再生医療等製品が第五十六条（第六十条及び第六十二条に
おいて準用する場合を含む。）、第六十五条若しくは第六十五条
の六に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは
再生医療等製品若しくは第六十八条の二十に規定する生物由来製
品に該当するようになるおそれがある場合においては、その製造
管理若しくは品質管理の方法の改善を命じ、又はその改善を行う
までの間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ
る。
３ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品（体外診断用医薬品
を除く。）、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造
業者又は医療機器の修理業者に対して、その構造設備が、第十三
条第四項第一号、第二十三条の二十二第四項第一号若しくは第四
十条の二第四項第一号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準
に適合せず、又はその構造設備によつて医薬品、医薬部外品、化
粧品、医療機器若しくは再生医療等製品が第五十六条（第六十条
及び第六十二条において準用する場合を含む。）、第六十五条若
しくは第六十五条の六に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、
医療機器若しくは再生医療等製品若しくは第六十八条の二十に規
定する生物由来製品に該当するようになるおそれがある場合にお
いては、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの
間当該施設の全部若しくは一部を使用することを禁止することが
できる。
４ 都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条
第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若し
くは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対して、その構造
設備が、第五条第一号、第二十六条第二項第一号、第三十四条第
二項第一号、第三十九条第三項第一号、第三十九条の三第二項若

ができる。

３ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧
品若しくは医療機器の製造業者又は医療機器の修理業者に対して
、その構造設備が、第十三条第四項第一号若しくは第四十条の二
第四項第一号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合せ
ず、又はその構造設備によつて医薬品、医薬部外品、化粧品若し
くは医療機器が第五十六条（第六十条及び第六十二条において準
用する場合を含む。）若しくは第六十五条に規定する医薬品、医
薬部外品、化粧品若しくは医療機器若しくは第六十八条の六に規
定する生物由来製品に該当するようになるおそれがある場合にお
いては、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの
間当該施設の全部若しくは一部を使用することを禁止することが
できる。

４ 都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者又は第三十九
条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若
しくは賃貸業者に対して、その構造設備が、第五条第一号、第二
十六条第二項第一号、第三十四条第二項第一号、第三十九条第三
項第一号若しくは第三十九条の三第二項の規定に基づく厚生労働
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（略）

第七十二条の三 都道府県知事は、薬局開設者が第八条の二第一項
若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
ときは、期間を定めて、当該薬局開設者に対し、その報告を行い
、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。

第七十二条の二 都道府県知事は、薬局開設者又は店舗販売業者に
対して、その薬局又は店舗が第五条第二号又は第二十六条第二項
第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくな
つた場合においては、当該基準に適合するようにその業務の体制
を整備することを命ずることができる。
２ 都道府県知事は、配置販売業者に対して、その都道府県の区域
における業務を行う体制が、第三十条第二項第一号の規定に基づ
く厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつた場合においては
、当該基準に適合するようにその業務を行う体制を整備すること
を命ずることができる。

省令で定める基準に適合せず、又はその構造設備によつて医薬品
若しくは医療機器が第五十六条若しくは第六十五条に規定する医
薬品若しくは医療機器若しくは第六十八条の六に規定する生物由
来製品に該当するようになるおそれがある場合においては、その
構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の
全部若しくは一部を使用することを禁止することができる。

（略）

第七十二条の四 前三条に規定するもののほか、厚生労働大臣は、
医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者若
しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事

しくは第四十条の五第三項第一号の規定に基づく厚生労働省令で
定める基準に適合せず、又はその構造設備によつて医薬品、医療
機器若しくは再生医療等製品が第五十六条、第六十五条若しくは
第六十五条の六に規定する医薬品、医療機器若しくは再生医療等
製品若しくは第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当す
るようになるおそれがある場合においては、その構造設備の改善
を命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部若しくは一
部を使用することを禁止することができる。

第七十二条の四 前三条に規定するもののほか、厚生労働大臣は、
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
の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者につい
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て、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九
条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若
しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者について、その者
にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する行為があつた
場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため
に必要があると認めるときは、その製造販売業者、製造業者、修
理業者、薬局開設者、販売業者又は貸与業者に対して、その業務
の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる
。
２ 厚生労働大臣は、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若しくは製造業者又は医療機
器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の
販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医
療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業
者について、その者に第二十三条の二十六第一項又は第七十九条
第一項の規定により付された条件に違反する行為があつたときは
、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業
者又は貸与業者に対して、その条件に対する違反を是正するため
に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
（医薬品等総括製造販売責任者等の変更命令）
第七十三条 厚生労働大臣は、医薬品等総括製造販売責任者、医療
機器等総括製造販売責任者若しくは再生医療等製品総括製造販売
責任者、医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者、医療機器
責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者若しくは再生医療等製
品製造管理者又は医療機器修理責任技術者について、都道府県知
事は、薬局の管理者又は店舗管理者、区域管理者若しくは医薬品
営業所管理者、医療機器の販売業若しくは貸与業の管理者若しく

は、薬局開設者、医薬品の販売業者又は第三十九条第一項若しく
は第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは賃貸業者
について、その者にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反
する行為があつた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡
大を防止するために必要があると認めるときは、その製造販売業
者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は賃貸業者に
対して、その業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命
ずることができる。

２ 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機
器の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者につ
いて、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者又は第三
十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業
者若しくは賃貸業者について、その者に第七十九条の規定により
付された条件に違反する行為があつたときは、その製造販売業者
、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は賃貸業者に対
して、その条件に対する違反を是正するために必要な措置を採る
べきことを命ずることができる。

（総括製造販売責任者等の変更命令）
第七十三条 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品若しく
は医療機器の製造販売業の総括製造販売責任者、医薬品、医薬部
外品、化粧品若しくは医療機器の製造業の管理者若しくは責任技
術者又は医療機器の修理業の責任技術者について、都道府県知事
は、薬局の管理者又は店舗管理者、区域管理者若しくは営業所管
理者若しくは医療機器の販売業若しくは賃貸業の管理者について
、その者にこの法律その他薬事に関する法令若しくはこれに基づ
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は再生医療等製品営業所管理者について、その者にこの法律その
他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処
分に違反する行為があつたとき、又はその者が管理者若しくは責
任技術者として不適当であると認めるときは、その製造販売業者
、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は貸与業者に対
して、その変更を命ずることができる。

（略）

（承認の取消し等）
第七十四条の二 厚生労働大臣は、第十四条、第二十三条の二の五
又は第二十三条の二十五の承認（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。）を与えた医薬品、
医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品が第十四条第
二項第三号イからハまで（同条第九項において準用する場合を含
む。）、第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで（同条第
十一項において準用する場合を含む。）若しくは第二十三条の二
十五第二項第三号イからハまで（同条第九項において準用する場
合を含む。）のいずれかに該当するに至つたと認めるとき、又は
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第
二十三条の二十五の承認を与えた再生医療等製品が第二十三条の
二十六第一項第二号若しくは第三号のいずれかに該当しなくなつ

く処分に違反する行為があつたとき、又はその者が管理者若しく
は責任技術者として不適当であると認めるときは、その製造販売
業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は賃貸業者
に対して、その変更を命ずることができる。

（配置販売業の監督）
第七十四条 都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に
関し、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処
分に違反する行為をしたときは、当該配置販売業者に対して、期
間を定めてその配置員による配置販売の業務の停止を命ずること
ができる。この場合において、必要があるときは、その配置員に
対しても、期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

（承認の取消し等）
第七十四条の二 厚生労働大臣は、第十四条の規定による承認を与
えた医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器が同条第二項第三
号イからハまでのいずれかに該当するに至つたと認めるときは、
薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その承認を取り消さなけ
ればならない。
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たと認めるとき、若しくは第二十三条の二十五第二項第三号ハ（
同条第九項において準用する場合を含む。）若しくは第二十三条
の二十六第四項の規定により読み替えて適用される第二十三条の
二十五第九項において準用する同条第二項第三号イ若しくはロの
いずれかに該当するに至つたと認めるときは、薬事・食品衛生審
議会の意見を聴いて、その承認を取り消さなければならない。
２ 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は
再生医療等製品の第十四条、第二十三条の二の五又は第二十三条
の二十五の承認を与えた事項の一部について、保健衛生上の必要
があると認めるに至つたときは、その変更を命ずることができる
。
３ 厚生労働大臣は、前二項に定める場合のほか、医薬品、医薬部
外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の第十四条、第二十
三条の二の五又は第二十三条の二十五の承認を受けた者が次の各
号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消し、又はそ
の承認を与えた事項の一部についてその変更を命ずることができ
る。
一 第十二条第一項の許可（承認を受けた品目の種類に応じた許
可に限る。）、第二十三条の二第一項の許可（承認を受けた品
目の種類に応じた許可に限る。）又は第二十三条の二十第一項
の許可について、第十二条第二項、第二十三条の二第二項若し
くは第二十三条の二十第二項の規定によりその効力が失われた
とき、又は次条第一項の規定により取り消されたとき。
二 第十四条第六項、第二十三条の二の五第六項若しくは第八項
又は第二十三条の二十五第六項の規定に違反したとき。
三 第十四条の四第一項、第十四条の六第一項、第二十三条の二
十九第一項若しくは第二十三条の三十一第一項の規定により再
審査若しくは再評価を受けなければならない場合又は第二十三

２ 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の
第十四条の規定による承認を与えた事項の一部について、保健衛
生上の必要があると認めるに至つたときは、その変更を命ずるこ
とができる。

３ 厚生労働大臣は、前二項に定める場合のほか、医薬品、医薬部
外品、化粧品又は医療機器の第十四条の規定による承認を受けた
者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消
し、又はその承認を与えた事項の一部についてその変更を命ずる
ことができる。

一 第十二条第一項の許可（承認を受けた品目の種類に応じた許
可に限る。）について、同条第二項の規定によりその効力が失
われたとき、又は第七十五条第一項の規定により取り消された
とき。

二 第十四条第六項の規定に違反したとき。

三 第十四条の四第一項又は第十四条の六第一項の規定により再
審査又は再評価を受けなければならない場合において、定めら
れた期限までに必要な資料の全部若しくは一部を提出せず、又
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条の二の九第一項の規定により使用成績に関する評価を受けな
ければならない場合において、定められた期限までに必要な資
料の全部若しくは一部を提出せず、又は虚偽の記載をした資料
若しくは第十四条の四第四項後段、第十四条の六第四項、第二
十三条の二の九第四項後段、第二十三条の二十九第四項後段若
しくは第二十三条の三十一第四項の規定に適合しない資料を提
出したとき。
四 （略）
五 第二十三条の二十六第一項又は第七十九条第一項の規定によ
り第十四条、第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五の承
認に付された条件に違反したとき。
六 第十四条、第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五の承
認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医
療等製品について正当な理由がなく引き続く三年間製造販売を
していないとき。
（許可の取消し等）
第七十五条 厚生労働大臣は、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、医薬品（体外診断
用医薬品を除く。）、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製
品の製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は
、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第
三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は
再生医療等製品の販売業者について、この法律その他薬事に関す
る法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する
行為があつたとき、又はこれらの者（これらの者が法人であると
きは、その業務を行う役員を含む。）が第五条第三号、第十二条
の二第三号、第十三条第四項第二号（同条第七項において準用す

は虚偽の記載をした資料若しくは第十四条の四第四項後段若し
くは第十四条の六第四項の規定に適合しない資料を提出したと
き。

四 第七十二条第二項の規定による命令に従わなかつたとき。
五 第七十九条第一項の規定により第十四条の承認に付された条
件に違反したとき。

六 第十四条の規定による承認を受けた医薬品、医薬部外品、化
粧品又は医療機器について正当な理由がなく引き続く三年間製
造販売をしていないとき。

（許可の取消し等）
第七十五条 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品若しく
は医療機器の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理
業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者
又は第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器
の販売業者若しくは賃貸業者について、この法律その他薬事に関
する法令若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき
、又はこれらの者（これらの者が法人であるときは、その業務を
行う役員を含むものとする。）が第五条第三号、第十二条の二第
三号、第十三条第四項第二号（同条第七項において準用する場合
を含む。）、第二十六条第二項第三号、第三十条第二項第二号、
第三十四条第二項第二号、第三十九条第三項第二号若しくは第四
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る場合を含む。）、第二十三条の二の二第三号、第二十三条の二
十一第三号、第二十三条の二十二第四項第二号（同条第七項にお
いて準用する場合を含む。）、第二十六条第二項第三号、第三十
条第二項第二号、第三十四条第二項第二号、第三十九条第三項第
二号、第四十条の二第四項第二号（同条第六項において準用する
場合を含む。）若しくは第四十条の五第三項第二号の規定に該当
するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてそ
の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
２ 都道府県知事は、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、医薬品（体外診断用医薬品
を除く。）、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造
業者又は医療機器の修理業者について前項の処分が行われる必要
があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に通知しなければ
ならない。
３ 第一項に規定するもののほか、厚生労働大臣は、医薬品、医療
機器又は再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者が、次の各
号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその業務の全部又
は一部の停止を命ずることができる。

一 当該製造販売業者又は製造業者（血液製剤（安全な血液製剤
の安定供給の確保等に関する法律（昭和三十一年法律第百六十
号）第二条第一項に規定する血液製剤をいう。次号及び第三号
において同じ。）の製造販売業者又は製造業者に限る。）が、
同法第二十六条第二項の勧告に従わなかつたとき。
二 採血事業者（安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法
律第二条第三項に規定する採血事業者をいう。次号において同
じ。）以外の者が国内で採取した血液又は国内で有料で採取さ

十条の二第四項第二号の規定に該当するに至つたときは、その許
可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の
停止を命ずることができる。

２ 都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機
器の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者につ
いて前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨
を厚生労働大臣に具申しなければならない。

３ 第一項に規定するもののほか、厚生労働大臣は、血液製剤（安
全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和三十一年法
律第百六十号）第二条第一項に規定する血液製剤をいう。以下こ
の項において同じ。）の製造販売業者又は製造業者が、次の各号
のいずれかに該当するときは、期間を定めてその業務の全部又は
一部の停止を命ずることができる。
一 当該製造販売業者又は製造業者が、安全な血液製剤の安定供
給の確保等に関する法律第二十六条第二項の勧告に従わなかつ
たとき。

二 採血事業者（安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法
律第二条第三項に規定する採血事業者をいう。）以外の者が国
内で採取した血液又は国内で有料で採取され、若しくは提供の
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れ、若しくは提供のあつせんをされた血液を原料として血液製
剤を製造したとき。
三 当該製造販売業者又は製造業者以外の者（血液製剤の製造販
売業者又は製造業者を除く。）が国内で採取した血液（採血事
業者又は病院若しくは診療所の開設者が安全な血液製剤の安定
供給の確保等に関する法律第十二条第一項に規定する厚生労働
省令で定める物の原料とする目的で採取した血液を除く。）又
は国内で有料で採取され、若しくは提供のあつせんをされた血
液を原料として医薬品（血液製剤を除く。）、医療機器又は再
生医療等製品を製造したとき。
（登録の取消し等）
第七十五条の二 厚生労働大臣は、医療機器又は体外診断用医薬品
の製造業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で
定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたと
き、不正の手段により第二十三条の二の三第一項の登録を受けた
とき、又は当該者（当該者が法人であるときは、その業務を行う
役員を含む。）が同条第四項の規定に該当するに至つたときは、
その登録を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは
一部の停止を命ずることができる。
２ 都道府県知事は、医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者に
ついて前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨
を厚生労働大臣に通知しなければならない。
（外国製造医薬品等の製造販売の承認の取消し等）
第七十五条の二の二 厚生労働大臣は、外国特例承認取得者が次の
各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該承認の
全部又は一部を取り消すことができる。

あつせんをされた血液を原料として血液製剤を製造したとき。
（新設）

（新設）

（外国製造医薬品等の製造販売の承認の取消し等）
第七十五条の二 厚生労働大臣は、外国特例承認取得者が次の各号
のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該承認の全部
又は一部を取り消すことができる。
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一・二 （略）

三 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、外国特
例承認取得者の工場、事務所その他医薬品、医薬部外品、化粧
品、医療機器又は再生医療等製品を業務上取り扱う場所におい
てその構造設備又は帳簿書類その他の物件についての検査をさ
せ、従業員その他の関係者に質問をさせようとした場合におい
て、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はそ
の質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚
偽の答弁がされたとき。
四・五 （略）

２ 第十九条の二、第二十三条の二の十七又は第二十三条の三十七
の承認については、第七十二条第二項並びに第七十四条の二第一
項、第二項及び第三項（第一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、第七十二条第二項中「第十四条第二
項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号、第二十三条の二十
五第二項第四号若しくは第八十条第二項」とあるのは「第十九条
の二第五項において準用する第十四条第二項第四号、第二十三条
の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第

一 選任製造販売業者が欠けた場合において新たに製造販売業者
を選任しなかつたとき。
二 厚生労働大臣が、必要があると認めて、外国特例承認取得者
に対し、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告を求め
た場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされた
とき。
三 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、外国特
例承認取得者の工場、事務所その他医薬品、医薬部外品、化粧
品又は医療機器を業務上取り扱う場所においてその構造設備又
は帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、従業員その他
の関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒
まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、
正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされた
とき。
四 次項において準用する第七十二条第二項又は第七十四条の二
第二項若しくは第三項（第一号及び第四号を除く。）の規定に
よる請求に応じなかつたとき。
五 外国特例承認取得者又は選任製造販売業者についてこの法律
その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為
があつたとき。
２ 第十九条の二の規定による承認については、第七十二条第二項
並びに第七十四条の二第一項、第二項及び第三項（第一号及び第
四号を除く。）の規定を準用する。この場合において、第七十二
条第二項中「命じ、又はその改善を行うまでの間その業務の全部
若しくは一部の停止を命ずる」とあり、及び第七十四条の二第二
項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第三項中「前二
項」とあるのは「第七十五条の二第二項において準用する第七十
四条の二第一項及び第二項」と、「命ずる」とあるのは「請求す
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四号若しくは第二十三条の三十七第五項において準用する第二十
三条の二十五第二項第四号」と、「命じ、又はその改善を行うま
での間その業務の全部若しくは一部停止を命ずる」とあるのは「
請求する」と、第七十四条の二第一項中「第二十三条の二十六第
一項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する
第二十三条の二十六第一項」と、「第十四条第二項第三号イから
ハまで（同条第九項」とあるのは「第十九条の二第五項において
準用する第十四条第二項第三号イからハまで（第十九条の二第五
項において準用する第十四条第九項」と、「第二十三条の二の五
第二項第三号イからハまで（同条第十一項」とあるのは「第二十
三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二
項第三号イからハまで（第二十三条の二の十七第五項において準
用する第二十三条の二の五第十一項」と、「第二十三条の二十五
第二項第三号イからハまで（同条第九項」とあるのは「第二十三
条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第二項第
三号イからハまで（第二十三条の三十七第五項において準用する
第二十三条の二十五第九項」と、「第二十三条の二十六第一項第
二号」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する
第二十三条の二十六第一項第二号」と、「第二十三条の二十五第
二項第三号ハ（同条第九項」とあるのは「第二十三条の三十七第
五項において準用する第二十三条の二十五第二項第三号ハ（第二
十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第九
項」と、「第二十三条の二十六第四項」とあるのは「第二十三条
の三十七第六項において準用する第二十三条の二十六第四項」と
、「第二十三条の二十五第九項」とあるのは「第二十三条の三十
七第五項において準用する第二十三条の二十五第九項」と、「同
条第二項第三号イ」とあるのは「第二十三条の三十七第五項にお
いて準用する第二十三条の二十五第二項第三号イ」と、同条第二

る」と、「第十四条第六項」とあるのは「第十九条の二第五項に
おいて準用する第十四条第六項」と、「第十四条の四第一項又は
第十四条の六第一項」とあるのは「第十九条の四において準用す
る第十四条の四第一項又は第十四条の六第一項」と、「第十四条
の四第四項後段若しくは第十四条の六第四項」とあるのは「第十
九条の四において準用する第十四条の四第四項後段若しくは第十
四条の六第四項」と読み替えるものとする。
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項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第三項中「前二
項」とあるのは「第七十五条の二の二第二項において準用する第
七十四条の二第一項及び第二項」と、「命ずる」とあるのは「請
求する」と、「第十四条第六項、第二十三条の二の五第六項若し
くは第八項又は第二十三条の二十五第六項」とあるのは「第十九
条の二第五項において準用する第十四条第六項、第二十三条の二
の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第六項若しく
は第八項又は第二十三条の三十七第五項において準用する第二十
三条の二十五第六項」と、「第十四条の四第一項、第十四条の六
第一項、第二十三条の二十九第一項若しくは第二十三条の三十一
第一項」とあるのは「第十九条の四において準用する第十四条の
四第一項若しくは第十四条の六第一項若しくは第二十三条の三十
九において準用する第二十三条の二十九第一項若しくは第二十三
条の三十一第一項」と、「第二十三条の二の九第一項」とあるの
は「第二十三条の二の十九において準用する第二十三条の二の九
第一項」と、「第十四条の四第四項後段、第十四条の六第四項、
第二十三条の二の九第四項後段、第二十三条の二十九第四項後段
若しくは第二十三条の三十一第四項」とあるのは「第十九条の四
において準用する第十四条の四第四項後段若しくは第十四条の六
第四項、第二十三条の二の十九において準用する第二十三条の二
の九第四項後段若しくは第二十三条の三十九において準用する第
二十三条の二十九第四項後段若しくは第二十三条の三十一第四項
」と、「第二十三条の二十六第一項」とあるのは「第二十三条の
三十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項」と読
み替えるものとする。
３ 第二十三条の二の二十三の認証を受けた外国指定高度管理医療
機器製造等事業者については、第七十二条第二項の規定を準用す
る。この場合において、同項中「製造所における製造管理若しく
（新設）
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は品質管理の方法（医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業
者にあつては、その物の製造管理又は品質管理の方法。以下この
項において同じ。）が第十四条第二項第四号、第二十三条の二の
五第二項第四号、第二十三条の二十五第二項第四号若しくは第八
十条第二項」とあるのは「製造管理若しくは品質管理の方法が第
二十三条の二の五第二項第四号」と、「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が」とあるのは「指定高
度管理医療機器等が」と、「（第六十条及び第六十二条において
準用する場合を含む。）、第六十五条若しくは第六十五条の六」
とあるのは「若しくは第六十五条」と、「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若しくは」とあるのは
「医療機器若しくは体外診断用医薬品若しくは」と、「命じ、又
はその改善を行うまでの間その業務の全部若しくは一部停止を命
ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
４ （略）

（特例承認の取消し等）
第七十五条の三 厚生労働大臣は、第十四条の三第一項（第二十条
第一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。
）、第二十三条の二の八第一項（第二十三条の二の二十第一項に
おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。）又は第
二十三条の二十八第一項（第二十三条の四十第一項において準用
する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による第十
四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十

３ 厚生労働大臣は、機構に、第一項第三号の規定による検査又は
質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。この場合
において、機構は、当該検査又は質問をしたときは、厚生労働省
令で定めるところにより、当該検査又は質問の結果を厚生労働大
臣に通知しなければならない。

（特例承認の取消し等）
第七十五条の三 厚生労働大臣は、第十四条の三第一項（第二十条
第一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。
）の規定による製造販売の承認に係る品目が第十四条の三第一項
各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は保健衛生
上の危害の発生若しくは拡大を防止するため必要があると認める
ときは、当該承認を取り消すことができる。
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七、第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認に係る品
目が第十四条の三第一項各号、第二十三条の二の八第一項各号若
しくは第二十三条の二十八第一項各号のいずれかに該当しなくな
つたと認めるとき、又は保健衛生上の危害の発生若しくは拡大を
防止するため必要があると認めるときは、これらの承認を取り消
すことができる。
（医薬品等外国製造業者及び再生医療等製品外国製造業者の認定
の取消し等）
第七十五条の四 厚生労働大臣は、第十三条の三第一項又は第二十
三条の二十四第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該
当する場合には、その者が受けた当該認定の全部又は一部を取り
消すことができる。
一 厚生労働大臣が、必要があると認めて、第十三条の三第一項
又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者に対し、厚生
労働省令で定めるところにより必要な報告を求めた場合におい
て、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
二 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、第十三
条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者
の工場、事務所その他医薬品（体外診断用医薬品を除く。）、
医薬部外品、化粧品又は再生医療等製品を業務上取り扱う場所
においてその構造設備又は帳簿書類その他の物件についての検
査をさせ、従業員その他の関係者に質問させようとした場合に
おいて、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又
はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しく
は虚偽の答弁がされたとき。
（略）
三

（外国製造業者の認定の取消し等）

第七十五条の四 厚生労働大臣は、第十三条の三の認定を受けた者
が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該
認定の全部又は一部を取り消すことができる。

一 厚生労働大臣が、必要があると認めて、第十三条の三の認定
を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところにより必要な
報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報
告がされたとき。
二 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、第十三
条の三の認定を受けた者の工場、事務所その他医薬品、医薬部
外品、化粧品又は医療機器を業務上取り扱う場所においてその
構造設備又は帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、従
業員その他の関係者に質問させようとした場合において、その
検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に
対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁
がされたとき。

三 次項において準用する第七十二条第三項の規定による請求に
応じなかつたとき。
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四 この法律その他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する行為があつたとき。
２ 第十三条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項の認定を受
けた者については、第七十二条第三項の規定を準用する。この場
合において、同項中「命じ、又はその改善を行うまでの間当該施
設の全部若しくは一部を使用することを禁止する」とあるのは、
「請求する」と読み替えるものとする。
３ 第一項第二号の規定による検査又は質問については、第七十五
条の二の二第四項の規定を準用する。
（医療機器等外国製造業者の登録の取消し等）
第七十五条の五 厚生労働大臣は、第二十三条の二の四第一項の登
録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者
が受けた当該登録の全部又は一部を取り消すことができる。
一 厚生労働大臣が、必要があると認めて、第二十三条の二の四
第一項の登録を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところ
により必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、
又は虚偽の報告がされたとき。
二 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、第二十
三条の二の四第一項の登録を受けた者の工場、事務所その他医
療機器又は体外診断用医薬品を業務上取り扱う場所においてそ
の構造設備又は帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、
従業員その他の関係者に質問させようとした場合において、そ
の検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問
に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答
弁がされたとき。
三 次項において準用する第七十二条の四第一項の規定による請
求に応じなかつたとき。

四 この法律その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違
反する行為があつたとき。
２ 第十三条の三の認定を受けた者については、第七十二条第三項
の規定を準用する。この場合において、同項中「命じ、又はその
改善を行うまでの間当該施設の全部若しくは一部を使用すること
を禁止する」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする
。
３ 第一項第二号の規定による検査又は質問については、第七十五
条の二第三項の規定を準用する。

（新設）
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四 不正の手段により第二十三条の二の四第一項の登録を受けた
とき。
五 この法律その他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する行為があつたとき。
２ 第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者については、第七
十二条の四第一項の規定を準用する。この場合において、同項中
「前三条に規定するもののほか、厚生労働大臣」とあるのは「厚
生労働大臣」と、「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若しくは製造業者又は医療機
器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の
販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医
療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業
者」とあるのは「第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者」
と、「その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販
売業者又は貸与業者」とあるのは「その者」と、「命ずる」とあ
るのは「請求する」と読み替えるものとする。
３ 第一項第二号の規定による検査又は質問については、第七十五
条の二の二第四項の規定を準用する。
（許可等の更新を拒否する場合の手続）
第七十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第四条第二項、第
十二条第二項、第十三条第三項（同条第七項において準用する場
合を含む。）、第二十三条の二第二項、第二十三条の二十第二項
、第二十三条の二十二第三項（同条第七項において準用する場合
を含む。）、第二十四条第二項、第三十九条第四項、第四十条の
二第三項若しくは第四十条の五第四項の許可の更新、第十三条の
三第三項において準用する第十三条第三項（第十三条の三第三項
において準用する第十三条第七項において準用する場合を含む。

（許可等の更新を拒否する場合の手続）
第七十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第四条第二項、第
十二条第二項、第十三条第三項、第二十四条第二項、第三十九条
第四項若しくは第四十条の二第三項の規定による許可の更新、第
十三条の三第三項において準用する第十三条第三項の規定による
認定の更新又は第二十三条の六第二項の規定による登録の更新を
拒もうとするときは、当該処分の名あて人に対し、その処分の理
由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければな
らない。
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）若しくは第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三
条の二十二第三項（第二十三条の二十四第三項において準用する
第二十三条の二十二第七項において準用する場合を含む。）の認
定の更新又は第二十三条の二の三第三項（第二十三条の二の四第
二項において準用する場合を含む。）若しくは第二十三条の六第
三項の登録の更新を拒もうとするときは、当該処分の名宛人に対
し、その処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会
を与えなければならない。
（聴聞の方法の特例）
第七十六条の二 第七十五条の二の二第一項第五号（選任製造販売
業者に係る部分に限る。）に該当することを理由として同項の規
定による処分をしようとする場合における行政手続法（平成五年
法律第八十八号）第三章第二節の規定の適用については、当該処
分の名宛人の選任製造販売業者は、同法第十五条第一項の通知を
受けた者とみなす。

（略）

第十四章 指定薬物の取扱い

（聴聞の方法の特例）
第七十六条の二 第七十五条の二第一項第五号（選任製造販売業者
に係る部分に限る。）に該当することを理由として同項の規定に
よる処分をしようとする場合における行政手続法（平成五年法律
第八十八号）第三章第二節の規定の適用については、当該処分の
名あて人の選任製造販売業者は、同法第十五条第一項の通知を受
けた者とみなす。

指定薬物の取扱い

（薬事監視員）
第七十六条の三 第六十九条第一項から第四項まで、第七十条第二
項、第七十六条の七第二項又は第七十六条の八第一項に規定する
当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、国、都道府県、
保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、薬事監視員を
命ずるものとする。
２ 前項に定めるもののほか、薬事監視員に関し必要な事項は、政
令で定める。
第九章の二
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（略）

（略）

（略）

（製造等の禁止）
第七十六条の四 指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及
び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚
生労働省令で定めるもの（次条において「医療等の用途」という
。）以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し
、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはな
らない。

（広告の制限）
第七十六条の五 指定薬物については、医事若しくは薬事又は自然
科学に関する記事を掲載する医薬関係者等（医薬関係者又は自然
科学に関する研究に従事する者をいう。）向けの新聞又は雑誌に
より行う場合その他主として指定薬物を医療等の用途に使用する
者を対象として行う場合を除き、何人も、その広告を行つてはな
らない。

（指定薬物である疑いがある物品の検査等）
第七十六条の六 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定薬物であ
る疑いがある物品を発見した場合において、当該物品が第七十六
条の四の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている疑い
又は同条の規定に違反して製造され、輸入され、販売され、若し
くは授与された疑いがあり、保健衛生上の危害の発生を防止する
ため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところに
より、当該物品を貯蔵し、若しくは陳列している者又は製造し、
輸入し、販売し、若しくは授与した者に対して、当該物品が指定
薬物であるかどうかについて、厚生労働大臣若しくは都道府県知
事又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する者の検査を
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（略）

（略）

受けるべきことを命ずることができる。
２ 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事は、厚生
労働省令で定めるところにより、同項の検査を受けるべきことを
命ぜられた者に対し、同項の検査を受け、その結果についての通
知を受けるまでの間は、当該物品及びこれと同一の物品を製造し
、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列
してはならない旨を併せて命ずることができる。

（廃棄等）
第七十六条の七 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の
四の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている指定薬物
又は同条の規定に違反して製造され、輸入され、販売され、若し
くは授与された指定薬物について、当該指定薬物を取り扱う者に
対して、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに
足りる措置を採るべきことを命ずることができる。
２ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による命令を受
けた者がその命令に従わない場合であつて、公衆衛生上の危険の
発生を防止するため必要があると認めるときは、当該職員に、同
項に規定する物を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必
要な処分をさせることができる。
３ 当該職員が前項の規定による処分をする場合には、第六十九条
第六項の規定を準用する。

（立入検査等）
第七十六条の八 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この章の規定
を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定め
るところにより、指定薬物若しくはその疑いがある物品を貯蔵し
、若しくは陳列している者又はこれらの物を製造し、輸入し、販
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売し、授与し、貯蔵し、若しくは陳列した者に対して、必要な報
告をさせ、又は当該職員に、これらの者の店舗その他必要な場所
に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係者に質問さ
せ、若しくは指定薬物若しくはその疑いがある物品を、試験のた
め必要な最少分量に限り、収去させることができる。
２ 前項の規定による立入検査、質問及び収去については第六十九
条第六項の規定を、前項の規定による権限については同条第七項
の規定を準用する。

第七十七条 厚生労働大臣は、第二条第十五項の指定をする場合で
あつて、緊急を要し、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意見を
聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで同項の指定をする
ことができる。
２ （略）

第九章の三 希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器の指
定等

第七十七条 厚生労働大臣は、第二条第十四項の指定をする場合で
あつて、緊急を要し、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意見を
聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで同項の指定をする
ことができる。
２ 前項の場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その指定に
係る事項を薬事・食品衛生審議会に報告しなければならない。

（略）

第十五章 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

（指定等）
第七十七条の二 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する
医薬品又は医療機器につき、製造販売をしようとする者（本邦に
輸出されるものにつき、外国において製造等をする者を含む。）

（麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使）
第七十六条の九 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の
七第二項又は前条第一項に規定する当該職員の職権を麻薬取締官
又は麻薬取締員に行わせることができる。

（指定等）
第七十七条の二 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する
医薬品、医療機器又は再生医療等製品につき、製造販売をしよう
とする者（本邦に輸出されるものにつき、外国において製造等を
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する者を含む。）から申請があつたときは、薬事・食品衛生審議
会の意見を聴いて、当該申請に係る医薬品、医療機器又は再生医
療等製品を希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病
用再生医療等製品として指定することができる。
一 （略）

から申請があつたときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて
、当該申請に係る医薬品又は医療機器を希少疾病用医薬品又は希
少疾病用医療機器として指定することができる。

（資金の確保）
第七十七条の三 国は、前条第一項各号のいずれにも該当する医薬
品、医療機器及び再生医療等製品の試験研究を促進するのに必要
な資金の確保に努めるものとする。

（税制上の措置）
第七十七条の二の三 国は、租税特別措置法（昭和三十二年法律第
二十六号）で定めるところにより、希少疾病用医薬品及び希少疾
病用医療機器の試験研究を促進するため必要な措置を講ずるもの
とする。

（資金の確保）
第七十七条の二の二 国は、前条第一項各号のいずれにも該当する
医薬品及び医療機器の試験研究を促進するのに必要な資金の確保
に努めるものとする。

二 申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品につき、製
造販売の承認が与えられるとしたならば、その用途に関し、特
に優れた使用価値を有することとなる物であること。
２ （略）

（税制上の措置）
第七十七条の四 国は、租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十
六号）で定めるところにより、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試験研究を促進するため
必要な措置を講ずるものとする。

（試験研究等の中止の届出）
第七十七条の二の四 第七十七条の二第一項の規定による指定を受
けた者は、当該指定に係る希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療
機器の試験研究又は製造若しくは輸入を中止しようとするときは
、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない

一 その用途に係る対象者の数が本邦において厚生労働省令で定
める人数に達しないこと。
二 申請に係る医薬品又は医療機器につき、製造販売の承認が与
えられるとしたならば、その用途に関し、特に優れた使用価値
を有することとなる物であること。
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、その旨
を公示するものとする。

（試験研究等の中止の届出）
第七十七条の五 第七十七条の二第一項の規定による指定を受けた
者は、当該指定に係る希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又
は希少疾病用再生医療等製品の試験研究又は製造若しくは輸入を
中止しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に
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届け出なければならない。
（指定の取消し等）
第七十七条の六 （略）

２ 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定
を取り消すことができる。
一 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
医療等製品が第七十七条の二第一項各号のいずれかに該当しな
くなつたとき。
二 （略）
三 正当な理由なく希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は
希少疾病用再生医療等製品の試験研究又は製造販売が行われな
いとき。
四 指定を受けた者についてこの法律その他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する行為があつ
たとき。
３ （略）

雑則

（省令への委任）
第七十七条の七 この章に定めるもののほか、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に関し必要な
事項は、厚生労働省令で定める。
第十六章

。

（指定の取消し等）
第七十七条の二の五 厚生労働大臣は、前条の規定による届出があ
つたときは、第七十七条の二第一項の規定による指定（以下この
条において「指定」という。）を取り消さなければならない。
２ 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定
を取り消すことができる。
一 希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療機器が第七十七条の二
第一項各号のいずれかに該当しなくなつたとき。

二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 正当な理由なく希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療機器の
試験研究又は製造販売が行われないとき。

四 指定を受けた者についてこの法律その他薬事に関する法令又
はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。

３ 厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは
、その旨を公示するものとする。

（省令への委任）
第七十七条の二の六 この章に定めるもののほか、希少疾病用医薬
品又は希少疾病用医療機器に関し必要な事項は、厚生労働省令で
定める。
第十章 雑則
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（削除）

（情報の提供等）
第七十七条の三 医薬品若しくは医療機器の製造販売業者、卸売販
売業の許可を受けた者、医療機器の販売業者若しくは賃貸業者（
薬局開設者、医療機器の製造販売業者、販売業者若しくは賃貸業
者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対
し、業として、医療機器を販売し、若しくは授与するもの又は薬
局開設者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設
者に対し、業として、医療機器を賃貸するものに限る。次項にお
いて「医療機器の卸売販売業者等」という。）又は外国特例承認
取得者は、医薬品又は医療機器の有効性及び安全性に関する事項
その他医薬品又は医療機器の適正な使用のために必要な情報（第
六十三条の二第二号の規定による指定がされた医療機器の保守点
検に関する情報を含む。次項において同じ。）を収集し、及び検
討するとともに、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、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、賃貸
業者若しくは修理業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その
他の医薬関係者に対し、これを提供するよう努めなければならな
い。
２ 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
、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、賃貸業者若しくは修
理業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者
は、医薬品若しくは医療機器の製造販売業者、卸売販売業の許可
を受けた者、医療機器の卸売販売業者等又は外国特例承認取得者
が行う医薬品又は医療機器の適正な使用のために必要な情報の収
集に協力するよう努めなければならない。
３ 薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師
、薬剤師その他の医薬関係者は、医薬品及び医療機器の適正な使
用を確保するため、相互の密接な連携の下に第一項の規定により
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（削除）

（削除）

（削除）

提供される情報の活用（第六十三条の二第二号の規定による指定
がされた医療機器の保守点検の適切な実施を含む。）その他必要
な情報の収集、検討及び利用を行うことに努めなければならない
。

（医薬品等の適正な使用に関する普及啓発）
第七十七条の三の二 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別
区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品及び医療機器
の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。

（危害の防止）
第七十七条の四 医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の
製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又
は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の
使用によつて保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれが
あることを知つたときは、これを防止するために廃棄、回収、販
売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない
。
２ 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、医薬部外品若しくは化粧品の販売業者、医療機器の販
売業者、賃貸業者若しくは修理業者又は医師、歯科医師、薬剤師
、獣医師その他の医薬関係者は、前項の規定により医薬品、医薬
部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者又は外国特例承
認取得者が行う必要な措置の実施に協力するよう努めなければな
らない。

（副作用等の報告）
第七十七条の四の二 医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機
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（削除）

器の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし
、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に
ついて、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾
病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる
感染症の発生その他の医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器
の有効性及び安全性に関する事項で厚生労働省令で定めるものを
知つたときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生
労働大臣に報告しなければならない。
２ 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
又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の医薬
関係者は、医薬品又は医療機器について、当該品目の副作用その
他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又
は当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事
項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防
止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に
報告しなければならない。

（回収の報告）
第七十七条の四の三 医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機
器の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第八十条第一項に規
定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の
製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医
薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の回収に着手したとき（
第七十条第一項の規定による命令を受けて回収に着手したときを
除く。）は、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労
働大臣に報告しなければならない。

（薬事・食品衛生審議会への報告等）
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（削除）

（削除）

第七十七条の四の四 厚生労働大臣は、毎年度、前二条の規定によ
るそれぞれの報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し
、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、医薬品、医薬
部外品、化粧品又は医療機器の使用による保健衛生上の危害の発
生又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
２ 薬事・食品衛生審議会は、第六十八条の八第二項及び前項に規
定するほか、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の使用に
よる保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措
置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働
大臣に意見を述べることができる。
３ 厚生労働大臣は、第一項の報告又は措置を行うに当たつては、
第七十七条の四の二第一項若しくは前条の規定による報告に係る
情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。

（機構による副作用等の報告に係る情報の整理及び調査の実施）
第七十七条の四の五 厚生労働大臣は、機構に、医薬品（専ら動物
のために使用されることが目的とされているものを除く。以下こ
の条において同じ。）、医薬部外品（専ら動物のために使用され
ることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ
。）、化粧品又は医療機器（専ら動物のために使用されることが
目的とされているものを除く。以下この条において同じ。）のう
ち政令で定めるものについての前条第三項に規定する情報の整理
を行わせることができる。
２ 厚生労働大臣は、前条第一項の報告又は措置を行うため必要が
あると認めるときは、機構に、医薬品、医薬部外品、化粧品又は
医療機器についての同条第三項の規定による調査を行わせること
ができる。
３ 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に情報の整理を行わせ
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（削除）

ることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品、
化粧品又は医療機器に係る第七十七条の四の二第一項又は第七十
七条の四の三の報告をしようとする者は、同項又は同条の規定に
かかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に報告を
しなければならない。
４ 機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定によ
る調査を行つたときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結
果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知し
なければならない。

（特定医療機器に関する記録及び保存）
第七十七条の五 人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器そ
の他の医療を提供する施設以外において用いられることが想定さ
れている医療機器であつて保健衛生上の危害の発生又は拡大を防
止するためにその所在が把握されている必要があるものとして厚
生労働大臣が指定する医療機器（以下「特定医療機器」という。
）については、第十四条の規定による承認を受けた者又は選任製
造販売業者（以下この条及び次条において「特定医療機器の承認
取得者等」という。）は、特定医療機器の植込みその他の使用の
対象者（次項において「特定医療機器利用者」という。）の氏名
、住所その他の厚生労働省令で定める事項を記録し、かつ、これ
を適切に保存しなければならない。
２ 特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者は、その担当
した特定医療機器利用者に係る前項に規定する厚生労働省令で定
める事項に関する情報を、直接又は特定医療機器の販売業者若し
くは賃貸業者を介する等の方法により特定医療機器の承認取得者
等に提供するものとする。ただし、特定医療機器利用者がこれを
希望しないときは、この限りでない。
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（削除）

（手数料）
第七十八条 次の各号に掲げる者（厚生労働大臣に対して申請する

３ 特定医療機器の販売業者又は賃貸業者は、特定医療機器の承認
取得者等の行う記録及び保存の事務（以下「記録等の事務」とい
う。）が円滑に行われるよう、特定医療機器を取り扱う医師その
他の医療関係者に対する説明その他の必要な協力を行わなければ
ならない。
４ 特定医療機器の承認取得者等は、その承認を受けた特定医療機
器の一の品目のすべてを取り扱う販売業者その他の厚生労働省令
で定める基準に適合する者に対して、記録等の事務の全部又は一
部を委託することができる。この場合において、特定医療機器の
承認取得者等は、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を厚生
労働大臣に届け出なければならない。
５ 特定医療機器の承認取得者等、特定医療機器の販売業者、賃貸
業者若しくは前項の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職
員は、正当な理由なく、記録等の事務に関しその職務上知り得た
人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者について
も、同様とする。
６ 前各項に定めるもののほか、記録等の事務に関し必要な事項は
、厚生労働省令で定める。

（指導及び助言）
第七十七条の六 厚生労働大臣又は都道府県知事は、特定医療機器
の承認取得者等、前条第四項の委託を受けた者、特定医療機器の
販売業者若しくは賃貸業者又は特定医療機器を取り扱う医師その
他の医療関係者に対し、記録等の事務について必要な指導及び助
言を行うことができる。

（手数料）
第七十八条 次の各号に掲げる者（厚生労働大臣に対して申請する
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者に限る。）は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する
実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければなら
ない。
一～九（略）

十 第二十三条の二第二項の許可の更新を申請する者
十一 第二十三条の二の三第三項（第二十三条の二の四第二項に
おいて準用する場合を含む。）の登録の更新を申請する者
十二 第二十三条の二の四第一項の登録を申請する者
十三 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申
請する者
十四 第二十三条の二の五第六項又は第八項（これらの規定を第
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
調査を申請する者
十五 第二十三条の二の九（第二十三条の二の十九において準用
する場合を含む。）の使用成績に関する評価を申請する者
十六 （略）

者に限る。）は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する
実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければなら
ない。
一 第十二条第二項の許可の更新を申請する者
二 第十三条第三項の許可の更新を申請する者
三 第十三条第六項の許可の区分の変更の許可を申請する者
四 第十三条の三第一項の認定を申請する者
五 第十三条の三第三項において準用する第十三条第三項の認定
の更新を申請する者
六 第十三条の三第三項において準用する第十三条第六項の認定
の区分の変更又は追加の認定を申請する者
七 第十四条又は第十九条の二の承認を申請する者
八 第十四条第六項（第十九条の二第五項において準用する場合
を含む。）の調査を申請する者
九 第十四条の四（第十九条の四において準用する場合を含む。
）の再審査を申請する者
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）

（新設）

十 第二十三条の十八第一項の基準適合性認証を申請する者
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十七 第二十三条の二十第二項の許可の更新を申請する者
十八 第二十三条の二十二第三項の許可の更新を申請する者
十九 第二十三条の二十二第六項の許可の区分の変更の許可を申
請する者
二十 第二十三条の二十四第一項の認定を申請する者
二十一 第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条
の二十二第三項の認定の更新を申請する者
二十二 第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条
の二十二第六項の認定の区分の変更又は追加の認定を申請する
者
二十三 第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を申
請する者
二十四 第二十三条の二十五第六項（第二十三条の三十七第五項
において準用する場合を含む。）の調査を申請する者
二十五 第二十三条の二十九（第二十三条の三十九において準用
する場合を含む。）の再審査を申請する者
二十六～二十八 （略）

二十九 第八十条第一項から第三項までの調査を申請する者
２ 機構が行う第十三条の二第一項（第十三条の三第三項及び第八
十条第四項において準用する場合を含む。）の調査、第十四条の
二第一項（第十四条の五第一項（第十九条の四において準用する
場合を含む。）並びに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。）の医薬品等審査等、第二十三条の二の七第
一項（第二十三条の二の十第一項（第二十三条の二の十九におい
て準用する場合を含む。）並びに第二十三条の二の十七第五項及

（新設）
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）

（新設）
（新設）
（新設）

十一 第四十条の二第一項の許可を申請する者
十二 第四十条の二第三項の許可の更新を申請する者
十三 第四十条の二第五項の修理区分の変更又は追加の許可を申
請する者
十四 第八十条第一項の調査を申請する者
２ 機構が行う第十三条の二第一項（第十三条の三第三項及び第八
十条第二項において準用する場合を含む。）の調査、第十四条の
二第一項（第十四条の五第一項（第十九条の四において準用する
場合を含む。）並びに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。）の審査等又は第二十三条の十八第二項の基
準適合性認証を受けようとする者は、当該調査又は審査等に要す
る実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を機構に納めなけ
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び第六項において準用する場合を含む。）の医療機器等審査等、
第二十三条の十八第二項の基準適合性認証、第二十三条の二十三
第一項（第二十三条の二十四第三項及び第八十条第五項において
準用する場合を含む。）の調査又は第二十三条の二十七第一項（
第二十三条の三十第一項（第二十三条の三十九において準用する
場合を含む。）並びに第二十三条の三十七第五項及び第六項にお
いて準用する場合を含む。）の再生医療等製品審査等を受けよう
とする者は、当該調査、医薬品等審査等、医療機器等審査等、基
準適合性認証又は再生医療等製品審査等に要する実費の額を考慮
して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。
３ （略）

（略）

（適用除外等）
第八十条 輸出用の医薬品（体外診断用医薬品を除く。以下この項
において同じ。）、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、その製
造する医薬品、医薬部外品又は化粧品が政令で定めるものである
ときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が
第十四条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適
合しているかどうかについて、製造をしようとするとき、及びそ

ればならない。

３ 前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とす
る。

（許可等の条件）
第七十九条 この法律に規定する許可、認定又は承認には、条件又
は期限を付し、及びこれを変更することができる。
２ 前項の条件又は期限は、保健衛生上の危害の発生を防止するた
め必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認定又は承認を受
ける者に対し不当な義務を課することとなるものであつてはなら
な い。

（適用除外等）
第八十条 輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製
造業者は、その製造する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機
器が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製
造管理又は品質管理の方法が第十四条第二項第四号に規定する厚
生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、製造
をしようとするとき、及びその開始後三年を下らない政令で定め
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の開始後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚
生労働大臣の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。
２ 輸出用の医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、その製
造する医療機器又は体外診断用医薬品が政令で定めるものである
ときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が
厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、製
造をしようとするとき、及びその開始後三年を下らない政令で定
める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の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。
３ 輸出用の再生医療等製品の製造業者は、その製造する再生医療
等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第二十三
条の二十五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に
適合しているかどうかについて、製造をしようとするとき、及び
その開始後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、
厚生労働大臣の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。
４ 第一項又は第二項の調査については、第十三条の二の規定を準
用する。この場合において、同条第一項中「又は化粧品」とある
のは「、化粧品又は医療機器（専ら動物のために使用されること
が目的とされているものを除く。以下この条において同じ。）」
と、「前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項（同条第
七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。）
の許可の更新についての同条第五項（同条第七項において準用す
る場合を含む。）」とあるのは「第八十条第一項又は第二項」と
、同条第二項中「行わないものとする。この場合において、厚生
労働大臣は、前条第一項若しくは第六項の許可又は同条第三項の
許可の更新をするときは、機構が第四項の規定により通知する調

る期間を経過するごとに、厚生労働大臣の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。
（新設）

（新設）

２ 前項の調査については、第十三条の二の規定を準用する。この
場合において、同条第一項中「同条第五項」とあるのは「第八十
条第一項」と、同条第二項中「行わないものとする。この場合に
おいて、厚生労働大臣は、前条第一項の規定による許可をすると
きは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮しな
ければならない。」とあるのは「行わないものとする。」と、同
条第三項中「前条第一項の許可又は同条第三項の許可の更新の申
請者」とあるのは「第八十条第一項の調査の申請者」と読み替え
るものとする。
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査の結果を考慮しなければならない」とあるのは「行わないもの
とする」と、同条第三項中「又は化粧品」とあるのは「、化粧品
又は医療機器」と、「前条第一項若しくは第六項の許可又は同条
第三項の許可の更新」とあるのは「第八十条第一項又は第二項の
調査」と読み替えるものとする。
５ 第三項の調査については、第二十三条の二十三の規定を準用す
る。この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第六
項の許可又は同条第三項（同条第七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。）の許可の更新についての同条第
五項（同条第七項において準用する場合を含む。）」とあるのは
「第八十条第三項」と、同条第二項中「行わないものとする。こ
の場合において、厚生労働大臣は、前条第一項若しくは第六項の
許可又は同条第三項の許可の更新をするときは、機構が第四項の
規定により通知する調査の結果を考慮しなければならない」とあ
るのは「行わないものとする」と、同条第三項中「前条第一項若
しくは第六項の許可又は同条第三項の許可の更新」とあるのは「
第八十条第三項の調査」と読み替えるものとする。
６ 第一項から第三項までに規定するほか、輸出用の医薬品、医薬
部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品については、政令
で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定める
ことができる。
７ 第十四条の三第一項（第二十条第一項において準用する場合を
含む。）の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受
けて製造販売がされた医薬品、第二十三条の二の八第一項（第二
十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。）の規定
による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
を受けて製造販売がされた医療機器若しくは体外診断用医薬品又
は第二十三条の二十八第一項（第二十三条の四十第一項において
（新設）

３ 第一項に規定するほか、輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品
又は医療機器については、政令で、この法律の一部の適用を除外
し、その他必要な特例を定めることができる。

４ 第十四条の三第一項（第二十条第一項において準用する場合を
含む。）の規定による製造販売の承認を受けて製造販売がされた
医薬品又は医療機器については、政令で、第四十三条、第四十四
条、第五十条、第五十一条（第六十八条の五において準用する場
合を含む。）、第五十二条、第五十四条（第六十四条において準
用する場合を含む。）、第五十五条第一項（第六十四条及び第六
十八条の五において準用する場合を含む。）、第五十六条、第六
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準用する場合を含む。）の規定による第二十三条の二十五若しく
は第二十三条の三十七の承認を受けて製造販売がされた再生医療
等製品については、政令で、第四十三条、第四十四条、第五十条
、第五十一条（第六十五条の五及び第六十八条の十九において準
用する場合を含む。）、第五十二条第一項、第五十二条の二、第
五十四条（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。）、第五十五条第一項（第六十四条、第六十五条の五及
び第六十八条の十九において準用する場合を含む。）、第五十六
条、第六十三条、第六十三条の二第一項、第六十三条の三、第六
十五条から第六十五条の四まで、第六十五条の六、第六十八条の
十七、第六十八条の十八及び第六十八条の二十の規定の一部の適
用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
８ 第十四条第一項に規定する化粧品以外の化粧品については、政
令で、この法律の一部の適用を除外し、医薬部外品等責任技術者
の義務の遂行のための配慮事項その他必要な特例を定めることが
できる。
（治験の取扱い）
第八十条の二 （略）

２ 治験（薬物、機械器具等又は人若しくは動物の細胞に培養その
他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され
、これらの体内で発現する遺伝子を含有するもの（以下この条か
ら第八十条の四まで及び第八十三条第一項において「薬物等」と
いう。）であつて、厚生労働省令で定めるものを対象とするもの
に限る。以下この項において同じ。）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、厚生労働省令

十三条、第六十三条の二、第六十五条、第六十八条の三、第六十
八条の四及び第六十八条の六の規定の一部の適用を除外し、その
他必要な特例を定めることができる。

５ 第十四条第一項に規定する化粧品以外の化粧品については、政
令で、この法律の一部の適用を除外し、責任技術者の義務の遂行
のための配慮事項その他必要な特例を定めることができる。

（治験の取扱い）
第八十条の二 治験の依頼をしようとする者は、治験を依頼するに
当たつては、厚生労働省令で定める基準に従つてこれを行わなけ
ればならない。
２ 治験（厚生労働省令で定める薬物又は機械器具等を対象とする
ものに限る。以下この項において同じ。）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、厚生労働
省令で定めるところにより、厚生労働大臣に治験の計画を届け出
なければならない。ただし、当該治験の対象とされる薬物又は機
械器具等を使用することが緊急やむを得ない場合として厚生労働
省令で定める場合には、当該治験を開始した日から三十日以内に
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で定めるところにより、厚生労働大臣に治験の計画を届け出なけ
ればならない。ただし、当該治験の対象とされる薬物等を使用す
ることが緊急やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合
には、当該治験を開始した日から三十日以内に、厚生労働省令で
定めるところにより、厚生労働大臣に治験の計画を届け出たとき
は、この限りでない。
３ 前項本文の規定による届出をした者（当該届出に係る治験の対
象とされる薬物等につき初めて同項の規定による届出をした者に
限る。）は、当該届出をした日から起算して三十日を経過した後
でなければ、治験を依頼し、又は自ら治験を実施してはならない
。この場合において、厚生労働大臣は、当該届出に係る治験の計
画に関し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
うものとする。
４・５ （略）

６ 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、当該治験の
対象とされる薬物等について、当該薬物等の副作用によるものと
疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該薬物等の使用によるも
のと疑われる感染症の発生その他の治験の対象とされる薬物等の
有効性及び安全性に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知
つたときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労
働大臣に報告しなければならない。この場合において、厚生労働
大臣は、当該報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を
行うものとする。

、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に治験の計
画を届け出たときは、この限りでない。

３ 前項本文の規定による届出をした者（当該届出に係る治験の対
象とされる薬物又は機械器具等につき初めて同項の規定による届
出をした者に限る。）は、当該届出をした日から起算して三十日
を経過した後でなければ、治験を依頼し、又は自ら治験を実施し
てはならない。この場合において、厚生労働大臣は、当該届出に
係る治験の計画に関し保健衛生上の危害の発生を防止するため必
要な調査を行うものとする。
４ 治験の依頼を受けた者又は自ら治験を実施しようとする者は、
厚生労働省令で定める基準に従つて、治験をしなければならない
。
５ 治験の依頼をした者は、厚生労働省令で定める基準に従つて、
治験を管理しなければならない。
６ 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、当該治験の
対象とされる薬物又は機械器具等について、当該薬物又は機械器
具等の副作用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生、
当該薬物又は機械器具等の使用によるものと疑われる感染症の発
生その他の治験の対象とされる薬物又は機械器具等の有効性及び
安全性に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知つたときは
、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報
告しなければならない。この場合において、厚生労働大臣は、当
該報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものと
する。
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７ 厚生労働大臣は、治験が第四項又は第五項の基準に適合するか
どうかを調査するため必要があると認めるときは、治験の依頼を
し、自ら治験を実施し、若しくは依頼を受けた者その他治験の対
象とされる薬物等を業務上取り扱う者に対して、必要な報告をさ
せ、又は当該職員に、病院、診療所、飼育動物診療施設、工場、
事務所その他治験の対象とされる薬物等を業務上取り扱う場所に
立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査さ
せ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。

７ 厚生労働大臣は、治験が第四項又は第五項の基準に適合するか
どうかを調査するため必要があると認めるときは、治験の依頼を
し、自ら治験を実施し、若しくは依頼を受けた者その他治験の対
象とされる薬物又は機械器具等を業務上取り扱う者に対して、必
要な報告をさせ、又は当該職員に、病院、診療所、飼育動物診療
施設、工場、事務所その他治験の対象とされる薬物又は機械器具
等を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿
書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に
質問させることができる。
８ 前項の規定による立入検査及び質問については、第六十九条第
六項の規定を、前項の規定による権限については、同条第七項の
規定を準用する。
９ 厚生労働大臣は、治験の対象とされる薬物又は機械器具等の使
用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要が
あると認めるときは、治験の依頼をしようとし、若しくは依頼を
した者、自ら治験を実施しようとし、若しくは実施した者又は治
験の依頼を受けた者に対し、治験の依頼の取消し又はその変更、
治験の中止又はその変更その他必要な指示を行うことができる。
治験の依頼をした者若しくは自ら治験を実施した者又はその役
員若しくは職員は、正当な理由なく、治験に関しその職務上知り
得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者につ
いても、同様とする。

（機構による治験の計画に係る調査等の実施）
第八十条の三 厚生労働大臣は、機構に、治験の対象とされる薬物
又は機械器具等（専ら動物のために使用されることが目的とされ
ているものを除く。以下この条及び次条において同じ。）のうち
政令で定めるものに係る治験の計画についての前条第三項後段の

10

８ （略）

９ 厚生労働大臣は、治験の対象とされる薬物等の使用による保健
衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認める
ときは、治験の依頼をしようとし、若しくは依頼をした者、自ら
治験を実施しようとし、若しくは実施した者又は治験の依頼を受
けた者に対し、治験の依頼の取消し又はその変更、治験の中止又
はその変更その他必要な指示を行うことができる。
（略）

（機構による治験の計画に係る調査等の実施）
第八十条の三 厚生労働大臣は、機構に、治験の対象とされる薬物
等（専ら動物のために使用されることが目的とされているものを
除く。以下この条及び次条において同じ。）のうち政令で定める
ものに係る治験の計画についての前条第三項後段の規定による調

10

査を行わせることができる。
２・３ （略）

４ 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わせること
としたときは、同項の政令で定める薬物等に係る治験の計画につ
いての前条第二項の規定による届出をしようとする者は、同項の
規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に
届け出なければならない。
５ 機構は、前項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省
令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなけれ
ばならない。
第八十条の四 厚生労働大臣は、機構に、政令で定める薬物等につ
いての第八十条の二第六項に規定する情報の整理を行わせること
ができる。
２ 厚生労働大臣は、第八十条の二第九項の指示を行うため必要が
あると認めるときは、機構に、薬物等についての同条第六項の規
定による調査を行わせることができる。
３ 厚生労働大臣が、第一項の規定により機構に情報の整理を行わ
せることとしたときは、同項の政令で定める薬物等に係る第八十
条の二第六項の規定による報告をしようとする者は、同項の規定
にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に報告
しなければならない。
４ （略）

規定による調査を行わせることができる。
２ 厚生労働大臣は、前項の規定により機構に調査を行わせるとき
は、当該調査を行わないものとする。
３ 機構は、厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わ
せることとした場合において、当該調査を行つたときは、遅滞な
く、当該調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより厚生労
働大臣に通知しなければならない。
４ 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わせること
としたときは、同項の政令で定める薬物又は機械器具等に係る治
験の計画についての前条第二項の規定による届出をしようとする
者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところに
より、機構に届け出なければならない。
５ 機構は、前項の届出を受理したときは、厚生労働省令で定める
ところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない
。

第八十条の四 厚生労働大臣は、機構に、政令で定める薬物又は機
械器具等についての第八十条の二第六項に規定する情報の整理を
行わせることができる。
２ 厚生労働大臣は、第八十条の二第九項の指示を行うため必要が
あると認めるときは、機構に、薬物又は機械器具等についての同
条第六項の規定による調査を行わせることができる。
３ 厚生労働大臣が、第一項の規定により機構に情報の整理を行わ
せることとしたときは、同項の政令で定める薬物又は機械器具等
に係る第八十条の二第六項の報告をしようとする者は、同項の規
定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に報
告をしなければならない。
４ 機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定によ
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第八十条の五

（略）

２ 前項の立入検査又は質問については、第六十九条の二第三項か
ら第五項までの規定を準用する。
（原薬等登録原簿）
第八十条の六 原薬等を製造する者（外国において製造する者を含
む。）は、その原薬等の名称、成分（成分が不明のものにあつて
は、その本質）、製法、性状、品質、貯法その他厚生労働省令で
定める事項について、原薬等登録原簿に登録を受けることができ
る。
２ 厚生労働大臣は、前項の登録の申請があつたときは、次条第一
項の規定により申請を却下する場合を除き、前項の厚生労働省令
で定める事項を原薬等登録原簿に登録するものとする。
３ 厚生労働大臣は、前項の規定による登録をしたときは、厚生労
働省令で定める事項を公示するものとする。
第八十条の七 厚生労働大臣は、前条第一項の登録の申請が当該原
薬等の製法、性状、品質又は貯法に関する資料を添付されていな
いとき、その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、
当該申請を却下するものとする。
２ 厚生労働大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅
滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知するものとす

る調査を行つたときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結
果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知し
なければならない。

第八十条の五 厚生労働大臣は、機構に、第八十条の二第七項の規
定による立入検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせるこ
とができる。
２ 前項の立入検査又は質問については、第六十九条の二第二項か
ら第四項までの規定を準用する。

（新設）

（新設）
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（新設）

る。
第八十条の八 第八十条の六第一項の登録を受けた者は、同項に規
定する厚生労働省令で定める事項の一部を変更しようとするとき
（当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く
。）は、その変更について、原薬等登録原簿に登録を受けなけれ
ばならない。この場合においては、同条第二項及び第三項並びに
前条の規定を準用する。
２ 第八十条の六第一項の登録を受けた者は、前項の厚生労働省令
で定める軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところによ
り、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
（新設）

（新設）

第八十条の九 厚生労働大臣は、第八十条の六第一項の登録を受け
た者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る登録
を抹消する。
一 不正の手段により第八十条の六第一項の登録を受けたとき。
二 第八十条の七第一項に規定する厚生労働省令で定める場合に
該当するに至つたとき。
三 この法律その他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する行為があつたとき。
２ 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を抹消したときは、そ
の旨を、当該抹消された登録を受けていた者に対し通知するとと
もに、公示するものとする。
（機構による登録等の実施）
第八十条の十 厚生労働大臣は、機構に、政令で定める原薬等に係
る第八十条の六第二項（第八十条の八第一項において準用する場
合を含む。）の規定による登録及び前条第一項の規定による登録
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の抹消（以下この条において「登録等」という。）を行わせるこ
とができる。
２ 第八十条の六第三項、第八十条の七及び前条第二項の規定は、
前項の規定により機構が登録等を行う場合に準用する。
３ 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に登録等を行わせるこ
ととしたときは、同項の政令で定める原薬等に係る第八十条の六
第一項若しくは第八十条の八第一項の登録を受けようとする者又
は同条第二項の規定による届出をしようとする者は、第八十条の
六第二項（第八十条の八第一項において準用する場合を含む。）
及び第八十条の八第二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定
めるところにより、機構に申請又は届出をしなければならない。
４ 機構は、前項の申請に係る登録をしたとき、若しくは申請を却
下したとき、同項の届出を受理したとき、又は登録を抹消したと
きは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその
旨を通知しなければならない。
５ 機構が行う第三項の申請に係る登録若しくはその不作為、申請
の却下又は登録の抹消については、厚生労働大臣に対して、行政
不服審査法による審査請求をすることができる。

（略）

（略）

（都道府県等が処理する事務）
第八十一条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務
の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、保健所を
設置する市の市長又は特別区の区長が行うこととすることができ
る。

（緊急時における厚生労働大臣の事務執行）
第八十一条の二 第六十九条第二項及び第七十二条第四項の規定に
より都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、保健
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（事務の区分）
第八十一条の三 第二十一条、第二十三条の二の二十一、第二十三
条の四十一、第六十九条第一項、第四項及び第五項、第六十九条
の二第二項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条、第七十二
条第三項、第七十六条の六、第七十六条の七第一項及び第二項並
びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理すること
とされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号
）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務（次項にお
いて単に「第一号法定受託事務」という。）とする。
２ （略）

（略）

衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると
厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府
県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定
中都道府県知事に関する規定（当該事務に係るものに限る。）は
、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるも
のとする。
２ 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事
務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

（事務の区分）
第八十一条の三 第二十一条、第六十九条第一項及び第四項、第七
十条第一項及び第二項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十
六条の六、第七十六条の七第一項及び第二項並びに第七十六条の
八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第
一号に規定する第一号法定受託事務（次項において単に「第一号
法定受託事務」という。）とする。

２ 第二十一条第一項及び第二項、第六十九条第一項及び第四項、
第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第三項
の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとさ
れている事務は、第一号法定受託事務とする。

（権限の委任）
第八十一条の四 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生
労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することが
できる。
２ 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働
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（略）

（動物用医薬品等）
第八十三条 医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品（
治験の対象とされる薬物等を含む。）であつて、専ら動物のため
に使用されることが目的とされているものに関しては、この法律
（第二条第十五項、第九条の二、第三十六条の六第一項（同条第
五項において準用する場合を含む。）、第七十六条の四、第七十
六条の六、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の八第
一項、第七十六条の九、第七十七条、第八十一条の四、次項及び
第三項並びに第八十三条の四第三項（第八十三条の五第二項にお
いて準用する場合を含む。）を除く。）中「厚生労働大臣」とあ
るのは「農林水産大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林
水産省令」と、第二条第五項から第七項までの規定中「人」とあ
るのは「動物」と、第四条第一項中「都道府県知事（その所在地
が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、
市長又は区長。第七条第三項及び第十条において同じ。）」とあ
るのは「都道府県知事」と、第八条の二第一項中「医療を受ける

省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することがで
きる。

（経過措置）
第八十二条 この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定
し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働
省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲
内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）
を定めることができる。この法律の規定に基づき、厚生労働大臣
が毒薬及び劇薬の範囲その他の事項を定め、又はこれを改廃する
場合においても、同様とする。

（動物用医薬品等）
第八十三条 医薬品、医薬部外品又は医療機器（治験の対象とされ
る薬物又は機械器具等を含む。）であつて、専ら動物のために使
用されることが目的とされているものに関しては、この法律（第
二条第十四項、第九条の二、第三十六条の六第一項（同条第五項
において準用する場合を含む。）、第七十六条の四、第七十六条
の六、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の八第一項
、第七十六条の九、第七十七条、第八十一条の四、次項並びに第
八十三条の四第三項（第八十三条の五第二項において準用する場
合を含む。）を除く。）中「厚生労働大臣」とあるのは「農林水
産大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、
第二条第五項から第七項までの規定中「人」とあるのは「動物」
と、第四条第一項中「都道府県知事（その所在地が地域保健法（
昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項の政令で定める市（以
下「保健所を設置する市」という。）又は特別区の区域にある場
合においては、市長又は区長。第七条第三項及び第十条において
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者」とあるのは「獣医療を受ける動物の飼育者」と、第十四条第
二項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められ
るとき」とあるのは「認められるとき、又は申請に係る医薬品が
、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品
が有する対象動物（牛、豚その他の食用に供される動物として農
林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。）についての残留性
（医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質（その物質が
化学的に変化して生成した物質を含む。）が動物に残留する性質
をいう。以下同じ。）の程度からみて、その使用に係る対象動物
の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうもの
が生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値が
ないと認められるとき」と、同条第七項、第二十三条の二の五第
九項及び第二十三条の二十五第七項中「医療上」とあるのは「獣
医療上」と、第十四条の三第一項第一号、第二十三条の二の八第
一項第一号及び第二十三条の二十八第一項第一号中「国民の生命
及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第二十
一条第一項中「都道府県知事（薬局開設者が当該薬局における設
備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局にお
いて販売する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置す
る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次
項、第六十九条第一項、第七十一条、第七十二条第三項及び第七
十五条第二項において同じ。）」とあるのは「都道府県知事」と
、第二十三条の二十五第二項第三号ロ及び第二十三条の二十六第
一項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有すること
」とあるのは「有すること又は申請に係る使用方法に従い使用さ
れる場合にその使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供さ
れる生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあるこ
と」と、第二十五条第一号中「一般用医薬品（医薬品のうち、そ

同じ。）」とあるのは「都道府県知事」と、第八条の二第一項中
「医療を受ける者」とあるのは「獣医療を受ける動物の飼育者」
と、第十四条第二項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」
と、「認められるとき」とあるのは「認められるとき、又は申請
に係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合
に、当該医薬品が有する対象動物（牛、豚その他の食用に供され
る動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。）に
ついての残留性（医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物
質（その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。）が動物
に残留する性質をいう。以下同じ。）の程度からみて、その使用
に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健
康を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品と
して使用価値がないと認められるとき」と、同条第七項中「医療
上」とあるのは「獣医療上」と、第十四条の三第一項第一号中「
国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」
と、第二十一条第一項中「都道府県知事（薬局開設者が当該薬局
における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当
該薬局において販売する場合であつて、当該薬局の所在地が保健
所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又
は区長。次項、第六十九条第一項、第七十一条、第七十二条第三
項及び第七十五条第二項において同じ。）」とあるのは「都道府
県知事」と、第二十五条第一号中「一般用医薬品（医薬品のうち
、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないもの
であつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づ
く需要者の選択により使用されることが目的とされているものを
いう。以下同じ。）」とあるのは「医薬品」と、同条第二号、第
三十一条、第三十六条の五（見出しを含む。）、第三十六条の六
第三項及び第五項並びに第五十七条の二第二項中「一般用医薬品
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の効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであ
つて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需
要者の選択により使用されることが目的とされているものをいう
。以下同じ。）」とあり、並びに同条第二号、第三十一条、第三
十六条の五（見出しを含む。）、第三十六条の六第三項及び第五
項並びに第五十七条の二第二項中「一般用医薬品」とあるのは「
医薬品」と、第二十六条第一項中「都道府県知事（その店舗の所
在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合において
は、市長又は区長。第二十八条第三項において同じ。）」とある
のは「都道府県知事」と、第三十六条の四第一項中「一般用医薬
品」とあるのは「農林水産大臣が指定する医薬品（以下「指定医
薬品」という。）以外の医薬品」と、同条第二項及び第三十六条
の五第二号中「第二類医薬品及び第三類医薬品」とあるのは「指
定医薬品以外の医薬品」と、同条第一号中「第一類医薬品」とあ
るのは「指定医薬品」と、第三十六条の六第二項中「第二類医薬
品」とあるのは「医薬品」と、第三十八条中「準用する。この場
合において、第十条中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県
知事（店舗販売業にあつては、その店舗の所在地が第二十六条第
一項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合
においては、市長又は区長）」と読み替えるものとする」とある
のは「準用する」と、第四十九条の見出し中「処方せん医薬品」
とあるのは「要指示医薬品」と、同条第一項及び第二項中「処方
せんの交付」とあるのは「処方せんの交付又は指示」と、第五十
条第六号中「一般用医薬品にあつては、第三十六条の三第一項に
規定する区分ごとに」とあるのは「指定医薬品にあつては」と、
同条第十一号中「医師等の処方箋」とあるのは「獣医師等の処方
箋・指示」と、同条第十二号及び第五十九条第九号中「人体」と
あるのは「動物の身体」と、第五十七条の二第二項中「第一類医

」とあるのは「医薬品」と、第二十六条第一項中「都道府県知事
（その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にあ
る場合においては、市長又は区長。第二十八条第三項において同
じ。）」とあるのは「都道府県知事」と、第三十六条の四第一項
中「一般用医薬品」とあるのは「農林水産大臣が指定する医薬品
（以下「指定医薬品」という。）以外の医薬品」と、同条第二項
及び第三十六条の五第二号中「第二類医薬品及び第三類医薬品」
とあるのは「指定医薬品以外の医薬品」と、同条第一号中「第一
類医薬品」とあるのは「指定医薬品」と、第三十六条の六第二項
中「第二類医薬品」とあるのは「医薬品」と、第三十八条中「準
用する。この場合において、第十条中「都道府県知事」とあるの
は、「都道府県知事（店舗販売業にあつては、その店舗の所在地
が第二十六条第一項に規定する保健所を設置する市又は特別区の
区域にある場合においては、市長又は区長）」と読み替えるもの
とする。」とあるのは「準用する。」と、第四十九条の見出し中
「処方せん医薬品」とあるのは「要指示医薬品」と、同条第一項
及び第二項中「処方せんの交付」とあるのは「処方せんの交付又
は指示」と、第五十条第六号中「一般用医薬品にあつては、第三
十六条の三第一項に規定する区分ごとに」とあるのは「指定医薬
品にあつては」と、同条第十号中「医師等の処方せん」とあるの
は「獣医師等の処方せん・指示」と、同条第十一号及び第五十九
条第九号中「人体」とあるのは「動物の身体」と、第五十七条の
二第二項中「第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品」と
あるのは「指定医薬品又はそれ以外の医薬品」と、第六十九条第
二項中「都道府県知事（薬局又は店舗販売業にあつては、その薬
局又は店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にあ
る場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条
第四項、第七十二条の二第一項、第七十二条の四、第七十三条、
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薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品」とあるのは「指定医薬品
又はそれ以外の医薬品」と、第六十九条第二項中「都道府県知事
（薬局又は店舗販売業にあつては、その薬局又は店舗の所在地が
保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市
長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第四項、第七十二条の
二第一項、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項、第
七十六条及び第八十一条の二において同じ。）」とあるのは「都
道府県知事」と、同条第四項及び第七十条第二項中「、都道府県
知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは
「又は都道府県知事」と、第七十六条の三第一項中「、都道府県
知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは
「又は都道府県知事」と、「、都道府県、保健所を設置する市又
は特別区」とあるのは「又は都道府県」とする。
２ （略）

３ 農林水産大臣は、第一項の規定により読み替えて適用される第
二十三条の二十五第一項若しくは第九項（第二十三条の三十七第
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。）
又は第二十三条の三十七第一項の承認の申請があつたときは、当
該申請に係る再生医療等製品につき第一項の規定により読み替え
て適用される第二十三条の二十五第二項第三号ロ（当該再生医療
等製品の使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生

第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ
。）」とあるのは「都道府県知事」と、第六十九条第四項及び第
七十条第二項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又
は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十六
条の三第一項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又
は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「、都道
府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「又は都道府
県」と読み替えるものとする。

２ 農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十
四条第一項若しくは第九項（第十九条の二第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。）又は第十九条の二第
一項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る医薬品につき
前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第三号ロ
（残留性の程度に係る部分に限り、同条第九項及び第十九条の二
第五項において準用する場合を含む。）に該当するかどうかにつ
いて、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
（新設）
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産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれに係る部分に限
り、同条第九項において準用する場合（第二十三条の二十六第四
項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）及び第二十
三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）又は第二十
三条の二十六第一項第三号（当該再生医療等製品の使用に係る対
象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損な
うものが生産されるおそれに係る部分に限り、第二十三条の三十
七第五項において準用する場合を含む。）に該当するかどうかに
ついて、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。

（略）

（動物用再生医療等製品の製造及び輸入の禁止）
第八十三条の二の二 第八十三条第一項の規定により読み替えて適
用される第二十三条の二十二第一項の許可を受けた者でなければ
、動物用再生医療等製品（専ら動物のために使用されることが目

（動物用医薬品の製造及び輸入の禁止）
第八十三条の二 前条第一項の規定により読み替えて適用される第
十三条第一項の許可（医薬品の製造業に係るものに限る。）を受
けた者でなければ、動物用医薬品（専ら動物のために使用される
ことが目的とされている医薬品をいう。以下同じ。）の製造をし
てはならない。
２ 前条第一項の規定により読み替えて適用される第十二条第一項
の許可（第一種医薬品製造販売業許可又は第二種医薬品製造販売
業許可に限る。）を受けた者でなければ、動物用医薬品の輸入を
してはならない。
３ 前二項の規定は、試験研究の目的で使用するために製造又は輸
入をする場合その他の農林水産省令で定める場合には、適用しな
い。

（新設）
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的とされている再生医療等製品をいう。以下同じ。）の製造をし
てはならない。
２ 第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二十三
条の二十第一項の許可を受けた者でなければ、動物用再生医療等
製品の輸入をしてはならない。
３ 前二項の規定は、試験研究の目的で使用するために製造又は輸
入をする場合その他の農林水産省令で定める場合には、適用しな
い。
（動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例）
第八十三条の二の三 （略）

２ 前項の規定により店舗販売業の許可を受けた者（次項において
「動物用医薬品特例店舗販売業者」という。）に対する第二十七
条及び第三十六条の六第二項の規定の適用については、第二十七
条中「一般用医薬品」とあるのは「第八十三条の二の三第一項の
規定により都道府県知事が指定した品目」と、「ならない。ただ
し、専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品
については、この限りでない」とあるのは「ならない」と、同項
中「販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者」とあるのは
「販売又は授与に従事する者」とし、第二十八条から第二十九条
の二まで、第三十六条の五、第三十六条の六第三項、第七十二条
の二第一項及び第七十三条の規定は、適用しない。

（動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例）
第八十三条の二の二 都道府県知事は、当該地域における薬局及び
医薬品販売業の普及の状況その他の事情を勘案して特に必要があ
ると認めるときは、第二十六条第二項の規定にかかわらず、店舗
ごとに、第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第
三十六条の四第一項の規定により農林水産大臣が指定する医薬品
以外の動物用医薬品の品目を指定して店舗販売業の許可を与える
ことができる。
２ 前項の規定により店舗販売業の許可を受けた者（次項において
「動物用医薬品特例店舗販売業者」という。）に対する第二十七
条及び第三十六条の六第二項の規定の適用については、第二十七
条中「一般用医薬品」とあるのは「第八十三条の二の二第一項の
規定により都道府県知事が指定した品目」と、「ならない。ただ
し、専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品
については、この限りでない。」とあるのは「ならない。」と、
同項中「販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者」とある
のは「販売又は授与に従事する者」とし、第二十八条から第二十
九条の二まで、第三十六条の五、第三十六条の六第三項、第七十
二条の二第一項及び第七十三条の規定は、適用しない。
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（使用の禁止）
第八十三条の三 何人も、直接の容器若しくは直接の被包に第五十
条（第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を
含む。）に規定する事項が記載されている医薬品以外の医薬品又
は直接の容器若しくは直接の被包に第六十五条の二（第八十三条
第一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
する事項が記載されている再生医療等製品以外の再生医療等製品
を対象動物に使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使
用する場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでな
い。

３ （略）

（動物用医薬品の使用の規制）
第八十三条の四 農林水産大臣は、動物用医薬品であつて、適正に
使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供され
る生産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産されるおそ
れのあるものについて、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、
農林水産省令で、その動物用医薬品を使用することができる対象
動物、対象動物に使用する場合における使用の時期その他の事項
に関し使用者が遵守すべき基準を定めることができる。

（使用の禁止）
第八十三条の三 何人も、直接の容器又は直接の被包に第五十条（
第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む
。）に規定する事項が記載されている医薬品以外の医薬品を対象
動物に使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する
場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

３ 動物用医薬品特例店舗販売業者については、第三十七条第二項
の規定を準用する。

２ 前項の規定により遵守すべき基準が定められた動物用医薬品の
使用者は、当該基準に定めるところにより、当該動物用医薬品を
使用しなければならない。ただし、獣医師がその診療に係る対象
動物の疾病の治療又は予防のためやむを得ないと判断した場合に
おいて、農林水産省令で定めるところにより使用するときは、こ

（動物用医薬品及び動物用再生医療等製品の使用の規制）
第八十三条の四 農林水産大臣は、動物用医薬品又は動物用再生医
療等製品であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉
、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれの
あるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事・食品衛
生審議会の意見を聴いて、農林水産省令で、その動物用医薬品又
は動物用再生医療等製品を使用することができる対象動物、対象
動物に使用する場合における使用の時期その他の事項に関し使用
者が遵守すべき基準を定めることができる。
２ 前項の規定により遵守すべき基準が定められた動物用医薬品又
は動物用再生医療等製品の使用者は、当該基準に定めるところに
より、当該動物用医薬品又は動物用再生医療等製品を使用しなけ
ればならない。ただし、獣医師がその診療に係る対象動物の疾病
の治療又は予防のためやむを得ないと判断した場合において、農
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林水産省令で定めるところにより使用するときは、この限りでな
い。
３ （略）

第十七章 罰則

（その他の医薬品及び再生医療等製品の使用の規制）
第八十三条の五 農林水産大臣は、対象動物に使用される蓋然性が
高いと認められる医薬品（動物用医薬品を除く。）又は再生医療
等製品（動物用再生医療等製品を除く。）であつて、適正に使用
されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生
産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産されるおそれの
あるものについて、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、農林
水産省令で、その医薬品又は再生医療等製品を使用することがで
きる対象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期その
他の事項に関し使用者が遵守すべき基準を定めることができる。
２ 前項の基準については、前条第二項及び第三項の規定を準用す
る。この場合において、同条第二項中「動物用医薬品又は動物用
再生医療等製品」とあるのは「医薬品又は再生医療等製品」と、
同条第三項中「前二項」とあるのは「第八十三条の五第一項及び
同条第二項において準用する第八十三条の四第二項」と読み替え
るものとする。

（略）

の限りでない。

３ 農林水産大臣は、前二項の規定による農林水産省令を制定し、
又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の意見を聴かなけれ
ばならない。

（その他の医薬品の使用の規制）
がい
第八十三条の五 農林水産大臣は、対象動物に使用される蓋然性が
高いと認められる医薬品（動物用医薬品を除く。）であつて、適
正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供
される生産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産される
おそれのあるものについて、薬事・食品衛生審議会の意見を聴い
て、農林水産省令で、その医薬品を使用することができる対象動
物、対象動物に使用する場合における使用の時期その他の事項に
関し使用者が遵守すべき基準を定めることができる。

２ 前項の基準については、前条第二項及び第三項の規定を準用す
る。この場合において、同条第二項中「動物用医薬品」とあるの
は「医薬品」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八十三
条の五第一項及び第八十三条の五第二項において準用する第八十
三条の四第二項」と読み替えるものとする。

第十一章 罰則

第八十三条の六 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の
役員又は職員が、その職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は
約束したときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の
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（略）

（略）

第八十三条の八 第八十三条の六の罪は、刑法（明治四十年法律第
四十五号）第四条の例に従う。

第八十三条の七 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与
し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又
は二百五十万円以下の罰金に処する。
２ 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は
免除することができる。

行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役
に処する。
２ 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員
になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受け
て賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員に
なつた場合において、五年以下の懲役に処する。
３ 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員
であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為を
したこと又は相当の行為をしなかつたことに関し、賄賂を収受し
、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。
４ 前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。そ
の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追
徴する。

（略）

第八十三条の九 第七十六条の四の規定に違反して、業として、指
定薬物を製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授
与の目的で貯蔵し、若しくは陳列した者は、五年以下の懲役若し
くは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役
若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一～三 （略）

四 第二十三条の二第一項の規定に違反した者
五 第二十三条の二の五第一項又は第十一項の規定に違反した者
六 第二十三条の二の二十三第一項又は第六項の規定に違反した
者
七 第二十三条の二十第一項の規定に違反した者
八 第二十三条の二十五第一項又は第九項の規定に違反した者
九～十三 （略）

十四 第四十条の五第一項の規定に違反した者
十五～十七 （略）

十八 第五十五条第二項（第六十条、第六十二条、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。）の規定に違
反した者
十九 （略）
二十 第五十七条第二項（第六十条、第六十二条及び第六十五条
の五において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
二十一 （略）

第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役
若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定に違反した者
二 第十二条第一項の規定に違反した者
三 第十四条第一項又は第九項の規定に違反した者
（新設）
（新設）
四 第二十三条の二第一項又は第四項の規定に違反した者

（新設）
（新設）
五 第二十四条第一項の規定に違反した者
六 第二十七条の規定に違反した者
七 第三十一条の規定に違反した者
八 第三十九条第一項の規定に違反した者
九 第四十条の二第一項又は第五項の規定に違反した者
（新設）
十 第四十三条第一項又は第二項の規定に違反した者
十一 第四十四条第三項の規定に違反した者
十二 第四十九条第一項の規定に違反した者
十三 第五十五条第二項（第六十条、第六十二条及び第六十四条
において準用する場合を含む。）の規定に違反した者

十四 第五十六条（第六十条及び第六十二条において準用する場
合を含む。）の規定に違反した者
十五 第五十七条第二項（第六十条及び第六十二条において準用
する場合を含む。）の規定に違反した者
十六 第六十五条の規定に違反した者
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二十二 第六十五条の六の規定に違反した者
二十三 第六十八条の二十の規定に違反した者
二十四～二十六 （略）

二十七 第八十三条の二第一項若しくは第二項、第八十三条の二
の二第一項若しくは第二項、第八十三条の三又は第八十三条の
四第二項（第八十三条の五第二項において準用する場合を含む
。）の規定に違反した者
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役
若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一・二 （略）
三 第五十五条第一項（第六十条、第六十二条、第六十四条、第
六十五条の五及び第六十八条の十九において準用する場合を含
む。）の規定に違反した者
四～六 （略）

七 第七十五条の二第一項の規定による業務の停止命令に違反し
た者
（略）
八

（新設）
十七 第六十八条の六の規定に違反した者
十八 第六十九条の三の規定による命令に違反した者
十九 第七十条第一項若しくは第七十六条の七第一項の規定によ
る命令に違反し、又は第七十条第二項若しくは第七十六条の七
第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは
忌避した者
二十 第七十六条の四の規定に違反した者（前条に該当する者を
除く。）
二十一 第八十三条の二第一項若しくは第二項、第八十三条の三
又は第八十三条の四第二項（第八十三条の五第二項において準
用する場合を含む。）の規定に違反した者

第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役
若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十七条第一項の規定に違反した者
二 第四十七条の規定に違反した者
三 第五十五条第一項（第六十条、第六十二条、第六十四条及び
第六十八条の五において準用する場合を含む。）の規定に違反
した者
四 第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者
五 第六十八条の規定に違反した者
六 第七十五条第一項又は第三項の規定による業務の停止命令に
違反した者
（新設）

七 第七十六条の五の規定に違反した者
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第十七条第一項、第三項又は第五項の規定に違反した者
第二十三条の二の三第一項の規定に違反した者

第八十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役
若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一・二 （略）

三
四
五 第二十三条の二の十四第一項、第三項（第四十条の三におい
て準用する場合を含む。）又は第五項の規定に違反した者
六 第二十三条の二十二第一項又は第六項の規定に違反した者
七 第二十三条の三十四第一項又は第三項の規定に違反した者
八 第三十九条の二第一項の規定に違反した者
九 第四十条の六第一項の規定に違反した者
十～十 四 （ 略）

十五 第六十七条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その
他の措置に違反した者
十六 第六十八条の十六第一項の規定に違反した者
十七～二十三 （略）

第八十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役
若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第
二項、第三十一条の二又は第三十五条第一項若しくは第二項の
規定に違反した者
二 第十三条第一項又は第六項の規定に違反した者
三 第十四条の十三第一項の規定に違反した者
四 第十七条第一項、第三項又は第五項（第四十条の三において
準用する場合を含む。）の規定に違反した者
（新設）

（新設）
（新設）
五 第三十九条の二の規定に違反した者
（新設）
六 第四十五条の規定に違反した者
七 第四十六条第一項又は第四項の規定に違反した者
八 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者
九 第四十九条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を
記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定に
違反した者
十 毒薬又は劇薬に関し第五十八条の規定に違反した者
十一 第六十七条の規定に基づく政令の定める制限その他の措置
に違反した者
十二 第六十八条の二第一項の規定に違反した者
十三 第七十二条第一項又は第二項の規定による業務の停止命令
に違反した者
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二十四 第八十条の八第一項の規定に違反した者
２ （略）

（略）

第八十六条の二 第二十三条の十六第二項の規定による業務の停止
の命令に違反したときは、その違反行為をした登録認証機関の役
員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

十四 第七十二条第三項又は第四項の規定に基づく施設の使用禁
止の処分に違反した者
十五 第七十二条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反
した者
十六 第七十三条の規定による命令に違反した者
十七 第七十四条の規定による命令に違反した者
十八 第七十四条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反
した者
十九 第七十六条の六第二項の規定による命令に違反した者
（新設）
２ この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己の利益のた
めに使用し、又は正当な理由なく、権限を有する職員以外の者に
漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の
懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一・二 （略）

四 第七十七条の五第五項の規定に違反した者

第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の
懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条の四第七項（第十九条の四において準用する場合を
含む。）の規定に違反した者
二 第十四条の六第六項（第十九条の四において準用する場合を
含む。）の規定に違反した者
三 第六十八条の九第七項の規定に違反した者

三 第二十三条の二の九第七項（第二十三条の二の十九において
準用する場合を含む。）の規定に違反した者
四 第二十三条の二十九第七項（第二十三条の三十九において準
用する場合を含む。）の規定に違反した者

- 211 -

五 第二十三条の三十一第六項（第二十三条の三十九において準
用する場合を含む。）の規定に違反した者
六 第六十八条の五第五項の規定に違反した者
七 第六十八条の七第七項の規定に違反した者
八 第六十八条の二十二第七項の規定に違反した者
九 （略）
２ （略）

第十九条第一項又は第二項の規定に違反した者
第二十三条の二の五第十二項の規定に違反した者

第八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の
罰金に処する。
一 第十条（第三十八条、第四十条第一項及び第二項並びに第四
十条の七において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
二・三 （略）
四
五

六 第二十三条の二の十二第一項又は第二項の規定に違反した者
七 第二十三条の二の十六第一項又は第二項（第四十条の三にお
いて準用する場合を含む。）の規定に違反した者
八 第二十三条の二の二十三第七項の規定に違反した者
九 第二十三条の二十五第十項の規定に違反した者
十 第二十三条の三十六第一項又は第二項の規定に違反した者
十一・十二 （略）
十三 第六十九条第一項から第四項まで若しくは第七十六条の八
第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第

（新設）

（新設）
（新設）
（新設）
五 第八十条の二第十項の規定に違反した者
２ 前項各号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができな
い。

第八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の
罰金に処する。
一 第十条（第三十八条並びに第四十条第一項及び第二項におい
て準用する場合を含む。）の規定に違反した者
二 第十四条第十項の規定に違反した者
三 第十四条の九第一項又は第二項の規定に違反した者
四 第十四条の十三第二項の規定に違反した者
五 第十九条第一項又は第二項（第四十条の三において準用する
場合を含む。）の規定に違反した者
（新設）
（新設）

六 第二十三条の二第五項の規定に違反した者
（新設）
（新設）
七 第三十三条第一項の規定に違反した者
八 第三十九条の三第一項の規定に違反した者
九 第六十九条第一項から第四項まで若しくは第七十六条の八第
一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第六
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六十九条第一項から第四項まで若しくは第七十六条の八第一項
の規定による立入検査（第六十九条の二第一項及び第二項の規
定により機構が行うものを含む。）若しくは第六十九条第四項
若しくは第七十六条の八第一項の規定による収去（第六十九条
の二第一項及び第二項の規定により機構が行うものを含む。）
を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六十九条第一項から第
四項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による質問（第
六十九条の二第一項及び第二項の規定により機構が行うものを
含む。）に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽
の答弁をした者
十四～十六 （略）

十九条第一項から第四項まで若しくは第七十六条の八第一項の
規定による立入検査（第六十九条の二第一項の規定により機構
が行うものを含む。）若しくは第六十九条第四項若しくは第七
十六条の八第一項の規定による収去（第六十九条の二第一項の
規定により機構が行うものを含む。）を拒み、妨げ、若しくは
忌避し、又は第六十九条第一項から第四項まで若しくは第七十
六条の八第一項の規定による質問（第六十九条の二第一項の規
定により機構が行うものを含む。）に対して、正当な理由なし
に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

十 第七十一条の規定による命令に違反した者
十一 第七十六条の六第一項の規定による命令に違反した者
十二 第八十条の二第一項、第二項、第三項前段又は第五項の規
定に違反した者
（新設）

第八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の
罰金に処する。
一 第六条の規定に違反した者
（新設）
（新設）
二 第三十二条の規定に違反した者

第八十条の八第二項の規定に違反した者

第八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の
罰金に処する。
一 （略）
二 第二十三条の二の六第三項の規定に違反した者
三 第二十三条の二の二十四第三項の規定に違反した者
四 （略）

十七

第八十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為
をした登録認証機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処
する。
一・二 （略）

第八十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為
をした登録認証機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処
する。
一 第二十三条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき。
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三 第二十三条の十五第一項の規定による届出をしないで基準適
合性認証の業務の全部を廃止したとき。
（略）
四

第九十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その
他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げ
る規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人
に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰
金刑を科する。
一 第八十三条の九又は第八十四条（第三号、第五号、第六号、
第八号、第十三号、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一
号から第二十五号（第七十条第二項及び第七十六条の七第二項
の規定に係る部分を除く。）までに係る部分に限る。） 一億
円以下の罰金刑
二 第八十四条（第三号、第五号、第六号、第八号、第十三号、
第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号から第二十五号（
第七十条第二項及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を
除く。）までに係る部分を除く。）、第八十五条、第八十六条
第一項、第八十六条の三第一項、第八十七条又は第八十八条
各本条の罰金刑
（略）

二 第二十三条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記
載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しな
かつたとき。
三 第二十三条の十五第一項の届出をしないで基準適合性認証の
業務の全部を廃止したとき。
四 第六十九条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の
報告をし、同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なし
に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第九十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その
他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げ
る規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人
に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰
金刑を科する。
一 第八十三条の九又は第八十四条（第三号、第四号、第九号、
第十号、第十三号、第十四号及び第十六号から第十九号（第七
十条第二項及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く
。）までに係る部分に限る。） 一億円以下の罰金刑

二 第八十四条（第三号、第四号、第九号、第十号、第十三号、
第十四号及び第十六号から第十九号（第七十条第二項及び第七
十六条の七第二項の規定に係る部分を除く。）までに係る部分
を除く。）、第八十五条、第八十六条第一項、第八十六条の三
第一項、第八十七条又は第八十八条 各本条の罰金刑

第九十一条 第二十三条の十七第一項の規定に違反して財務諸表等
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を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若し
くは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号
の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
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○

案

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）（抄）（第二条関係）

正

現

（傍線の部分は改正部分）

行

②～⑨ （略）

改
第四条 この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬
品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
（昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品、医薬部外
品及び再生医療等製品は、これを含まない。
②～⑨ （略）

第十一条 （略）
② （略）
③ 農薬（農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）第一条の二
第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。）、飼料の安
全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和二十八年法律第三
十五号）第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途
に供することを目的として飼料（同条第二項に規定する飼料をい
う。）に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及
び薬事法第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使
用されることが目的とされているものの成分である物質（その物
質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうお
それのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める
物質を除く。）が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生
労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超え
て残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入
し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない
。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一

第四条 この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬
事法（昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品及び医
薬部外品は、これを含まない。

第十一条 （略）
② （略）
③ 農薬（農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）第一条の二
第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。）、飼料の安
全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和二十八年法律第三
十五号）第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途
に供することを目的として飼料（同条第二項に規定する飼料をい
う。）に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及
び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用
されることが目的とされているものの成分である物質（その物質
が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそ
れのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物
質を除く。）が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労
働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて
残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し
、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。
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第十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の食品の成分に係る規格と
して、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善
に関する法律第二条第三項に規定する飼料添加物又は医薬品、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第二条
第一項に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されるこ
とが目的とされているもの（以下この条において「農薬等」とい
う。）の成分である物質（その物質が化学的に変化して生成した
物質を含む。）の量の限度を定めるとき、同法第二条第九項に規
定する再生医療等製品であつて専ら動物のために使用されること
が目的とされているもの（以下この条において「動物用再生医療
等製品」という。）が使用された対象動物（同法第八十三条第一
項の規定により読み替えられた同法第十四条第二項第三号ロに規
定する対象動物をいう。）の肉、乳その他の生産物について食用
に供することができる範囲を定めるときその他必要があると認め
るときは、農林水産大臣に対し、農薬等の成分又は動物用再生医
療等製品の構成細胞、導入遺伝子その他厚生労働省令で定めるも
のに関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項
の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この
限りでない。

第十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の食品の成分に係る規格と
して、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善
に関する法律第二条第三項に規定する飼料添加物又は薬事法第二
条第一項に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用される
ことが目的とされているもの（以下この条において「農薬等」と
いう。）の成分である物質（その物質が化学的に変化して生成し
た物質を含む。）の量の限度を定めるときその他必要があると認
めるときは、農林水産大臣に対し、農薬等の成分に関する資料の
提供その他必要な協力を求めることができる。

項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、こ
の限りでない。
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○

予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）（抄）（第三条関係）

案

現

（傍線の部分は改正部分）

行

（定期の予防接種等の適正な実施のための措置）
第十三条 （略）
２・３ （略）
４ 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要が
あると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、
医師、ワクチン製造販売業者（薬事法（昭和三十五年法律第百四
十五号）第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者
であって、ワクチンの製造販売（同法第二条第十二項に規定する
製造販売をいう。附則第六条第一項において同じ。）について、
同法第十四条の承認を受けているもの（当該承認を受けようとす
るものを含む。）をいう。第二十三条第五項において同じ。）、
定期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対
して前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めるこ
とができる。

正

（定期の予防接種等の適正な実施のための措置）
第十三条 （略）
２・３ （略）
４ 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要が
あると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、
医師、ワクチン製造販売業者（医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十
五号）第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者で
あって、ワクチンの製造販売（同法第二条第十三項に規定する製
造販売をいう。附則第六条第一項において同じ。）について、同
法第十四条の承認を受けているもの（当該承認を受けようとする
ものを含む。）をいう。第二十三条第五項において同じ。）、定
期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対し
て前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めること
ができる。

（機構による情報の整理及び調査）
第十四条 （略）
２ （略）
（新設）

改

（機構による情報の整理及び調査）
第十四条 （略）
２ （略）
３ 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に情報の整理を行わせ
ることとしたときは、第十二条第一項の規定による報告をしよう
とする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めると
ころにより、機構に報告しなければならない。
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則

４ 機構は、第一項の規定による情報の整理又は第二項の規定によ
る調査を行ったときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結
果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知し
なければならない。
附
（損失補償契約）
第六条 政府は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種によ
る健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律（
平成二十三年法律第八十五号）の施行の日から五年間を限り、新
型インフルエンザ等感染症ワクチン（感染症法第六条第七項に規
定する新型インフルエンザ等感染症に係るワクチンをいう。以下
同じ。）について、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひ
っ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ国民の生命
及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは
、厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症ワクチンの購入契
約を締結する製造販売業者（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第十二条第一項の医薬品の製造
販売業の許可を受けた者であって、新型インフルエンザ等感染症
ワクチンの製造販売について、同法第十四条の三第一項の規定に
より同法第十四条の承認を受けているもの（当該承認を受けよう
とするものを含む。）に限る。）を相手方として、当該購入契約
に係る新型インフルエンザ等感染症ワクチンを使用する予防接種
による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その
他当該新型インフルエンザ等感染症ワクチンの性質等を踏まえ国
が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約
（以下「損失補償契約」という。）を締結することができる。

３ 機構は、第一項の規定による情報の整理又は前項の規定による
調査を行ったときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果
を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しな
ければならない。
附 則

（損失補償契約）
第六条 政府は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種によ
る健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律（
平成二十三年法律第八十五号）の施行の日から五年間を限り、新
型インフルエンザ等感染症ワクチン（感染症法第六条第七項に規
定する新型インフルエンザ等感染症に係るワクチンをいう。以下
同じ。）について、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひ
っ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ国民の生命
及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは
、厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症ワクチンの購入契
約を締結する製造販売業者（薬事法第十二条第一項の医薬品の製
造販売業の許可を受けた者であって、新型インフルエンザ等感染
症ワクチンの製造販売について、同法第十四条の三第一項の規定
により同法第十四条の承認を受けているもの（当該承認を受けよ
うとするものを含む。）に限る。）を相手方として、当該購入契
約に係る新型インフルエンザ等感染症ワクチンを使用する予防接
種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失そ
の他当該新型インフルエンザ等感染症ワクチンの性質等を踏まえ
国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契
約（以下「損失補償契約」という。）を締結することができる。
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２～４ （略）

２～４ （略）
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○

正

案

現

行

（基本方針）
第九条 （略）
２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 （略）
二 血液製剤（用法、効能及び効果について血液製剤と代替性の

２・３ （略）
４ この法律で「製造販売業者」、「製造業者」又は「販売業者」
とは、それぞれ薬事法第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許
可を受けた者、同法第十三条第一項の医薬品の製造業の許可を受
けた者又は同法第二十四条第一項の医薬品の販売業の許可を受け
た者をいう。

（定義）
第二条 この法律で「血液製剤」とは、人血漿 その他の人体から採
取された血液を原料として製造される医薬品（薬事法（昭和三十
五年法律第百四十五号）に規定する医薬品をいう。以下同じ。）
であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。

しよう

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和三十一年法律第百六十号）（抄）（第四条関係）
（傍線の部分は改正部分）
改

しよう

（定義）
第二条 この法律で「血液製剤」とは、人血 漿 その他の人体から採
取された血液を原料として製造される医薬品（医薬品、医療機器
等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五
年法律第百四十五号）に規定する医薬品をいい、同法に規定する
体外診断用医薬品を除く。以下同じ。）であつて、厚生労働省令
で定めるものをいう。
２・３ （略）
４ この法律で「製造販売業者」、「製造業者」又は「販売業者」
とは、それぞれ医薬品、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第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可
を受けた者若しくは同法第二十三条の二十第一項の再生医療等製
品（同法に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。）の製造
販売業の許可を受けた者、同法第十三条第一項の医薬品の製造業
の許可を受けた者若しくは同法二十三条の二十二第一項の再生医
療等製品の製造業の許可を受けた者又は同法第二十四条第一項の
医薬品の販売業の許可を受けた者をいう。
（基本方針）
第九条 （略）
２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 （略）
二 血液製剤（用法、効能及び効果について血液製剤と代替性の
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ある医薬品又は再生医療等製品であつて、厚生労働省令で定め
るものを含む。第八号において同じ。）についての中期的な需
給の見通し
三～八 （略）
３～５ （略）

２ 何人も、業として、人体から採取された血液又はこれから得ら
れた物を原料として、前項各号に掲げる物（以下「血液製剤等」
という。）以外の物を製造してはならない。ただし、血液製剤等
の製造に伴つて副次的に得られた物又は厚生労働省令で定めると
ころによりその本来の用途に適しないか若しくは適しなくなつた
とされる血液製剤等を原料とする場合は、この限りでない。

三～八 （略）
３～５ （略）

ある医薬品を含む。第八号において同じ。）についての中期的
な需給の見通し

（採血等の制限）
第十二条 次に掲げる物を製造する者がその原料とし、又は採血事
業者若しくは病院若しくは診療所の開設者が第二号に掲げる物（
厚生労働省令で定めるものに限る。）の原料とする目的で採血す
る場合を除いては、何人も、業として、人体から採血してはなら
ない。ただし、治療行為として、又は輸血、医学的検査若しくは
学術研究のための血液を得る目的で採血する場合は、この限りで
ない。
一 （略）
二 医薬品（血液製剤を除く。）、医療機器（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に規定する
医療機器をいう。）又は再生医療等製品
２ 何人も、業として、人体から採取された血液又はこれから得ら
れた物を原料として、前項各号に掲げる物以外の物を製造しては
ならない。ただし、血液製剤の製造に伴つて副次的に得られた物
又は厚生労働省令で定めるところによりその本来の用途に適しな
いか若しくは適しなくなつたとされる血液製剤を原料とする場合
は、この限りでない。

（業として行う採血の許可）
第十三条 血液製剤等の原料とする目的で、業として、人体から採
血しようとする者は、採血を行う場所（以下「採血所」という。

一 （略）
二 医学的検査、学術研究等のために必要がある物として政令で
指定する物

（採血等の制限）
第十二条 次に掲げる物を製造する者がその原料とする目的で採血
する場合を除いては、何人も、業として、人体から採血してはな
らない。ただし、治療行為として、又は輸血、医学的検査若しく
は学術研究のための血液を得る目的で採血する場合は、この限り
でない。

（業として行う採血の許可）
第十三条 血液製剤の原料とする目的で、業として、人体から採血
しようとする者は、採血を行う場所（以下「採血所」という。）
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）ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし
、病院又は診療所の開設者が、当該病院又は診療所における診療
のために用いられる血液製剤のみの原料とする目的で採血しよう
とするときは、この限りでない。
２ （略）
一 製造しようとする血液製剤等の供給が既に需要を満たしてい
ると認めるとき。
二・三 （略）
四 申請者が第二十二条の規定による許可の取消しの処分又は薬
事法第七十五条第一項の規定による医薬品の製造業の許可の取
消しの処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過して
いないとき。
五 （略）
３～５ （略）

２

ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、
病院又は診療所の開設者が、当該病院又は診療所における診療の
ために用いられる血液製剤のみの原料とする目的で採血しようと
するときは、この限りでない。
２ （略）
一 製造しようとする血液製剤の供給が既に需要を満たしている
と認めるとき。
二・三 （略）
四 申請者が第二十二条の規定による許可の取消しの処分又は医
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
法律第七十五条第一項の規定による医薬品の製造業の許可の取
消しの処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過して
いないとき。
五 （略）
３～５ （略）
（採血者の義務）
第二十四条 血液製剤の原料たる血液又は輸血のための血液を得る
目的で、人体から採血しようとする者は、あらかじめ献血者等に
つき、厚生労働省令で定める方法による健康診断を行わなければ
ならない。
２ （略）

（需給計画）
第二十五条 厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度
の血液製剤（用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のあ
る医薬品を含み、厚生労働省令で定める血液製剤を除く。以下こ
の条及び次条において同じ。）の安定供給に関する計画（以下「

（採血者の義務）
第二十四条 血液製剤等の原料たる血液又は輸血のための血液を得
る目的で、人体から採血しようとする者は、あらかじめ献血者等
につき、厚生労働省令で定める方法による健康診断を行わなけれ
ばならない。
（略）

（需給計画）
第二十五条 厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度
の血液製剤（用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のあ
る医薬品又は再生医療等製品であつて、厚生労働省令で定めるも
のを含み、厚生労働省令で定める血液製剤を除く。以下この条及
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び次条において同じ。）の安定供給に関する計画（以下「需給計
画」という。）を定めるものとする。
２～７ （略）
しよう

需給計画」という。）を定めるものとする。
２～７ （略）
しよう

（採血事業者による原料血 漿 の配分）
第二十七条 採血事業者は、血液製剤について薬事法第十四条第一
項の承認を受けた製造販売業者、当該製造販売業者から委託を受
けた製造業者その他厚生労働省令で定める者以外の者に原料血 漿
を配分してはならない。

しよう

（採血事業者による原料血 漿 の配分）
第二十七条 採血事業者は、血液製剤について医薬品、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第十四条第一項
の承認を受けた製造販売業者、当該製造販売業者から委託を受け
た製造業者その他厚生労働省令で定める者以外の者に原料血 漿 を
配分してはならない。

（薬事・食品衛生審議会への報告）
第二十九条 厚生労働大臣は、毎年度、薬事法第六十八条の八第一
項に規定する生物由来製品（血液製剤に限る。）の評価に係る報
告について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認める
ときは、その意見を聴いて、採血事業者に対する指示その他血液
製剤の安全性の向上のために必要な措置を講ずるものとする。

しよう

（薬事・食品衛生審議会への報告）
第二十九条 厚生労働大臣は、毎年度、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第六十八条の二十四第
一項に規定する生物由来製品（血液製剤に限る。）の評価に係る
報告について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認め
るときは、その意見を聴いて、採血事業者に対する指示その他血
液製剤の安全性の向上のために必要な措置を講ずるものとする。
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○

案

現

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四年法律第百九十二号）（抄）（第五条関係）

正

（傍線の部分は改正部分）

行

（機構の目的）
第三条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」とい
う。）は、医薬品の副作用又は生物由来製品を介した感染等によ
る健康被害の迅速な救済を図り、並びに医薬品等の品質、有効性
及び安全性の向上に資する審査等の業務を行い、もって国民保健
の向上に資することを目的とする。

改
（機構の目的）
第三条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」とい
う。）は、許可医薬品等の副作用又は許可生物由来製品等を介し
た感染等による健康被害の迅速な救済を図り、並びに医薬品等の
品質、有効性及び安全性の向上に資する審査等の業務を行い、も
って国民保健の向上に資することを目的とする。

４ この法律（第八項を除く。）において「医療機器」とは、薬事
法第二条第四項に規定する医療機器であって、専ら動物のために
使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。

３ この法律において「化粧品」とは、薬事法第二条第三項に規定
する化粧品をいう。

２ この法律（第八項を除く。）において「医薬部外品」とは、薬
事法第二条第二項に規定する医薬部外品であって、専ら動物のた
めに使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。

（定義）
第四条 この法律（第五項及び第八項を除く。）において「医薬品
」とは、薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項
に規定する医薬品であって、専ら動物のために使用されることが
目的とされているもの以外のものをいう。

（定義）
第四条 この法律（第六項及び第八項を除く。）において「医薬品
」とは、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（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に
規定する医薬品であって、専ら動物のために使用されることが目
的とされているもの以外のものをいう。
２ この法律（第八項を除く。）において「医薬部外品」とは、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
律第二条第二項に規定する医薬部外品であって、専ら動物のため
に使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。
３ この法律において「化粧品」とは、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第二条第三項に規定す
る化粧品をいう。
４ この法律（第八項を除く。）において「医療機器」とは、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
第二条第四項に規定する医療機器であって、専ら動物のために使
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用されることが目的とされているもの以外のものをいう。
５ この法律（第九項を除く。）において「再生医療等製品」とは
、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
る法律第二条第九項に規定する再生医療等製品であって、専ら動
物のために使用されることが目的とされているもの以外のものを
い う。
６ この法律において「許可医薬品」とは、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第二条第一項に規
定する医薬品（同条第十四項に規定する体外診断用医薬品を除く
。）であって、同法第十二条第一項の規定による医薬品の製造販
売業の許可を受けて製造販売をされたもの（同法第十四条第一項
に規定する医薬品にあっては、同条又は同法第十九条の二の規定
による承認を受けて製造販売をされたものに限る。）をいう。た
だし、次に掲げる医薬品を除く。
一・二 （略）
（削除）

７ この法律（次項を除く。）において「生物由来製品」とは、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
律第二条第十項に規定する生物由来製品であって、専ら動物のた
めに使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。
８ この法律において「許可生物由来製品」とは、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第二条第十
項に規定する生物由来製品であって、同法第十二条第一項の規定
による医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造販売業の許可又
は同法第二十三条の二第一項の規定による医療機器の製造販売業
の許可を受けて製造販売をされたもの（同法第十四条第一項に規

（新設）

５ この法律において「許可医薬品」とは、薬事法第二条第一項に
規定する医薬品であって、同法第十二条第一項に規定する医薬品
の製造販売業の許可を受けて製造販売をされたもの（同法第十四
条第一項に規定する医薬品にあっては、同条又は同法第十九条の
二の規定による承認を受けて製造販売をされたものに限る。）を
いう。ただし、次に掲げる医薬品を除く。

一・二 （略）
６ この法律において「医薬品の副作用」とは、許可医薬品が適正
な使用目的に従い適正に使用された場合においてもその許可医薬
品により人に発現する有害な反応をいう。
７ この法律（次項を除く。）において「生物由来製品」とは、薬
事法第二条第九項に規定する生物由来製品であって、専ら動物の
ために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう
。
８ この法律において「許可生物由来製品」とは、薬事法第二条第
九項に規定する生物由来製品であって、同法第十二条第一項に規
定する医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売
業の許可を受けて製造販売をされたもの（同法第十四条第一項に
規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器にあっては、
同条又は同法第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売を
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定する医薬品、医薬部外品又は化粧品にあっては同条又は同法第
十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされたものに限
り、同法第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器にあって
は同条又は同法第二十三条の二の十七の規定による承認を受けて
製造販売をされたものに限る。）をいう。ただし、次に掲げる生
物由来製品を除く。
一・二 （略）
９ この法律において「許可再生医療等製品」とは、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第二条第
九項に規定する再生医療等製品であって、同法第二十三条の二十
第一項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可を受けて
製造販売をされたもの（同法第二十三条の二十五又は第二十三条
の三十七の規定による承認を受けて製造販売をされたものに限る
。）をいう。
この法律において「許可医薬品等の副作用」とは、許可医薬品
又は許可再生医療等製品（がんその他の特殊疾病に使用されるこ
とが目的とされている再生医療等製品であって厚生労働大臣の指
定するもの及び専ら動物のために使用されることが目的とされて
いる再生医療等製品を除く。以下「副作用救済給付に係る許可再
生医療等製品」という。）が適正な使用目的に従い適正に使用さ
れた場合においてもその許可医薬品又は副作用救済給付に係る許
可再生医療等製品により人に発現する有害な反応をいう。
この法律において「許可生物由来製品等を介した感染等」とは
、許可生物由来製品又は許可再生医療等製品（特殊疾病に使用さ
れることが目的とされている再生医療等製品であって厚生労働大
臣の指定するもの及び専ら動物のために使用されることが目的と
されている再生医療等製品を除く。以下「感染救済給付に係る許
可再生医療等製品」という。）が適正な使用目的に従い適正に使
10

11

されたものに限る。）をいう。ただし、次に掲げる生物由来製品
を除く。

一・二 （略）
（新設）

（新設）

９ この法律において「生物由来製品を介した感染等」とは、許可
生物由来製品が適正な使用目的に従い適正に使用された場合にお
いても、その許可生物由来製品の原料又は材料に混入し、又は付
着した次に掲げる感染症の病原体に当該許可生物由来製品の使用
の対象者が感染することその他許可生物由来製品に起因する健康
被害であって厚生労働省令で定めるものをいう。
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用された場合においても、その許可生物由来製品又は感染救済給
付に係る許可再生医療等製品の原料若しくは材料に混入し、又は
付着した次に掲げる感染症の病原体に当該許可生物由来製品又は
感染救済給付に係る許可再生医療等製品の使用の対象者が感染す
ることその他許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生
医療等製品に起因する健康被害であって厚生労働省令で定めるも
のをいう。
一・二 （略）
第十一条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいず
れかに該当する者は、役員となることができない。
一 （略）
二 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、修理業者、販売業者若しくは
貸与業者又はこれらの者が法人であるときはその役員（いかな
る名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を
有する者を含む。）
（略）
三

（業務の範囲）
第十五条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う
。
一 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲
げる業務
イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、
医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、
遺族一時金及び葬祭料の給付（以下「副作用救済給付」とい
う。）を行うこと。

一・二 （略）

（略）

第十一条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいず
れかに該当する者は、役員となることができない。
一 （略）
二 医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業
者、製造業者、修理業者、販売業者若しくは賃貸業者又はこれ
らの者が法人であるときはその役員（いかなる名称によるかを
問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。
）
三

（業務の範囲）
第十五条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う
。
一 医薬品の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業
務
イ 医薬品の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費
、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一
時金及び葬祭料の給付（以下「副作用救済給付」という。）
を行うこと。

- 228 -

ロ～ニ （略）
二 許可生物由来製品等を介した感染等による健康被害の救済に
関する次に掲げる業務
イ 許可生物由来製品等を介した感染等による疾病、障害又は
死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金
、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料の給付（以下「感染救済
給付」という。）を行うこと。
ロ～ニ （略）
三及び四 （略）
五 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品
（以下この号において「医薬品等」という。）に関する次に掲
げる業務
イ 行政庁の委託を受けて、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第十三条の二第一項（同
法第十三条の三第三項及び第八十条第四項において準用する
場合を含む。）、第十四条の二第一項（同法第十四条の五第
一項（同法第十九条の四において準用する場合を含む。）、
第十四条の七第一項（同法第十九条の四において準用する場
合を含む。）並びに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。）、第二十三条の二の七第一項（同法
第二十三条の二の十第一項（同法第二十三条の二の十九にお
いて準用する場合を含む。）並びに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。）、第二十三
条の六第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）
、第二十三条の二十三第一項（同法第二十三条の二十四第三
項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。）、第
二十三条の二十七第一項（同法第二十三条の三十第一項（同
法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。）、第

ロ～ニ （略）
二 生物由来製品を介した感染等による健康被害の救済に関する
次に掲げる業務
イ 生物由来製品を介した感染等による疾病、障害又は死亡に
つき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族
年金、遺族一時金及び葬祭料の給付（以下「感染救済給付」
という。）を行うこと。
ロ～ニ （略）
三及び四 （略）
五 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器（以下この号にお
いて「医薬品等」という。）に関する次に掲げる業務

イ 行政庁の委託を受けて、薬事法第十三条の二第一項（同法
第十三条の三第三項及び第八十条第二項において準用する場
合を含む。）、第十四条の二第一項（同法第十四条の五第一
項（同法第十九条の四において準用する場合を含む。）、第
十四条の七第一項（同法第十九条の四において準用する場合
を含む。）、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。）又は第八十条の三第一項の規定による調査
又は審査を行うこと、同法第十六条第一項の規定による登録
等を行うこと、第二十三条の十八第二項の規定による基準適
合性認証を行うこと及び同法第十四条の二第四項、第十四条
の五第二項、第十四条の十第一項、第十六条第三項、第二十
三条の五第二項又は第八十条の三第四項の報告又は届出を受
理すること。
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二十三条の三十二第一項（同法第二十三条の三十九において
準用する場合を含む。）並びに第二十三条の三十七第五項及
び第六項において準用する場合を含む。）又は第八十条の三
第一項の規定による調査又は審査を行うこと、同法第二十三
条の二の七第一項（同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。）の規定による基準適合
証の交付又は返還の受付を行うこと、第二十三条の十八第二
項の規定による基準適合性認証を行うこと、同法第八十条の
十第一項の規定による登録等を行うこと及び同法第十四条の
二第四項、第十四条の五第二項、第十四条の十第一項、第二
十三条の二の七第四項、第二十三条の二の十第二項、第二十
三条の二の十三第一項、第二十三条の五第二項、第二十三条
の二十七第四項、第二十三条の三十第二項、第五十二条の三
第二項（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。）、第八十条の三第四項又は第八十条の十第三項
の報告又は届出を受理すること。
ロ 民間において行われる治験その他医薬品等の安全性に関す
る試験その他の試験の実施、医薬品等の使用の成績その他厚
生労働省令で定めるものに関する調査の実施及び医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の
規定による承認の申請に必要な資料の作成に関し指導及び助
言を行うこと。
ハ～ヘ （略）
六 （略）
２ 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一 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
する法律第六十九条の二第一項若しくは第二項又は第八十条の
五第一項の規定による政令で定める立入検査、質問及び収去

ロ 民間において行われる治験その他医薬品等の安全性に関す
る試験その他の試験の実施、医薬品等の使用の成績その他厚
生労働省令で定めるものに関する調査の実施及び薬事法の規
定による承認の申請に必要な資料の作成に関し指導及び助言
を行うこと。

ハ～ヘ （略）
六 （略）
２ 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一 薬事法第六十九条の二第一項又は第八十条の五第一項の規定
による政令で定める立入検査、質問及び収去
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二

（略）

（副作用救済給付）
第十六条 副作用救済給付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ
ぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、副作用救済給付
を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。
一 医療費及び医療手当 許可医薬品等の副作用による疾病につ
いて政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害年金 許可医薬品等の副作用により政令で定める程度の
障害の状態にある十八歳以上の者
三 障害児養育年金 許可医薬品等の副作用により政令で定める
程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
四 遺族年金又は遺族一時金 許可医薬品等の副作用により死亡
した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 許可医薬品等の副作用により死亡した者の葬祭を行
う者
２ 副作用救済給付は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいず
れかに該当する場合は、行わない。
一 その者の許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡が
予防接種法の規定による予防接種を受けたことによるものであ
る場合
二 その者の許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡の
原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医
療等製品について賠償の責任を有する者があることが明らかな
場合
三 （略）
３ （略）

二

（略）

（副作用救済給付）
第十六条 副作用救済給付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ
ぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、副作用救済給付
を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。
一 医療費及び医療手当 医薬品の副作用による疾病について政
令で定める程度の医療を受ける者
二 障害年金 医薬品の副作用により政令で定める程度の障害の
状態にある十八歳以上の者
三 障害児養育年金 医薬品の副作用により政令で定める程度の
障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
四 遺族年金又は遺族一時金 医薬品の副作用により死亡した者
の政令で定める遺族
葬祭料 医薬品の副作用により死亡した者の葬祭を行う者
五

２ 副作用救済給付は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいず
れかに該当する場合は、行わない。
一 その者の医薬品の副作用による疾病、障害又は死亡が予防接
種法の規定による予防接種を受けたことによるものである場合

二 その者の医薬品の副作用による疾病、障害又は死亡の原因と
なった許可医薬品について賠償の責任を有する者があることが
明らかな場合
三 （略）
３ （略）
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（副作用拠出金）
第十九条 各年四月一日において医薬品、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第十二条第一項の規定による
許可医薬品の製造販売業の許可を受けている者（第四条第六項各
号に掲げる医薬品のみの製造販売をしている者を除く。以下「許
可医薬品製造販売業者」という。）又は同法第二十三条の二十第
一項の規定による許可再生医療等製品の製造販売業の許可を受け
ている者（副作用救済給付に係る許可再生医療等製品以外の許可
再生医療等製品のみの製造販売をしている者を除く。以下「副作

（副作用救済給付の中止等）
第十八条 機構は、副作用救済給付を受けている者に係る疾病、障
害又は死亡の原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る
許可再生医療等製品について賠償の責任を有する者があることが
明らかとなった場合には、以後副作用救済給付は行わない。
２ 機構は、副作用救済給付に係る疾病、障害又は死亡の原因とな
った許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品に
ついて賠償の責任を有する者がある場合には、その行った副作用
救済給付の価額の限度において、副作用救済給付を受けた者がそ
の者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

（判定の申出）
第十七条 機構は、前条第一項の規定による支給の決定につき、副
作用救済給付の請求のあった者に係る疾病、障害又は死亡が、許
可医薬品等の副作用によるものであるかどうかその他医学的薬学
的判定を要する事項に関し、厚生労働大臣に判定を申し出るもの
とする。
２ （略）

（副作用拠出金）
第十九条 各年四月一日において薬事法第十二条第一項の規定によ
る許可医薬品の製造販売業の許可を受けている者（第四条第五項
各号に掲げる医薬品のみの製造販売をしている者を除く。以下「
許可医薬品製造販売業者」という。）は、機構の第十五条第一項
第一号に掲げる業務（以下「副作用救済給付業務」という。）に
必要な費用に充てるため、各年度（毎年四月一日から翌年三月三
十一日までをいう。以下同じ。）、機構に対し、拠出金を納付し
なければならない。

（副作用救済給付の中止等）
第十八条 機構は、副作用救済給付を受けている者に係る疾病、障
害又は死亡の原因となった許可医薬品について賠償の責任を有す
る者があることが明らかとなった場合には、以後副作用救済給付
は行わない。
２ 機構は、副作用救済給付に係る疾病、障害又は死亡の原因とな
った許可医薬品について賠償の責任を有する者がある場合には、
その行った副作用救済給付の価額の限度において、副作用救済給
付を受けた者がその者に対して有する損害賠償の請求権を取得す
る。

（判定の申出）
第十七条 機構は、前条第一項の規定による支給の決定につき、副
作用救済給付の請求のあった者に係る疾病、障害又は死亡が、医
薬品の副作用によるものであるかどうかその他医学的薬学的判定
を要する事項に関し、厚生労働大臣に判定を申し出るものとする
。
２ （略）
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用拠出金に係る許可再生医療等製品製造販売業者」という。）は
、機構の第十五条第一項第一号に掲げる業務（以下「副作用救済
給付業務」という。）に必要な費用に充てるため、各年度（毎年
四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。）、機構
に対し、拠出金を納付しなければならない。
２ 前項の拠出金（以下「副作用拠出金」という。）の額は、許可
医薬品製造販売業者又は副作用拠出金に係る許可再生医療等製品
製造販売業者（以下「許可医薬品製造販売業者等」という。）が
製造販売をした許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医
療等製品の前年度における総出荷数量を基礎として厚生労働省令
で定めるところにより算定される算定基礎取引額に拠出金率を乗
じて得た額（その額が政令で定める額に満たないときは、当該政
令で定める額）とする。
３・４ （略）
５ 機構は、前項の認可の申請に際し、あらかじめ、許可医薬品製
造販売業者の団体で許可医薬品製造販売業者の意見を代表すると
認められるもの及び副作用拠出金に係る許可再生医療等製品製造
販売業者の団体で副作用拠出金に係る許可再生医療等製品製造販
売業者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければ
ならない。
６ （略）
７ 機構が前年度において副作用救済給付の支給を決定した者に係
る疾病、障害又は死亡の原因となった許可医薬品又は副作用救済
給付に係る許可再生医療等製品（以下この項において「原因許可
医薬品等」という。）の製造販売をした許可医薬品製造販売業者
等の副作用拠出金の額は、第二項の規定による額に、機構が前年
度に支給を決定した副作用救済給付のうち、当該許可医薬品製造
販売業者等が製造販売をした原因許可医薬品等によるものの現価

２ 前項の拠出金（以下「副作用拠出金」という。）の額は、許可
医薬品製造販売業者が製造販売をした許可医薬品の前年度におけ
る総出荷数量を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算
定される算定基礎取引額に拠出金率を乗じて得た額（その額が政
令で定める額に満たないときは、当該政令で定める額）とする。

３・４ （略）
５ 機構は、前項の認可の申請に際し、あらかじめ、許可医薬品製
造販売業者の団体で許可医薬品製造販売業者の意見を代表すると
認められるものの意見を聴かなければならない。

６ （略）
７ 機構が前年度において副作用救済給付の支給を決定した者に係
る疾病、障害又は死亡の原因となった許可医薬品（以下この項に
おいて「原因許可医薬品」という。）の製造販売をした許可医薬
品製造販売業者の副作用拠出金の額は、第二項の規定による額に
、機構が前年度に支給を決定した副作用救済給付のうち、当該許
可医薬品製造販売業者が製造販売をした原因許可医薬品によるも
のの現価に相当する額を基礎として厚生労働省令で定める算定方
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（感染救済給付）
第二十条 感染救済給付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ
れ当該各号に定める者に対して行うものとし、感染救済給付を受
けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。
一 医療費及び医療手当 許可生物由来製品等を介した感染等に
よる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害年金 許可生物由来製品等を介した感染等により政令で
定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
三 障害児養育年金 許可生物由来製品等を介した感染等により
政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育す
る者
四 遺族年金又は遺族一時金 許可生物由来製品等を介した感染
等により死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 許可生物由来製品等を介した感染等により死亡した
者の葬祭を行う者
（略）

に相当する額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により
算定した額を加えた額とする。
８ （略）

四 遺族年金又は遺族一時金 生物由来製品を介した感染等によ
り死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 生物由来製品を介した感染等により死亡した者の葬
祭を行う者
２ （略）

８ （略）

法により算定した額を加えた額とする。

２

（感染拠出金）
第二十一条 各年四月一日において薬事法第十二条第一項の規定に
よる許可生物由来製品の製造販売業の許可を受けている者（第四
条第八項各号に掲げる生物由来製品のみの製造販売をしている者
を除く。以下「許可生物由来製品製造販売業者」という。）は、
機構の第十五条第一項第二号に掲げる業務（以下「感染救済給付
業務」という。）に必要な費用に充てるため、各年度、機構に対

（感染救済給付）
第二十条 感染救済給付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ
れ当該各号に定める者に対して行うものとし、感染救済給付を受
けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。
一 医療費及び医療手当 生物由来製品を介した感染等による疾
病について政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害年金 生物由来製品を介した感染等により政令で定める
程度の障害の状態にある十八歳以上の者
三 障害児養育年金 生物由来製品を介した感染等により政令で
定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者

（感染拠出金）
第二十一条 各年四月一日において医薬品、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第十二条第一項又は第二十
三条の二第一項の規定による許可生物由来製品の製造販売業の許
可を受けている者（第四条第八項各号に掲げる生物由来製品のみ
の製造販売をしている者を除く。以下「許可生物由来製品製造販
売業者」という。）又は同法第二十三条の二十第一項の規定によ
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る許可再生医療等製品の製造販売業の許可を受けている者（感染
救済給付に係る許可再生医療等製品以外の許可再生医療等製品の
みの製造販売をしている者を除く。以下「感染拠出金に係る許可
再生医療等製品製造販売業者」という。）は、機構の第十五条第
一項第二号に掲げる業務（以下「感染救済給付業務」という。）
に必要な費用に充てるため、各年度、機構に対し、拠出金を納付
しなければならない。
２ 前項の拠出金（以下「感染拠出金」という。）の額は、許可生
物由来製品製造販売業者又は感染拠出金に係る許可再生医療等製
品製造販売業者（以下「許可生物由来製品製造販売業者等」とい
う。）が製造販売をした許可生物由来製品又は感染救済給付に係
る許可再生医療等製品の前年度における総出荷数量を基礎として
厚生労働省令で定めるところにより算定される算定基礎取引額に
拠出金率を乗じて得た額（その額が政令で定める額に満たないと
きは、当該政令で定める額）とする。
３・４ （略）
５ 機構は、前項の認可の申請に際し、あらかじめ、許可生物由来
製品製造販売業者の団体で許可生物由来製品製造販売業者の意見
を代表すると認められるもの及び感染拠出金に係る許可再生医療
等製品製造販売業者の団体で感染拠出金に係る許可再生医療等製
品製造販売業者の意見を代表すると認められるものの意見を聴か
なければならない。
６ （略）
７ 機構が前年度において感染救済給付の支給を決定した者に係る
疾病、障害又は死亡の原因となった許可生物由来製品又は感染救
済給付に係る許可再生医療等製品（以下この項において「原因許
可生物由来製品等」という。）の製造販売をした許可生物由来製
品製造販売業者等の感染拠出金の額は、第二項の規定による額に

し、拠出金を納付しなければならない。

２ 前項の拠出金（以下「感染拠出金」という。）の額は、許可生
物由来製品製造販売業者が製造販売をした許可生物由来製品の前
年度における総出荷数量を基礎として厚生労働省令で定めるとこ
ろにより算定される算定基礎取引額に拠出金率を乗じて得た額（
その額が政令で定める額に満たないときは、当該政令で定める額
）とする。

３・４ （略）
５ 機構は、前項の認可の申請に際し、あらかじめ、許可生物由来
製品製造販売業者の団体で許可生物由来製品製造販売業者の意見
を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。

６ （略）
７ 機構が前年度において感染救済給付の支給を決定した者に係る
疾病、障害又は死亡の原因となった許可生物由来製品（以下この
項において「原因許可生物由来製品」という。）の製造販売をし
た許可生物由来製品製造販売業者の感染拠出金の額は、第二項の
規定による額に、機構が前年度に支給を決定した感染救済給付の
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（資料の提出の請求等）
第二十三条 機構は、第十五条第一項第一号ハ、同項第二号ハ又は
同項第五号ホに掲げる業務を行うため必要があると認めるときは
、許可医薬品製造販売業者等、許可生物由来製品製造販売業者等

（安全対策等拠出金）
第二十二条 各年四月一日において医薬品、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第十二条第一項の規定によ
る医薬品の製造販売業の許可、同法第二十三条の二第一項の規定
による医療機器の製造販売業の許可又は同法第二十三条の二十第
一項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可を受けてい
る者（以下「医薬品等製造販売業者」という。）は、機構の第十
五条第一項第五号ハに掲げる業務（これに附帯する業務を含み、
同号ホの政令で定める業務を除く。）に必要な費用に充てるため
、各年度、機構に対し、拠出金を納付しなければならない。
２ 前項の拠出金（以下「安全対策等拠出金」という。）の額は、
医薬品等製造販売業者が製造販売をした医薬品、医療機器又は再
生医療等製品の前年度における総出荷数量を基礎として厚生労働
省令で定めるところにより算定される算定基礎取引額に拠出金率
を乗じて得た額（その額が政令で定める額に満たないときは、当
該政令で定める額）とする。
３～６ （略）

、機構が前年度に支給を決定した感染救済給付のうち、当該許可
生物由来製品製造販売業者等が製造販売をした原因許可生物由来
製品等によるものの現価に相当する額を基礎として厚生労働省令
で定める算定方法により算定した額を加えた額とする。
８ （略）

（資料の提出の請求等）
第二十三条 機構は、第十五条第一項第一号ハ、同項第二号ハ又は
同項第五号ホに掲げる業務を行うため必要があると認めるときは
、許可医薬品製造販売業者、許可生物由来製品製造販売業者又は

２ 前項の拠出金（以下「安全対策等拠出金」という。）の額は、
医薬品等製造販売業者が製造販売をした医薬品又は医療機器の前
年度における総出荷数量を基礎として厚生労働省令で定めるとこ
ろにより算定される算定基礎取引額に拠出金率を乗じて得た額（
その額が政令で定める額に満たないときは、当該政令で定める額
）とする。
３～６ （略）

（安全対策等拠出金）
第二十二条 各年四月一日において薬事法第十二条第一項の規定に
よる医薬品又は医療機器の製造販売業の許可を受けている者（以
下「医薬品等製造販売業者」という。）は、機構の第十五条第一
項第五号ハに掲げる業務（これに附帯する業務を含み、同号ホの
政令で定める業務を除く。）に必要な費用に充てるため、各年度
、機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

うち、当該許可生物由来製品製造販売業者が製造販売をした原因
許可生物由来製品によるものの現価に相当する額を基礎として厚
生労働省令で定める算定方法により算定した額を加えた額とする
。
８ （略）
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（緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求）
第三十七条 厚生労働大臣は、保健衛生上の重大な危害の発生又は
拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対
し、審査等業務のうち、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器

（補助金）
第三十四条 政府は、政令で定めるところにより、特定の許可医薬
品等の副作用又は特定の許可生物由来製品等を介した感染等によ
る健康被害の救済を円滑に行うため特に必要があると認めるとき
は、機構に対し、副作用救済給付又は感染救済給付に要する費用
の一部を補助することができる。

第二十四条 機構は、第十七条第一項（第二十条第二項において準
用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による厚
生労働大臣に対する判定の申出に当たって必要があると認めると
きは、第十七条第一項の判定に係る疾病、障害若しくは死亡の原
因と思われる許可医薬品、許可生物由来製品若しくは副作用救済
給付に係る許可再生医療等製品若しくは感染救済給付に係る許可
再生医療等製品の製造販売をし、販売をし、若しくは貸与をした
者若しくは使用した病院、診療所その他の医療を提供する施設又
は同項の判定に係る疾病、障害若しくは死亡について診断した病
院、診療所その他の医療を提供する施設に対し、資料の提出を求
めることができる。
２ （略）

又は医薬品等製造販売業者に対し、資料の提出を求めることがで
きる。
２ （略）

（緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求）
第三十七条 厚生労働大臣は、保健衛生上の重大な危害の発生又は
拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対
し、審査等業務のうち、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機

（補助金）
第三十四条 政府は、政令で定めるところにより、特定の医薬品の
副作用又は特定の生物由来製品を介した感染等による健康被害の
救済を円滑に行うため特に必要があると認めるときは、機構に対
し、副作用救済給付又は感染救済給付に要する費用の一部を補助
することができる。

２ （略）

第二十四条 機構は、第十七条第一項（第二十条第二項において準
用する場合を含む。）の規定による厚生労働大臣に対する判定の
申出に当たって必要があると認めるときは、同項の判定に係る疾
病、障害若しくは死亡の原因と思われる許可医薬品若しくは許可
生物由来製品の製造販売をし、販売をし、若しくは賃貸をした者
若しくは使用した病院、診療所その他の医療を提供する施設又は
同項の判定に係る疾病、障害若しくは死亡について診断した病院
、診療所その他の医療を提供する施設に対し、資料の提出を求め
ることができる。

医薬品等製造販売業者に対し、資料の提出を求めることができる
。
２ （略）
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則

又は再生医療等製品の品質、有効性又は安全性に関する審査、調
査、情報の収集その他必要な業務の実施を求めることができる。
２ （略）
附
第二条 第十六条及び第二十条の規定は、次に掲げる者について適
用する。
一 薬事法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第
号。以下「改正法」という。）の施行の日以後に使用された許
可医薬品若しくは副作用救済給付に係る許可再生医療等製品又
は許可生物由来製品若しくは感染救済給付に係る許可再生医療
等製品が原因となって同日以後に許可医薬品等の副作用又は許
可生物由来製品等を介した感染等による疾病にかかり、障害の
状態となり、又は死亡した者
二 この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から改正法
の施行の日の前日までに使用された改正法第五条の規定による
改正前の第四条第五項に規定する許可医薬品又は同条第八項に
規定する許可生物由来製品が原因となって施行日以後に同条第
六項に規定する医薬品の副作用又は同条第九項に規定する生物
由来製品を介した感染等による疾病にかかり、障害の状態とな
り、又は死亡した者
（後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救済業務等）
第十七条 機構は、第十五条及び附則第十五条第一項に規定する業
務のほか、当分の間、許可医薬品（第四条第六項第一号に掲げる
医薬品を含む。）に混入した後天性免疫不全症候群の病原体によ
る健康被害の迅速かつ円滑な救済を図るため、厚生労働大臣の認

器の品質、有効性又は安全性に関する審査、調査、情報の収集そ
の他必要な業務の実施を求めることができる。
２ （略）
附 則

第二条 第十六条及び第二十条の規定は、この法律の施行の日（以
下「施行日」という。）以後に使用された許可医薬品又は許可生
物由来製品が原因となって同日以後に医薬品の副作用又は生物由
来製品を介した感染等による疾病にかかり、障害の状態となり、
又は死亡した者について適用する。

（後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救済業務等）
第十七条 機構は、第十五条及び附則第十五条第一項に規定する業
務のほか、当分の間、許可医薬品（第四条第五項第一号に掲げる
医薬品を含む。）に混入した後天性免疫不全症候群の病原体によ
る健康被害の迅速かつ円滑な救済を図るため、厚生労働大臣の認
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第二十三条 旧機構法附則第三条の規定により読み替えられた旧機
構法第三十一条第一項の厚生大臣が告示で定める日から起算して
六月を経過した日から施行日の前日までに使用された改正法第五
条の規定による改正前の第四条第五項に規定する許可医薬品が原
因となって当該使用された日以後に同条第六項に規定する医薬品

（新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特
別措置法との適用関係の調整）
第十九条の二 副作用救済給付又は感染救済給付は、第十六条第二
項（第二十条第二項において準用する場合を含む。）に定めるも
ののほか、その者の許可医薬品等の副作用若しくは許可生物由来
製品等を介した感染等による疾病、障害若しくは死亡又は改正法
第五条の規定による改正前の第四条第六項に規定する医薬品の副
作用若しくは同条第九項に規定する生物由来製品を介した感染等
による疾病、障害若しくは死亡が新型インフルエンザ予防接種に
よる健康被害の救済に関する特別措置法（平成二十一年法律第九
十八号）の施行の日以後に厚生労働大臣が行う同法第二条第三項
に規定する新型インフルエンザ予防接種（以下この条において「
新型インフルエンザ予防接種」という。）を受けたことによるも
のである場合及びこれらの疾病、障害又は死亡が同日前に厚生労
働大臣が行った新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる
ものであり、かつ、これらの疾病、障害又は死亡について同法第
三条第一項の規定の適用がある場合は、行わない。

可を受けて、当該健康被害の救済のために必要な事業を行う者の
委託を受けてその救済のための副作用救済給付に準ずる給付の事
業を行うことができる。
２～５ （略）

第二十三条 旧機構法附則第三条の規定により読み替えられた旧機
構法第三十一条第一項の厚生大臣が告示で定める日から起算して
六月を経過した日から施行日の前日までに使用された許可医薬品
が原因となって当該使用された日以後に医薬品の副作用による疾
病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した者については、附

（新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特
別措置法との適用関係の調整）
第十九条の二 副作用救済給付又は感染救済給付は、第十六条第二
項（第二十条第二項において準用する場合を含む。）に定めるも
ののほか、その者の医薬品の副作用又は生物由来製品を介した感
染等による疾病、障害又は死亡が新型インフルエンザ予防接種に
よる健康被害の救済に関する特別措置法（平成二十一年法律第九
十八号）の施行の日以後に厚生労働大臣が行う同法第二条第三項
に規定する新型インフルエンザ予防接種（以下この条において「
新型インフルエンザ予防接種」という。）を受けたことによるも
のである場合及び当該疾病、障害又は死亡が同日前に厚生労働大
臣が行った新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるもの
であり、かつ、当該疾病、障害又は死亡について同法第三条第一
項の規定の適用がある場合は、行わない。

可を受けて、当該健康被害の救済のために必要な事業を行う者の
委託を受けてその救済のための副作用救済給付に準ずる給付の事
業を行うことができる。
２～５ （略）
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の副作用による疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した
者については、附則第二条の規定にかかわらず、第十六条の規定
を適用する。ただし、施行日前に旧機構法第二十八条第一項の救
済給付を受けている者及び当該救済給付に係る請求をしている者
は、この限りでない。

則第二条の規定にかかわらず、第十六条の規定を適用する。ただ
し、施行日前に旧機構法第二十八条第一項の救済給付を受けてい
る者及び当該救済給付に係る請求をしている者は、この限りでな
い。
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○

正

案

（略）

行

（傍線の部分は改正部分）

（略）

二 第二十一条第一項及び第二項、第六十九条第一項
及び第四項、第七十条第一項及び第二項、第七十一
条並びに第七十二条第三項の規定により保健所を設
置する市又は特別区が処理することとされている事
務
三 第八十三条第一項において読み替えて適用する第
二十一条、第六十九条第一項及び第四項、第七十条
第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第
三項の規定により都道府県が処理することとされて
いる事務

別表第一 第一号法定受託事務（第二条関係）
法 律
事
務
（略）
（略）
薬事法（ 一 第二十一条、第六十九条第一項及び第四項、第七
昭和三十
十条第一項及び第二項、第七十一条、第七十二条第
五年法律 三項、第七十六条の六、第七十六条の七第一項及び
第百四十 第二項並びに第七十六条の八第一項の規定により都
五号）
道府県が処理することとされている事務

現

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）（抄）（附則第六十七条関係）

改
別表第一 第一号法定受託事務（第二条関係）
法 律
事
務
（略）
（略）
医薬品、 一 第二十一条、第二十三条の二の二十一、第二十三
医療機器 条の四十一、第六十九条第一項、第四項及び第五項
等の品質 、第六十九条の二第二項、第七十条第一項及び第二
、有効性 項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十六条の
及び安全 六、第七十六条の七第一項及び第二項並びに第七十
性の確保
六条の八第一項の規定により都道府県が処理するこ
等に関す ととされている事務
る法律（ 二 第二十一条第一項及び第二項、第六十九条第一項
昭和三十 及び第四項、第七十条第一項及び第二項、第七十一
五年法律 条並びに第七十二条第三項の規定により保健所を設
第百四十 置する市又は特別区が処理することとされている事
五 号）
務
三 第八十三条第一項において読み替えて適用する第
二十一条、第二十三条の二の二十一、第二十三条の
四十一、第六十九条第一項、第四項及び第五項、第
六十九条の二第二項、第七十条第一項及び第二項、
第七十一条並びに第七十二条第三項の規定により都
道府県が処理することとされている事務
（略）
（略）
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○

則

改

正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

二 （略）
三 前各号の外、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対し
て、医薬品を業として販売したとき
３ （略）

２ 都道府県知事は、第十五条第一項の規定により都道府県知事の
指定を受けた者が次の各号の一に該当したときは、同条同項の指
定を取り消すことができる。
一 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品につき薬事
法第四十三条第一項の規定の適用がある場合において、同項の
規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき

（受胎調節指導のために必要な医薬品）
第三十九条 第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受
けた者は、平成二十七年七月三十一日までを限り、その実地指導
を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生労
働大臣が指定するものに限り、薬事法（昭和三十五年法律第百四
十五号）第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することが
できる。

附 則

現

母体保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）（抄）（附則第六十八条関係）

附
（受胎調節指導のために必要な医薬品）
第三十九条 第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受
けた者は、平成二十七年七月三十一日までを限り、その実地指導
を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生労
働大臣が指定するものに限り、医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十
五号）第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することがで
きる。
２ 都道府県知事は、第十五条第一項の規定により都道府県知事の
指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、同項の
指定を取り消すことができる。
一 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品につき医薬
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
律第四十三条第一項の規定の適用がある場合において、同項の
規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき
二 （略）
三 前二号のほか、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対
して、医薬品を業として販売したとき
３ （略）
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○

正

案

三～六 （略）

（傍線の部分は改正部分）

行

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の
罰金に処する。
一 （略）
二 第十八条の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書
若しくは検案書を交付し、又は劇毒薬、生物学的製剤その他農
林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方をした者

（診断書の交付等）
第十八条 獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは
劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与
若しくは処方をし、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しく
は死産証明書を交付し、又は自ら検案しないで検案書を交付して
はならない。ただし、診療中死亡した場合に交付する死亡診断書
については、この限りでない。

現

獣医師法（昭和二十四年法律第百八十六号）（抄）（附則第六十九条関係）

改
（診断書の交付等）
第十八条 獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは
劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与
若しくは処方若しくは再生医療等製品（医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律
第百四十五号）第二条第九項に規定する再生医療等製品をいい、
農林水産省令で定めるものに限る。第二十九条第二号において同
じ。）の使用若しくは処方をし、自ら出産に立ち会わないで出生
証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案しないで検案
書を交付してはならない。ただし、診療中死亡した場合に交付す
る死亡診断書については、この限りでない。
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の
罰金に処する。
一 （略）
二 第十八条の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書
若しくは検案書を交付し、又は劇毒薬、生物学的製剤その他農
林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方若しくは再生医
療等製品の使用若しくは処方をした者
三～六 （略）
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○

正

案

４～６ （略）

（傍線の部分は改正部分）

行

（医療扶助の方法）
第三十四条 （略）
２ （略）
３ 前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯
科医師が医学的知見に基づき後発医薬品（薬事法（昭和三十五年
法律第百四十五号）第十四条又は第十九条の二の規定による製造
販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項各号
に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が
同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定める
ものをいう。以下この項において同じ。）を使用することができ
ると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医
薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとす
る。

現

生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）（抄）（附則第七十条関係）

改
（医療扶助の方法）
第三十四条 （略）
２ （略）
３ 前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯
科医師が医学的知見に基づき後発医薬品（医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法
律第百四十五号）第十四条又は第十九条の二の規定による製造販
売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項各号に
掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同
一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるも
のをいう。以下この項において同じ。）を使用することができる
と認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬
品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする
。
４～６ （略）
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○

正

案

四 （略）
３ （略）

（傍線の部分は改正部分）

行

（家畜人工授精師の免許を与えない場合）
第十七条 （略）
２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の免許を与
えないことができる。
一・二 （略）
三 家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号）、種畜
法（昭和二十三年法律第百五十五号）、薬事法（昭和三十五年
法律第百四十五号）、獣医師法、獣医療法（平成四年法律第四
十六号）若しくは家畜商法（昭和二十四年法律第二百八号）又
はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に
処せられた者

現

家畜改良増殖法（昭和二十五年法律第二百九号）（抄）（附則第七十条関係）

改
（家畜人工授精師の免許を与えない場合）
第十七条 （略）
２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の免許を与
えないことができる。
一・二 （略）
三 家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号）、種畜
法（昭和二十三年法律第百五十五号）、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（昭和三十五年
法律第百四十五号）、獣医師法、獣医療法（平成四年法律第四
十六号）若しくは家畜商法（昭和二十四年法律第二百八号）又
はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に
処せられた者
四 （略）
３ （略）
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○

正

案

三

現

（略）

（傍線の部分は改正部分）

行

（収去酒類等の非課税）
第六条の四 次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税
地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない
。
一 （略）
二 薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第六十九条第四項
（立入検査等）の規定により収去される酒類

酒税法（昭和二十八年法律第六号）（抄）（附則第七十条関係）

改
（収去酒類等の非課税）
第六条の四 次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税
地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない
。
一 （略）
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第六十九条第四項
（立入検査等）の規定により収去される酒類
（略）
三
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○

正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（製造たばこ代用品）
第三十八条 （略）
２ 前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物で
あつて、喫煙用に供されるもの（大麻取締法（昭和二十三年法律
第百二十四号）第一条に規定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法
（昭和二十八年法律第十四号）第二条第一号に規定する麻薬、あ
へん法（昭和二十九年法律第七十一号）第三条第二号に規定する
あへん並びに薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第
一項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品を除
く。）をいう。

現

たばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）（抄）（附則第七十条関係）

改
（製造たばこ代用品）
第三十八条 （略）
２ 前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物で
あつて、喫煙用に供されるもの（大麻取締法（昭和二十三年法律
第百二十四号）第一条に規定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法
（昭和二十八年法律第十四号）第二条第一号に規定する麻薬、あ
へん法（昭和二十九年法律第七十一号）第三条第二号に規定する
あへん並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一
項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品を除く
。）をいう。
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正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（輸出の通告）
第二十七条 遺伝子組換え生物等を輸出しようとする者は、主務省
令で定めるところにより、輸入国に対し、輸出しようとする遺伝
子組換え生物等の種類の名称その他主務省令で定める事項を通告
しなければならない。ただし、専ら動物のために使用されること
が目的とされている医薬品（薬事法（昭和三十五年法律第百四十
五号）第二条第一項の医薬品をいう。以下この条において同じ。
）以外の医薬品を輸出する場合その他主務省令で定める場合は、
この限りでない。

現

○ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成十五年法律第九十七号）（抄）（附則第七十条
関係）

改
（輸出の通告）
第二十七条 遺伝子組換え生物等を輸出しようとする者は、主務省
令で定めるところにより、輸入国に対し、輸出しようとする遺伝
子組換え生物等の種類の名称その他主務省令で定める事項を通告
しなければならない。ただし、専ら動物のために使用されること
が目的とされている医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五
号）第二条第一項の医薬品をいう。以下この条において同じ。）
以外の医薬品を輸出する場合その他主務省令で定める場合は、こ
の限りでない。
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則

改

正

案

２ （略）

（傍線の部分は改正部分）

行

（研究の促進等）
第三条 国は、新型インフルエンザ等感染症（第一条の規定による
改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。
次項において同じ。）に係るワクチン等の医薬品の研究開発を促
進するために必要な措置を講ずるとともに、これらの医薬品の早
期の薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）の規定による製造
販売の承認に資するよう必要な措置を講ずるものとする。

附 則

現

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律（平成二十年法律第三十号）（抄）（
附則第七十条関係）

附
（研究の促進等）
第三条 国は、新型インフルエンザ等感染症（第一条の規定による
改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。
次項において同じ。）に係るワクチン等の医薬品の研究開発を促
進するために必要な措置を講ずるとともに、これらの医薬品の早
期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）の規定による製造販
売の承認に資するよう必要な措置を講ずるものとする。
２ （略）
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則

改

正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（検討）
第六条 （略）
２ 政府は、この法律の施行の日から五年以内に、緊急時における
ワクチンの確保等に関する国、製造販売業者（薬事法（昭和三十
五年法律第百四十五号）第十二条第一項の医薬品の製造販売業の
許可を受けた者をいう。）等の関係者の役割の在り方等について
総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも
のとする。

附 則

現

○ 予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律（平成二十三年法
律第八十五号）（抄）（附則第七十条関係）

附
（検討）
第六条 （略）
２ 政府は、この法律の施行の日から五年以内に、緊急時における
ワクチンの確保等に関する国、製造販売業者（医薬品、医療機器
等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五
年法律第百四十五号）第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許
可を受けた者をいう。）等の関係者の役割の在り方等について総
合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの
とする。
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現

行

（傍線の部分は改正部分）

○ 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律（平成二十五年法律第十三号）（
抄）（附則第七十条関係）

案

（臨床研究環境の整備等）
第十条 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるように
するために、臨床研究が円滑に行われる環境の整備に必要な施策
を講ずるとともに、再生医療製品の早期の薬事法（昭和三十五年
法律第百四十五号）の規定による製造販売の承認に資する治験が
迅速かつ確実に行われるよう必要な施策を講ずるものとする。

正

（臨床研究環境の整備等）
第十条 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるように
するために、臨床研究が円滑に行われる環境の整備に必要な施策
を講ずるとともに、再生医療製品の早期の医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法
律第百四十五号）の規定による製造販売の承認に資する治験が迅
速かつ確実に行われるよう必要な施策を講ずるものとする。

（再生医療製品の審査に関する体制の整備等）
第十一条 国は、再生医療製品の特性を踏まえ、再生医療製品の早
期の薬事法の規定による製造販売の承認を図り、かつ、安全性を
確保するため、再生医療製品の審査に当たる人材の確保、再生医
療製品の審査の透明化、再生医療製品の審査に関する体制の整備
等のための必要な措置を講ずるものとする。

改

（再生医療製品の審査に関する体制の整備等）
第十一条 国は、再生医療製品の特性を踏まえ、再生医療製品の早
期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律の規定による製造販売の承認を図り、かつ、安全性を確
保するため、再生医療製品の審査に当たる人材の確保、再生医療
製品の審査の透明化、再生医療製品の審査に関する体制の整備等
のための必要な措置を講ずるものとする。
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○

正

案

一・二 （略）
２～５ （略）

行

（定義等）
第二条 この法律で「農林物資」とは、次の各号に掲げる物資をい
う。ただし、酒類並びに薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号
）に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品を除く。

現

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和二十五年法律第百七十五号）（抄）（附則第七十一条関係）
（傍線の部分は改正部分）
改
（定義等）
第二条 この法律で「農林物資」とは、次に掲げる物資をいう。た
だし、酒類並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）に規定
する医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。
一・二 （略）
２～５ （略）
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○

正

案

二 （略）

（傍線の部分は改正部分）

行

（適用除外）
第四十六条の二十二 第四十六条の五から前条までの規定は、次に
掲げる病原体については、適用しない。
一 薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条第一項（
同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合
を含む。）の規定による承認を受けた医薬品に含有される病原
体その他これに準ずる病原体であつて家畜の伝染性疾病を発生
させるおそれがほとんどないものとして農林水産省令で定める
もの

現

家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号）（抄）（附則第七十三条関係）

改
（適用除外）
第四十六条の二十二 第四十六条の五から前条までの規定は、次に
掲げる病原体については、適用しない。
一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条第一項、
第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項
（これらの規定が同法第八十三条第一項の規定により読み替え
て適用される場合を含む。）の規定による承認又は同法第二十
三条の二の二十三第一項（同法第八十三条第一項の規定により
読み替えて適用される場合を含む。）の規定による認証を受け
た医薬品又は再生医療等製品に含有される病原体その他これに
準ずる病原体であつて家畜の伝染性疾病を発生させるおそれが
ほとんどないものとして農林水産省令で定めるもの
（略）
二
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○

案

現

、い
、剤 取 締 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 五 十 二 号 ） （ 抄 ） （ 附 則 第 七 十 四 条 関 係 ）
覚せ

正

（傍線の部分は改正部分）

行

二・三 （略）
２ （略）

改
（指定の要件）
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、
覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療
所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資
格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、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（昭和三十五年法律第
百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。）第十二条
第一項（医薬品の製造販売業の許可）の規定による医薬品の製
造販売業の許可及び医薬品医療機器等法第十三条第一項（医薬
品の製造業の許可）の規定による医薬品の製造業の許可を受け
ている者（以下「医薬品製造販売業者等」という。）
二・三 （略）
２ （略）

（業務の廃止等の届出）
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合
には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在
地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を
届け出なければならない。
一 （略）
二 薬事法第十二条第二項（許可の有効期間）の規定により医薬
品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条

（指定の要件）
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、
覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療
所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資
格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法（昭和三十五年法律第
百四十五号）第十二条第一項（医薬品の製造販売業の許可）の
規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項
（医薬品の製造業の許可）の規定による医薬品の製造業の許可
を受けている者（以下「医薬品製造販売業者等」という。）

（業務の廃止等の届出）
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合
には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在
地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を
届け出なければならない。
一 （略）
二 医薬品医療機器等法第十二条第二項（許可の有効期間）の規
定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は
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医薬品医療機器等法第十三条第三項（許可の有効期間）の規定
により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を
受けなかつたとき。
三 医薬品医療機器等法第七十五条第一項（許可の取消し等）の
規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消され
たとき。
２～４ （略）

３

２～４ （略）

第三項（許可の有効期間）の規定により医薬品の製造業の許可
の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

（指定証の返納及び提出）
第十条 （略）
、い
、剤製造業者が第八条第一項（指定の取消及び業務等の停
２ 覚せ
止）若しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一項（許可の取消
、い
、剤施用
し等）の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せ
機関の開設者が医療法第二十九条（開設許可の取消及び閉鎖命令
、い
、剤研究
）の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せ
者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、
、い
、剤製造業者はその
その処分を受けた日から十五日以内に、覚せ
、い
、剤
製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せ
、い
、剤研究者はその病院若しくは診療所
施用機関の開設者又は覚せ
又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しな
ければならない。
３ （略）

（保管及び保管換）
第二十二条 （略）
、い
、い
、剤保管営業所は、覚せ
、剤製造業者の営業所
２ 前項但書の覚せ
であつて、且つ、薬事法に規定する薬剤師が置かれている営業所
でなければならない。

（指定証の返納及び提出）
第十条 （略）
、い
、剤製造業者が第八条第一項（指定の取消及び業務等の停
２ 覚せ
止）若しくは薬事法第七十五条第一項（許可の取消し等）の規定
、い
、剤施用機関の開設者
による業務停止の処分を受けたとき、覚せ
が医療法第二十九条（開設許可の取消及び閉鎖命令）の規定によ
、い
、剤研究者が第八条第
る閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せ
一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受
、い
、剤製造業者はその製造所の所在
けた日から十五日以内に、覚せ
、い
、剤施用機関の開
地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せ
、い
、剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の
設者又は覚せ
所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならな
い。
（略）

三 薬事法第七十五条第一項（許可の取消し等）の規定により医
薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

（保管及び保管換）
第二十二条 （略）
、い
、い
、剤保管営業所は、覚せ
、剤製造業者の営
２ 前項ただし書の覚せ
業所であつて、かつ、医薬品医療機器等法に規定する薬剤師が置
かれている営業所でなければならない。
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（指定の要件）
第三十条の二 覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業
者又は覚せい剤原料製造業者の指定は業務所又は製造所ごとに厚
生労働大臣が、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者の指
定は業務所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、厚生
労働省令の定めるところにより、次に掲げる者のうち適当と認め
る者について行う。
一 （略）
二 覚せい剤原料輸出業者については、医薬品医療機器等法第四
条第一項（薬局開設の許可）の規定により薬局開設の許可を受
けている者（以下「薬局開設者」という。）、医薬品製造販売
業者等、医薬品医療機器等法第二十六条第一項（店舗販売業の
許可）又は第三十四条第一項（卸売販売業の許可）の規定によ
り店舗販売業又は卸売販売業の許可を受けている者（以下この
条において「医薬品販売業者」という。）その他覚せい剤原料
を輸出することを業としようとする者
三～五 （略）

３ （略）

（指定及び届出に関する準用規定）
第三十条の五 第四条から第七条まで（指定の申請手続、指定証、
指定の有効期間、指定の失効）及び第十条から第十二条まで（指
定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届
）の規定は、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚
、い
、い
、剤原料取扱者及び覚せ
、剤原料研究
せい剤原料製造業者、覚せ
、い
、
者に関し準用する。この場合において、これらの規定中「覚せ
剤製造業者」とあるのは「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料

（指定の要件）
第三十条の二 覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業
者又は覚せい剤原料製造業者の指定は業務所又は製造所ごとに厚
生労働大臣が、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者の指
定は業務所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、厚生
労働省令の定めるところにより、次に掲げる者のうち適当と認め
る者について行う。
一 （略）
二 覚せい剤原料輸出業者については、薬事法第四条第一項（薬
局開設の許可）の規定により薬局開設の許可を受けている者（
以下「薬局開設者」という。）、医薬品製造販売業者等、同法
第二十六条第一項（店舗販売業の許可）又は第三十四条第一項
（卸売販売業の許可）の規定により店舗販売業又は卸売販売業
の許可を受けている者（以下この条において「医薬品販売業者
」という。）その他覚せい剤原料を輸出することを業としよう
とする者
三～五 （略）

３

（略）

（指定及び届出に関する準用規定）
第三十条の五 第四条から第七条まで（指定の申請手続、指定証、
指定の有効期間、指定の失効）及び第十条から第十二条まで（指
定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届
）の規定は、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚
、い
、い
、剤原料取扱者及び覚せ
、剤原料研究
せい剤原料製造業者、覚せ
、い
、
者に関し準用する。この場合において、これらの規定中「覚せ
剤製造業者」とあるのは「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料
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（指定の失効等の場合の措置義務）
第三十条の十五 第三十条の七（所持の禁止）第一号から第七号ま
でに規定する者（国又は地方公共団体の開設する病院又は診療所
にあつては、その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指

、い
、剤施用機関」
輸出業者又は覚せい剤原料製造業者」と、「覚せ
、い
、剤施用機関
とあり（第十二条第二項の場合を除く。）、「覚せ
、い
、い
、剤原料取扱者」と、「覚せ
、剤研
の開設者」とあるのは「覚せ
、い
、剤原料研究者」と、第四条第一項、第
究者」とあるのは「覚せ
五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条並びに第十二条
第一項中「製造所」とあるのは「業務所又は製造所」と、第四条
第二項、第十条第一項及び第二項並びに第十一条中「病院若しく
は診療所」とあり、第十二条第二項中「病院又は診療所」とある
のは「業務所」と、第五条第一項中「当該製造業者」とあるのは
「当該輸入業者、輸出業者又は製造業者」と、「当該施用機関の
開設者」とあるのは「当該取扱者」と、第六条中「その翌年」と
あるのは「、その指定の日から四年を経過した日の属する年」と
、第七条中「第九条」とあり、第十条第一項中「前条」とあるの
は「第三十条の四」と、第十条第二項中「第八条第一項（指定の
取消及び業務等の停止）若しくは医薬品医療機器等法第七十五条
第一項（許可の取消し等）の規定」とあり、「第八条第一項の規
定」とあるのは「第三十条の三第一項の規定」と、「医療法第二
十九条（開設許可の取消及び閉鎖命令）の規定による閉鎖命令の
処分」とあるのは「第三十条の三第一項の規定による業務停止の
処分」と、第十条第三項中「業務停止期間、閉鎖期間」とあるの
、い
、剤施用機関の
は「業務停止期間」と、第十二条第二項中「覚せ
名称」とあるのは「氏名（法人にあつてはその名称）若しくは住
所又は業務所の名称」と読み替えるものとする。

（指定の失効等の場合の措置義務）
第三十条の十五 第三十条の七（所持の禁止）第一号から第七号ま
でに規定する者（国又は地方公共団体の開設する病院又は診療所
にあつては、その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指

、い
、剤施用機関」
輸出業者又は覚せい剤原料製造業者」と、「覚せ
、い
、剤施用機関
とあり（第十二条第二項の場合を除く。）、「覚せ
、い
、い
、剤原料取扱者」と、「覚せ
、剤研
の開設者」とあるのは「覚せ
、い
、剤原料研究者」と、第四条第一項、第
究者」とあるのは「覚せ
五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条並びに第十二条
第一項中「製造所」とあるのは「業務所又は製造所」と、第四条
第二項、第十条第一項及び第二項並びに第十一条中「病院若しく
は診療所」とあり、第十二条第二項中「病院又は診療所」とある
のは「業務所」と、第五条第一項中「当該製造業者」とあるのは
「当該輸入業者、輸出業者又は製造業者」と、「当該施用機関の
開設者」とあるのは「当該取扱者」と、第六条中「その翌年」と
あるのは「、その指定の日から四年を経過した日の属する年」と
、第七条中「第九条」とあり、第十条第一項中「前条」とあるの
は「第三十条の四」と、第十条第二項中「第八条第一項（指定の
取消及び業務等の停止）若しくは薬事法第七十五条第一項（許可
の取消し等）の規定」とあり、「第八条第一項の規定」とあるの
は「第三十条の三第一項の規定」と、「医療法第二十九条（開設
許可の取消及び閉鎖命令）の規定による閉鎖命令の処分」とある
のは「第三十条の三第一項の規定による業務停止の処分」と、第
十条第三項中「業務停止期間、閉鎖期間」とあるのは「業務停止
、い
、剤施用機関の名称」とある
期間」と、第十二条第二項中「覚せ
のは「氏名（法人にあつてはその名称）若しくは住所又は業務所
の名称」と読み替えるものとする。
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定する職員とし、国又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施
設にあつてはその獣医師管理者とする。）は、次に掲げる場合に
おいては、その事由の生じた日から十五日以内に、同条第一号か
、い
、剤原料の保管場
ら第三号までに規定する者にあつては当該覚せ
所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、その他の者に
、い
、剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に
あつては当該覚せ
、い
、剤
当該事由が生じた際その者が所有し、又は所持していた覚せ
原料の品名及び数量を報告しなければならない。
一 （略）
二 薬局開設者がその薬局を廃止したとき、その許可の有効期間
が満了してその更新を受けなかつたとき、又は医薬品医療機器
等法第七十五条第一項（許可の取消し等）の規定によりその許
可を取り消されたとき。
三・四 （略）
２～６ （略）

定する職員とし、国又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施
設にあつてはその獣医師管理者とする。）は、次に掲げる場合に
おいては、その事由の生じた日から十五日以内に、同条第一号か
、い
、剤原料の保管場
ら第三号までに規定する者にあつては当該覚せ
所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、その他の者に
、い
、剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に
あつては当該覚せ
、い
、剤
当該事由が生じた際その者が所有し、又は所持していた覚せ
原料の品名及び数量を報告しなければならない。
一 （略）
二 薬局開設者がその薬局を廃止したとき、その許可の有効期間
が満了してその更新を受けなかつたとき、又は薬事法第七十五
条第一項（許可の取消し等）の規定によりその許可を取り消さ
れたとき。
三・四 （略）
２～６ （略）
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○

正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

六 麻薬小売業者の免許については、薬事法の規定により薬局開
設の許可を受けている者
七～九 （略）

二 麻薬輸出業者の免許については、薬事法の規定により医薬品
の製造販売業又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら
薬剤師であるか又は薬剤師を使用しているもの
三 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許については、薬事法の
規定により医薬品の製造販売業及び製造業の許可を受けている
者
四 家庭麻薬製造業者の免許については、薬事法の規定により医
薬品の製造業の許可を受けている者
五 麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許については、薬事法
の規定により薬局開設の許可を受けている者又は同法の規定に
より医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤
師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの

（免許）
第三条 （略）
２ 次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。
一 麻薬輸入業者の免許については、薬事法（昭和三十五年法律
第百四十五号）の規定により医薬品の製造販売業の許可を受け
ている者

現

麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）（抄）（附則第七十五条関係）

改
（免許）
第三条 （略）
２ 次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。
一 麻薬輸入業者の免許については、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（昭和三十五年法律
第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。）の規定
により医薬品の製造販売業の許可を受けている者
二 麻薬輸出業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定
により医薬品の製造販売業又は販売業の許可を受けている者で
あつて、自ら薬剤師であるか又は薬剤師を使用しているもの
三 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許については、医薬品医
療機器等法の規定により医薬品の製造販売業及び製造業の許可
を受けている者
四 家庭麻薬製造業者の免許については、医薬品医療機器等法の
規定により医薬品の製造業の許可を受けている者
五 麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許については、医薬品
医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者又は
医薬品医療機器等法の規定により医薬品の販売業の許可を受け
ている者であつて、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用
しているもの
六 麻薬小売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定
により薬局開設の許可を受けている者
七～九 （略）
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（免許）
第五十条 （略）
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことが
できる。
一 （略）
二 次のイからトまでのいずれかに該当する者であるとき。
イ・ロ （略）
ハ イ又はロに該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法
、あへん法、薬剤師法、医薬品医療機器等法その他薬事に関
する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為が
あつた日から二年を経過していない者
ニ・ホ （略）
ヘ 麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者
ト （略）

３ 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことが
できる。
一・二 （略）
三 前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法（昭
和二十三年法律第百二十四号）、あへん法、薬剤師法（昭和三
十五年法律第百四十六号）、医薬品医療機器等法、医師法（昭
和二十三年法律第二百一号）、医療法その他薬事若しくは医事
に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為
があつた日から二年を経過していない者
四・五 （略）
六 麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者
七 （略）

（免許）
第五十条 （略）
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことが
できる。
一 （略）
二 次のイからトまでのいずれかに該当する者であるとき。
イ・ロ （略）
ハ イ又はロに該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法
、あへん法、薬剤師法、薬事法その他薬事に関する法令又は
これらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から
二年を経過していない者
ニ・ホ （略）
ヘ 麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者
ト （略）

３ 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことが
できる。
一・二 （略）
三 前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法（昭
和二十三年法律第百二十四号）、あへん法、薬剤師法（昭和三
十五年法律第百四十六号）、薬事法、医師法（昭和二十三年法
律第二百一号）、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令
又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日か
ら二年を経過していない者
四・五 （略）
六 麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者
七 （略）
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（薬局開設者等の特例）
第五十条の二十六 医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許
可（その更新を含む。）を受けた者（以下この条において「薬局
開設者」という。）又は医薬品（医薬品医療機器等法第八十三条
第一項に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。）の
卸売販売業の許可を受けた者は、この法律の規定（第五十条の四
及び第五十条の二十第四項を除く。）の適用については、それぞ
れ第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小
売業者の免許を受けた者又は同項の規定により向精神薬卸売業者
の免許を受けた者とみなす。ただし、当該薬局開設者又は医薬品
の卸売販売業の許可を受けた者が、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事に別段の申出をしたときは、この限りでな
い。
２ 前項の規定により向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免
許を受けた者とみなされた者に係る免許は、第五十条の三の規定
により効力を失うほか、次の各号のいずれかに該当するときは、
その効力を失う。
一 医薬品医療機器等法第四条第二項又は第二十四条第二項の規
定により医薬品医療機器等法第四条第一項又は第三十四条第一
項の許可の効力が失われたとき。
二 医薬品医療機器等法第十条（医薬品医療機器等法第三十八条
において準用する場合を含む。）の規定による届出（廃止に係
るものに限る。）があつたとき。
三 医薬品医療機器等法第七十五条第一項の規定により医薬品医
療機器等法第四条第一項又は第三十四条第一項の許可が取り消
されたとき。
３ 第一項本文の場合においては、当該薬局開設者の薬局に係る医
薬品医療機器等法第七条第三項に規定する薬局の管理者又は当該

（薬局開設者等の特例）
第五十条の二十六 薬事法の規定により薬局開設の許可（その更新
を含む。）を受けた者（以下この条において「薬局開設者」とい
う。）又は医薬品（同法第八十三条第一項に規定する医薬品を除
く。以下この条において同じ。）の卸売販売業の許可を受けた者
は、この法律の規定（第五十条の四及び第五十条の二十第四項を
除く。）の適用については、それぞれ第五十条第一項の規定によ
り向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は
同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。
ただし、当該薬局開設者又は医薬品の卸売販売業の許可を受けた
者が、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に別段
の申出をしたときは、この限りでない。

２ 前項の規定により向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免
許を受けた者とみなされた者に係る免許は、第五十条の三の規定
により効力を失うほか、次の各号のいずれかに該当するときは、
その効力を失う。
一 薬事法第四条第二項又は第二十四条第二項の規定により同法
第四条第一項又は第三十四条第一項の許可の効力が失われたと
き。
二 薬事法第十条（同法第三十八条において準用する場合を含む
。）の規定による届出（廃止に係るものに限る。）があつたと
き。
三 薬事法第七十五条第一項の規定により同法第四条第一項又は
第三十四条第一項の許可が取り消されたとき。

３ 第一項本文の場合においては、当該薬局開設者の薬局に係る薬
事法第七条第三項に規定する薬局の管理者又は当該医薬品の卸売
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医薬品の卸売販売業の許可を受けた者に係る医薬品医療機器等法
第三十五条第二項に規定する営業所管理者は、第五十条の二十第
一項の向精神薬取扱責任者とみなす。
４ （略）

第五十四条 （略）
２～４ （略）
５ 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は
、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あ
、い
、剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）若
へん法、覚せ
しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行
為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関
する法律（平成三年法律第九十四号）に違反する罪若しくは薬事
法に違反する罪（同法第八十三条の九、第八十四条第十九号（第
七十六条の七第一項及び第二項の規定に係る部分に限る。）及び
第二十号、第八十五条第七号、第八十六条第一項第十九号並びに
第八十七条第九号（第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限
る。）及び第十一号並びに第九十条（これらの規定に係る部分に
限る。）の罪に限る。）、刑法（明治四十年法律第四十五号）第
二編第十四章に定める罪又は麻薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒
により犯された罪について、刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百
三十一号）の規定による司法警察員として職務を行う。

販売業の許可を受けた者に係る同法第三十五条第二項に規定する
営業所管理者は、第五十条の二十第一項の向精神薬取扱責任者と
みなす。
４ （略）

６～８ （略）

第五十四条 （略）
２～４ （略）
５ 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は
、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あ
、い
、剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）若
へん法、覚せ
しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行
為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関
する法律（平成三年法律第九十四号）に違反する罪若しくは医薬
品医療機器等法に違反する罪（医薬品医療機器等法第八十三条の
九、第八十四条第二十五号（第七十六条の七第一項及び第二項の
規定に係る部分に限る。）及び第二十六号、第八十五条第八号、
第八十六条第一項第二十三号並びに第八十七条第十三号（第七十
六条の八第一項の規定に係る部分に限る。）及び第十五号並びに
第九十条（これらの規定に係る部分に限る。）の罪に限る。）、
刑法（明治四十年法律第四十五号）第二編第十四章に定める罪又
は麻薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について
、刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）の規定による司
法警察員として職務を行う。
６～８ （略）
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○

正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（医療法の適用除外等）
第百十五条の五 （略）
２ 前項の医療を行うための施設は、医師法（昭和二十三年法律第
二百一号）第二十四条第二項、歯科医師法（昭和二十三年法律第
二百二号）第二十三条第二項、診療放射線技師法（昭和二十六年
法律第二百二十六号）第二十六条第二項、歯科技工士法（昭和三
十年法律第百六十八号）第二条第三項ただし書及び第十八条ただ
し書、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和三
十一年法律第百六十号）第十三条第一項ただし書、臨床検査技師
等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）第二十条の三第
一項、薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第十一項
ただし書、第四十六条第二項及び第四十九条第一項ただし書、薬
剤師法（昭和三十五年法律第百四十六号）第二十二条ただし書並
びに救急救命士法（平成三年法律第三十六号）第二条第一項及び
第四十四条第二項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定
に規定する病院と、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十六第一
項第一号及び第二項の規定の適用については同条に規定する病院
等と、薬事法第三十四条第三項の規定の適用については同項に規
定する薬局開設者等とみなす。

現

自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）（抄）（附則第七十六条関係）

改
（医療法の適用除外等）
第百十五条の五 （略）
２ 前項の医療を行うための施設は、医師法（昭和二十三年法律第
二百一号）第二十四条第二項、歯科医師法（昭和二十三年法律第
二百二号）第二十三条第二項、診療放射線技師法（昭和二十六年
法律第二百二十六号）第二十六条第二項、歯科技工士法（昭和三
十年法律第百六十八号）第二条第三項ただし書及び第十八条ただ
し書、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和三
十一年法律第百六十号）第十三条第一項ただし書、臨床検査技師
等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）第二十条の三第
一項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第十二項た
だし書、第四十六条第二項及び第四十九条第一項ただし書、薬剤
師法（昭和三十五年法律第百四十六号）第二十二条ただし書並び
に救急救命士法（平成三年法律第三十六号）第二条第一項及び第
四十四条第二項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に
規定する病院と、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十六第一項
第一号及び第二項の規定の適用については同条に規定する病院等
と、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
する法律第三十四条第三項の規定の適用については同項に規定す
る薬局開設者等とみなす。
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○

正

案

一～三 （略）
２ （略）

行

（放射線取扱主任者）
第三十四条 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許
可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、
次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、
放射線取扱主任者を選任しなければならない。この場合において
、放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いるとき
は医師又は歯科医師を、放射性同位元素又は放射線発生装置を薬
事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条に規定する医薬品
、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造所において使用をする
ときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任すること
ができる。

現

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）（抄）（附則第七十七条関係）
（傍線の部分は改正部分）
改
（放射線取扱主任者）
第三十四条 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許
可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、
次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、
放射線取扱主任者を選任しなければならない。この場合において
、放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いるとき
は医師又は歯科医師を、放射性同位元素又は放射線発生装置を医
薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条に規定する医薬品、
医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造所にお
いて使用をするときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者とし
て選任することができる。
一～三 （略）
２ （略）
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○

正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

薬事法第十三条第一項（製造業の許可）の 許可件 一件に
医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機 数
つき九

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第
九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―
第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の
三関係）
登記、登録、特許、免許、許可、 認可、認定、 課税標 税率
指定又は技能証明の事項
準
一～七十六 （略）
七十七 医薬品等の製造販売業、製造業若しくは修理業に係る許
可若しくは認定又は指定管理医療機器等に係る登録認証機関の
登録
薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号） 許可件 一件に
第十二条第一項（製造販売業の許可）（同法 数
つき十
第八十三条第一項（動物用医薬品等）の規定
五万円
により読み替えて適用する場合を含む。）の
第一種医薬品製造販売業許可、第二種医薬品
製造販売業許可、医薬部外品製造販売業許可
、化粧品製造販売業許可、第一種医療機器製
造販売業許可、第二種医療機器製造販売業許
可又は第三種医療機器製造販売業許可（政令
で定めるものに限り、更新の許可を除く。）

現

登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）（抄）（附則第七十八条関係）

改
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第
九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―
第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の
三関係）
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指 課税標 税率
定又は技能証明の事項
準
一～七十六 （略）
七十七 医薬品等の製造販売業、製造業若しくは修理業に係る許
可、認定若しくは登録又は指定高度管理医療機器等に係る登録
認証機関の登録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安 許可件 一件に
全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法 数
つき十
律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法
五万円
」という。）第十二条第一項（製造販売業の
許可）（医薬品医療機器等法第八十三条第一
項（動物用医薬品等）の規定により読み替え
て適用する場合を含む。）の第一種医薬品製
造販売業許可、第二種医薬品製造販売業許可
、医薬部外品製造販売業許可又は化粧品製造
販売業許可（政令で定めるものに限り、更新
の許可を除く。）
医薬品医療機器等法第十三条第一項（製造 許可件 一件に
業の許可）の医薬品、医薬部外品若しくは化 数
つき九
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粧品の製造業の許可又は同条第六項の規定に
よる製造所に係る許可の区分の追加の許可（
政令で定めるものに限り、更新の許可を除く
。）
医薬品医療機器等法第十三条の三第一項（
医薬品等外国製造業者の認定）の医薬品等外
国製造業者の認定又は同条第三項において準
用する医薬品医療機器等法第十三条第六項の
規定による製造所に係る認定の区分の追加の
認定（更新の認定を除く。）
医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項
（製造販売業の許可）（医薬品医療機器等法
第八十三条第一項（動物用医薬品等）の規定
により読み替えて適用する場合を含む。）の
第一種医療機器製造販売業許可、第二種医療
機器製造販売業許可、第三種医療機器製造販
売業許可又は体外診断用医薬品製造販売業許
可（政令で定めるものに限り、更新の許可を
除く。）
医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第
一項（製造業の登録）の医療機器又は体外診
断用医薬品の製造の事業の登録（政令で定め
るものに限り、更新の登録を除く。）
医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第
一項（医療機器等外国製造業者の登録）の医
療機器等外国製造業者の登録（更新の登録を
除く。）
医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一

万円

認定件 一件に
数
つき九
万円

器の製造業の許可又は同条第六項の規定によ
る製造所に係る許可の区分の追加の許可（政
令で定めるものに限り、更新の許可を除く。
）
薬事法第十三条の三第一項（外国製造業者 認定件
の認定）の規定による外国製造業者の認定又 数
は同条第三項において準用する同法第十三条
第六項の規定による製造所に係る認定の区分
の追加の認定（更新の認定を除く。）

登録件 一件に
数
つき九
万円

（新設）

（新設）

（新設）

登録件 一件に
数
つき九
万円

（新設）

許可件 一件に
数
つき十
五万円

許可件 一件に

万円

一件に
つき九
万円
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項（製造販売業の許可）（医薬品医療機器等
法第八十三条第一項（動物用医薬品等）の規
定により読み替えて適用する場合を含む。）
の再生医療等製品の製造販売の事業の許可（
政令で定めるものに限り、更新の許可を除く
。）
医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第
一項（製造業の許可）の再生医療等製品の製
造業の許可又は同条第六項の規定による製造
所に係る許可の区分の追加の許可（政令で定
めるものに限り、更新の許可を除く。）
医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第
一項（再生医療等製品外国製造業者の認定）
の再生医療等製品外国製造業者の認定又は同
条第三項において準用する医薬品医療機器等
法第二十三条の二十二第六項の規定による製
造所に係る認定の区分の追加の認定（更新の
認定を除く。）
医薬品医療機器等法第四十条の二第一項（
医療機器の修理業の許可）の医療機器の修理
業の許可又は同条第五項の規定による事業所
に係る修理区分の追加の許可（政令で定める
ものに限り、更新の許可を除く。）
医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規
定により読み替えて適用する医薬品医療機器
等法第十三条第一項若しくは第六項（医薬品
医療機器等法第十三条の三第三項において準
用する場合を含む。）、第十三条の三第一項

数

（新設）

つき十
五万円

許可件 一件に
数
つき九
万円

（新設）

薬事法第四十条の二第一項（医療機器の修
理業の許可）の医療機器の修理業の許可又は
同条第五項の規定による事業所に係る修理区
分の追加の許可（政令で定めるものに限り、
更新の許可を除く。）
薬事法第八十三条第一項の規定により読み
替えて適用する同法第十三条第一項若しくは
第六項（同法第十三条の三第三項において準
用する場合を含む。）、第十三条の三第一項
又は第四十条の二第一項若しくは第五項の規

認定件 一件に
数
つき九
万円

許可件 一件に
数
つき九
万円

許可件 一件に
数、認 つき九
定件数 万円
又は登
録件数

許可件 一件に
数
つき九
万円

許可件 一件に
数又は つき九
認定件 万円
数
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、第二十三条の二の三第一項、第二十三条の
二の四第一項、第二十三条の二十二第一項若
しくは第六項（医薬品医療機器等法第二十三
条の二十四第三項において準用する場合を含
む。）、第二十三条の二十四第一項又は第四
十条の二第一項若しくは第五項の規定による
許可、認定又は登録（政令で定めるものに限
り、更新の許可、認定又は登録を除く。）
医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十 登録件 一件に
三第一項（登録認証機関の登録）の登録（更 数
つき九
新の登録を除く。）
万円
七十八～百六十 （略）

定による許可又は認定（政令で定めるものに
限り、更新の許可又は認定を除く。）

（略）

薬事法第二十三条の二第一項（登録認証機 登録件 一件に
関の登録）の登録（更新の登録を除く。）
数
つき九
万円
七十八～百六十
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○

正

務

案

（略）

事

行

（傍線の部分は改正部分）

務

（略）

（略）
薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）によ
る同法第十九条の二第一項の承認又は同法第十
九条の三の届出に関する事務であつて総務省令
で定めるもの

別表第一（第三十条の七関係）
提供を受ける
国の機関又は
法人
（略）
五十八 厚生
労働省

現

住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）（抄）（附則第八十条関係）

改

事

（略）
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百
四十五号）による同法第十九条の二第一項の承
認、同法第十九条の三の届出、同法第二十三条
の二の十七第一項の承認、同法第二十三条の二
の十八の届出、同法第二十三条の三十七第一項
の承認又は同法第二十三条の三十八の届出に関
する事務であつて総務省令で定めるもの
（略）

別表第一（第三十条の七関係）
提供を受ける
国の機関又は
法人
（略）
五十八 厚生
労働省

（略）
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○

正

案

現

（傍線の部分は改正部分）

行

（裁判手続等における複製）
第四十二条 （略）
２ 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前
項と同様とする。
一 （略）
二 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事（医療機器（薬事法
（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第四項に規定する医
療機器をいう。）に関する事項を含む。以下この号において同
じ。）に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政
法人に対する薬事に関する報告に関する手続

著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）（抄）（附則第八十一条関係）

改
（裁判手続等における複製）
第四十二条 （略）
２ 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前
項と同様とする。
一 （略）
二 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事（医療機器（医薬品
、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第四項に規定する医
療機器をいう。）及び再生医療等製品（同条第九項に規定する
再生医療等製品をいう。）に関する事項を含む。以下この号に
おいて同じ。）に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは
独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続
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○

正

案

九

（略）

（傍線の部分は改正部分）

行

別表（第二条関係）
一～七 （略）
八 薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規
定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項
に規定する化粧品及び同条第四項に規定する医療機器

現

消費生活用製品安全法（昭和四十八年法律第三十一号）（抄）（附則第八十二条関係）

改
別表（第二条関係）
一～七 （略）
八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規
定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項
に規定する化粧品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第
九項に規定する再生医療等製品
（略）
九
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○

正

案

三

（略）

行

別表
一 （略）
二 薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規
定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項
に規定する化粧品及び同条第四項に規定する医療機器

現

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十二号）（抄）（附則第八十二条関係）
（傍線の部分は改正部分）
改
別表
一 （略）
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規
定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項
に規定する化粧品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第
九項に規定する再生医療等製品
（略）
三
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○

正

案

行

（他の法令との関係）
第五十五条 次の各号に掲げる物である化学物質については第三条
、第七条第一項、第八条第一項（同条第二項において準用する場
合を含む。）、第九条第一項、第十条第一項及び第二項、第十二
条、第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条、第十七条第一
項、第十八条、第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条第一
項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十四条第一項及
び第三項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第
一項、第三十八条、第三十九条、第四十一条第一項（同条第二項
において準用する場合を含む。）及び第三項並びに第四十二条の
規定を、第一種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる
物については第二十四条第一項、第二十八条第二項、第二十九条
第一項及び第三十四条の規定を、第二種特定化学物質が使用され
ている次の各号に掲げる物については第三十五条第一項、第三十
六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条及び第四十二条の規
定を、次の各号に掲げる物の原材料としての化学物質の使用につ
いては第十二条、第十六条、第二十五条、第二十六条第一項、第
二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十四条第三項、第三十
六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条及び第
四十二条の規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるとこ
ろによる。
一～四 （略）
五 薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規

現

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十七号）（抄）（附則第八十二条関係）
（傍線の部分は改正部分）
改
（他の法令との関係）
第五十五条 次の各号に掲げる物である化学物質については第三条
、第七条第一項、第八条第一項（同条第二項において準用する場
合を含む。）、第九条第一項、第十条第一項及び第二項、第十二
条、第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条、第十七条第一
項、第十八条、第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条第一
項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十四条第一項及
び第三項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第
一項、第三十八条、第三十九条、第四十一条第一項（同条第二項
において準用する場合を含む。）及び第三項並びに第四十二条の
規定を、第一種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる
物については第二十四条第一項、第二十八条第二項、第二十九条
第一項及び第三十四条の規定を、第二種特定化学物質が使用され
ている次の各号に掲げる物については第三十五条第一項、第三十
六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条及び第四十二条の規
定を、次の各号に掲げる物の原材料としての化学物質の使用につ
いては第十二条、第十六条、第二十五条、第二十六条第一項、第
二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十四条第三項、第三十
六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条及び第
四十二条の規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるとこ
ろによる。
一～四 （略）
五 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
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する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規
定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項
に規定する化粧品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第
九項に規定する再生医療等製品

定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項
に規定する化粧品及び同条第四項に規定する医療機器
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○

正

案

行

２ この法律において「毒物」とは、次に掲げる物をいう。
一 毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）別表第
一及び第二に掲げる物（薬事法に規定する医薬品及び医薬部外
品を除く。）
二 薬事法第四十四条第一項又は第二項の規定により厚生労働大
臣が指定した医薬品
三 （略）

（定義）
第二条 この法律において「流通食品」とは、公衆に販売される飲
食物（薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬
品及び医薬部外品を除く。）をいう。

現

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法（昭和六十二年法律第百三号）（抄）（附則第八十三条関係）
（傍線の部分は改正部分）
改
（定義）
第二条 この法律において「流通食品」とは、公衆に販売される飲
食物（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号。次項において「医
薬品医療機器等法」という。）に規定する医薬品、医薬部外品及
び再生医療等製品を除く。）をいう。
２ この法律において「毒物」とは、次に掲げる物をいう。
一 毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）別表第
一及び第二に掲げる物（医薬品医療機器等法に規定する医薬品
及び医薬部外品を除く。）
二 医薬品医療機器等法第四十四条第一項又は第二項の規定によ
り厚生労働大臣が指定した医薬品
（略）
三
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○

正

案

２～６

（略）

（傍線の部分は改正部分）

行

（定義）
第二条 この法律において「食品」とは、飲食料品（その原料又は
材料として使用される農林水産物及び花きを含む。）のうち薬事
法（昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品及び医薬
部外品以外のものをいう。

現

食品流通構造改善促進法（平成三年法律第五十九号）（抄）（附則第八十四条関係）

改
（定義）
第二条 この法律において「食品」とは、飲食料品（その原料又は
材料として使用される農林水産物及び花きを含む。）のうち医薬
品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
（昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品、医薬部外
品及び再生医療等製品以外のものをいう。
２～６ （略）
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○

正

案

２・３ （略）

行

（定義）
第二条 この法律において「食品」とは、飲食料品のうち薬事法（
昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品及び医薬部外
品以外のものをいう。

現

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（平成十年法律第五十九号）（抄）（附則第八十四条関係）
（傍線の部分は改正部分）
改
（定義）
第二条 この法律において「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭
和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品、医薬部外品及
び再生医療等製品以外のものをいう。
２・３ （略）

- 277 -

○

現

中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）（抄）（附則第八十四条関係）

案

（傍線の部分は改正部分）

行
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正

（定義）
第七条 （略）
２～８ （略）
９ この法律において「特定事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 （略）
二 食品（飲食料品（花きを含む。）のうち薬事法（昭和三十五
年法律第百四十五号）に規定する医薬品及び医薬部外品以外の
ものをいう。以下この号において同じ。）の小売業の業務を行
う者（以下この号において「食品小売業者」という。）又は事
業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で
定める法人で食品小売業者を直接若しくは間接の構成員とする
ものの出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものが、相当数
の食品小売業者の店舗が集積する施設で、当該施設と一体的に
駐車場、休憩所その他の当該施設の利用者の利便の増進に資す
る施設が整備されているもの（これと一体的に設置される倉庫
その他の食品に係る流通業務用の施設を含む。）を整備する事
業で、中心市街地における食品の流通の円滑化に特に資するも
の（第四十四条において「中心市街地食品流通円滑化事業」と
いう。）
三 （略）
（略）
10

改
（定義）
第七条 （略）
２～８ （略）
９ この法律において「特定事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 （略）
二 食品（飲食料品（花きを含む。）のうち医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五
年法律第百四十五号）に規定する医薬品、医薬部外品及び再生
医療等製品以外のものをいう。以下この号において同じ。）の
小売業の業務を行う者（以下この号において「食品小売業者」
という。）又は事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合
会その他の政令で定める法人で食品小売業者を直接若しくは間
接の構成員とするものの出資又は拠出に係る法人で政令で定め
るものが、相当数の食品小売業者の店舗が集積する施設で、当
該施設と一体的に駐車場、休憩所その他の当該施設の利用者の
利便の増進に資する施設が整備されているもの（これと一体的
に設置される倉庫その他の食品に係る流通業務用の施設を含む
。）を整備する事業で、中心市街地における食品の流通の円滑
化に特に資するもの（第四十四条において「中心市街地食品流
通円滑化事業」という。）
三 （略）
（略）
10

○

正

案

２～７ （略）

行

（定義）
第二条 この法律において「食品」とは、飲食料品のうち薬事法（
昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品及び医薬部外
品以外のものをいう。

現

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法律第百十六号）（抄）（附則第八十四条関係）
（傍線の部分は改正部分）
改
（定義）
第二条 この法律において「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭
和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品、医薬部外品及
び再生医療等製品以外のものをいう。
２～７ （略）
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○

正

（略）
食料の安定供給の確保又は農
林漁業の持続的かつ健全な発
展に資する長期かつ低利の資
金で、食品の製造等に必要な
施設の改良、造成若しくは取
得に必要なもの（当該施設が
主務大臣の指定する事業の用
に供されるものである場合に
は、当該施設の改良、造成又
は取得に関連する当該事業に
必要な資金を含む。）又は食
品の製造等に関する高度な新
技術の研究開発若しくは利用
（これらのために特別に費用
を支出して行うもの又は当該
新技術の利用に関する権利を
取得するものに限る。）に必
要なものであって、主務大臣
の指定するもの（前三号に掲
げるものを除き、中小企業者
に対するものであってその償

案

別表第一（第十一条関係）
（略）
（略）
十二
食品（飲食料品のうち薬
事法（昭和三十五年法律
第百四十五号）に規定す
る医薬品及び医薬部外品
以外のものをいう。）若
しくは飼料の製造、加工
若しくは流通（以下「食
品の製造等」という。）
の事業を営む者又はこれ
らの者の組織する法人（
これらの者又は地方公共
団体が主たる構成員若し
くは出資者となっている
か又は基本財産の額の過
半を拠出している法人で
食品の製造等の事業の振
興を目的とするものを含
む。）

現

株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号）（抄）（附則第八十四条関係）

改
別表第一（第十一条関係）
（略）
（略）
十二
食品（飲食料品のうち医
薬品、医療機器等の品質
、有効性及び安全性の確
保等に関する法律（昭和
三十五年法律第百四十五
号）に規定する医薬品、
医薬部外品及び再生医療
等製品以外のものをいう
。）若しくは飼料の製造
、加工若しくは流通（以
下「食品の製造等」とい
う。）の事業を営む者又
はこれらの者の組織する
法人（これらの者又は地
方公共団体が主たる構成
員若しくは出資者となっ
ているか又は基本財産の
額の過半を拠出している
法人で食品の製造等の事
業の振興を目的とするも
のを含む。）

（傍線の部分は改正部分）

行

（略）
食料の安定供給の確保又は農
林漁業の持続的かつ健全な発
展に資する長期かつ低利の資
金で、食品の製造等に必要な
施設の改良、造成若しくは取
得に必要なもの（当該施設が
主務大臣の指定する事業の用
に供されるものである場合に
は、当該施設の改良、造成又
は取得に関連する当該事業に
必要な資金を含む。）又は食
品の製造等に関する高度な新
技術の研究開発若しくは利用
（これらのために特別に費用
を支出して行うもの又は当該
新技術の利用に関する権利を
取得するものに限る。）に必
要なものであって、主務大臣
の指定するもの（前三号に掲
げるものを除き、中小企業者
に対するものであってその償
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（略）

（略）

還期限が十年を超えるものに
限る。）
（略）

（略）

（略）

還期限が十年を超えるものに
限る。）

（略）
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○
）

正

案

２～４ （略）

（傍線の部分は改正部分）

行

（定義）
第二条 この法律において「米穀等」とは、米穀及び米穀を原材料
とする飲食料品（米穀並びに薬事法（昭和三十五年法律第百四十
五号）に規定する医薬品及び医薬部外品を除き、料理を含む。以
下同じ。）であって政令で定めるものをいう。

現

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成二十一年法律第二十六号）（抄）（附則第八十四条関係

改
（定義）
第二条 この法律において「米穀等」とは、米穀及び米穀を原材料
とする飲食料品（米穀並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五
号）に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除き、
料理を含む。以下同じ。）であって政令で定めるものをいう。
２～４ （略）
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○

正

案

現

六～九 （略）

（傍線の部分は改正部分）

行

別表第一（第六条関係）
一～四 （略）
五 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項（
病院等）に規定する病院、同条第二項に規定する診療所、同法
第二条第一項（助産所）に規定する助産所、介護保険法（平成
九年法律第百二十三号）第八条第二十七項（定義）に規定する
介護老人保健施設その他医療に関する施設として政令で定める
ものの用に供されている土地等及び薬事法（昭和三十五年法律
第百四十五号）第二条第十一項（定義）に規定する薬局の用に
供されている土地等のうち調剤の業務を行う場所に係るもの

地価税法（平成三年法律第六十九号）（抄）（附則第八十五条関係）

改
別表第一（第六条関係）
一～四 （略）
五 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項（
病院等）に規定する病院、同条第二項に規定する診療所、同法
第二条第一項（助産所）に規定する助産所、介護保険法（平成
九年法律第百二十三号）第八条第二十七項（定義）に規定する
介護老人保健施設その他医療に関する施設として政令で定める
ものの用に供されている土地等及び医薬品、医療機器等の品質
、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律
第百四十五号）第二条第十二項（定義）に規定する薬局の用に
供されている土地等のうち調剤の業務を行う場所に係るもの
六～九 （略）
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○

案

23

現

行

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）（抄）（附則第八十六条関係）
（傍線の部分は改正部分）
正
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改

一～六 （略）
～
（略）

（定義）
第六条 （略）
２～
（略）
この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等
（薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条第一項の規
定による承認を受けた医薬品に含有されるものその他これに準ず
る病原体等（以下「医薬品等」という。）であって、人を発病さ
せるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するも
のを除く。）をいう。
19

23

19

（定義）
第六条 （略）
２～
（略）
この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等
（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条第一項、第二
十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項の規定
による承認又は同法第二十三条の二の二十三第一項の規定による
認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有されるものその他
これに準ずる病原体等（以下「医薬品等」という。）であって、
人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が
指定するものを除く。）をいう。
一～六 （略）
～
（略）

20

21

20

21

○

正

案

四十七～八十四

（略）

行

別表（第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十九条関
係）
一～四十五 （略）
四十六 薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第八十三条の
九（業として行う指定薬物の製造等）又は第八十四条第五号（
業として行う医薬品の販売等）の罪

現

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号）（抄）（附則第八十七条関係）
（傍線の部分は改正部分）
改
別表（第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十九条関
係）
一～四十五 （略）
四十六 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第八十三条の
九（業として行う指定薬物の製造等）又は第八十四条第九号（
業として行う医薬品の販売等）の罪
四十七～八十四 （略）
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○

現

食品安全基本法（平成十五年法律第四十八号）（抄）（附則第八十八条関係）

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（定義）
第二条 この法律において「食品」とは、すべての飲食物（薬事法
（昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品及び医薬部
外品を除く。）をいう。

正

（定義）
第二条 この法律において「食品」とは、全ての飲食物（医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭
和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品、医薬部外品及
び再生医療等製品を除く。）をいう。

（委員会の意見の聴取）
第二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を
聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号
に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当する
と認める場合は、この限りでない。
一～七 （略）
八 薬事法第十四条第一項若しくは同法第八十三条第一項の規定
により読み替えて適用される同法第十四条第一項の規定による
動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬
部外品若しくは医療機器（以下「動物用医薬品等」という。）
についての承認をしようとするとき、同法第十四条の三第一項
（同法第二十条第一項において準用する場合を含む。以下同じ
。）若しくは同法第八十三条の規定により読み替えて適用され
る同法第十四条の三第一項の規定による動物用医薬品等につい
ての承認をしようとするとき、同法第十四条の四第一項（同法
第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。）若し
くは同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される

改

（委員会の意見の聴取）
第二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を
聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号
に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当する
と認める場合は、この限りでない。
一～七 （略）
八 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
する法律第十四条第一項、第十四条の三第一項（同法第二十条
第一項において準用する場合を含む。以下同じ。）、第十九条
の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の八
第一項（同法第二十三の二の二十第一項において準用する場合
を含む。以下同じ。）、第二十三条の二の十七第一項、第二十
三条の二十五第一項、第二十三条の二十八第一項（同法第二十
三条の四十第一項において準用する場合を含む。以下同じ。）
若しくは第二十三条の三十七第一項若しくは同法第八十三条第
一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第一項、
第十四条の三第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の
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五第一項、第二十三条の二の八第一項、第二十三条の二の十七
第一項、第二十三条の二十五第一項、第二十三条の二十八第一
項若しくは第二十三条の三十七第一項の規定による動物のため
に使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医
療機器若しくは再生医療等製品についての承認をしようとする
とき、同法第十四条の四第一項（同法第十九条の四において準
用する場合を含む。以下同じ。）若しくは第二十三条の二十九
第一項（同法第二十三条の三十九において準用する場合を含む
。以下同じ。）若しくは同法第八十三条第一項の規定により読
み替えて適用される同法第十四条の四第一項若しくは第二十三
条の二十九第一項の規定による動物のために使用されることが
目的とされている医薬品若しくは再生医療等製品についての再
審査を行おうとするとき、同法第十四条の六第一項（同法第十
九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。）若しくは
第二十三条の三十一第一項（同法第二十三条の三十九において
準用する場合を含む。以下同じ。）若しくは同法第八十三条第
一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条の六第一
項若しくは第二十三条の三十一第一項の規定による動物のため
に使用されることが目的とされている医薬品若しくは再生医療
等製品についての再評価を行おうとするとき、同法第二十三条
の二の九第一項（同法第二十三条の二の十九において準用する
場合を含む。以下同じ。）若しくは同法第八十三条第一項の規
定により読み替えて適用される同法第二十三条の二の九第一項
の規定による動物のために使用されることが目的とされている
医療機器若しくは体外診断用医薬品についての使用成績に関す
る評価を行おうとするとき、又は同法第八十三条第一項の規定
により読み替えて適用される同法第十四条第二項第三号ロ若し
くは同法第八十三条の五第一項の農林水産省令を制定し、若し

同法第十四条の四第一項の規定による動物用医薬品等について
の再審査を行おうとするとき、同法第十四条の六第一項（同法
第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。）若し
くは同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される
同法第十四条の六第一項の規定による動物用医薬品等について
の再評価を行おうとするとき、同法第十九条の二第一項若しく
は第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第
十九条の二第一項の規定による動物用医薬品等についての承認
をしようとするとき、又は同法第八十三条第一項の規定により
読み替えて適用される同法第十四条第二項第三号ロ若しくは第
八十三条の五第一項の農林水産省令を制定し、若しくは改廃し
ようとするとき。
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くは改廃しようとするとき。
九～十四 （略）
２・３ （略）
九～十四 （略）
２・３ （略）
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○
）

正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（肥料等の安全性の確保のための措置）
第六条 農林水産大臣は、肥料、動物用の医薬品、医薬部外品及び
医療機器並びに農薬の生産又は製造から販売及び使用に至る一連
の国の内外における行程におけるあらゆる要素が食品の安全性に
影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、肥料、動物用の医薬
品、医薬部外品及び医療機器並びに農薬の安全性の確保のために
必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

現

食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律（平成十五年法律第七十三号）（抄）（附則第九十条関係

改
（肥料等の安全性の確保のための措置）
第六条 農林水産大臣は、肥料、動物用の医薬品、医薬部外品、医
療機器及び再生医療等製品（医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五
号）第二条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下この条
において同じ。）並びに農薬の生産又は製造から販売及び使用に
至る一連の国の内外における行程におけるあらゆる要素が食品の
安全性に影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、肥料、動物用の
医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品並びに農薬の
安全性の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。
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○

正

案

行

（外国医薬品等の輸入の承認）
第九十二条 薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条の
三の規定は、避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬
品（同法第二条第一項の医薬品をいう。以下この項及び第三項に
おいて同じ。）又は医療機器（同条第四項の医療機器をいう。以
下この項及び第三項において同じ。）の輸入について準用する。
この場合において、同法第十四条の三第一項中「第十四条の承認
の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは「厚生労働
大臣は」と、「として政令で定めるものである場合には、厚生労
働大臣は、同条第二項」とあるのは「を輸入しようとする者に対
して、第十四条第二項」と、「薬事・食品衛生審議会の意見を聴
いて、その品目」とあるのは「その品目」と、同項第二号中「政
令で定めるもの」とあるのは「厚生労働大臣が認めるもの」と読
み替えるものとする。

現

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年法律第百十二号）（抄）（附則第九十一条関係）
（傍線の部分は改正部分）
改
（外国医薬品等の輸入の承認）
第九十二条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条の三
の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品（
同法第二条第一項の医薬品をいい、体外診断用医薬品（同条第十
四項の体外診断用医薬品をいう。以下この項及び第三項において
同じ。）を除く。第三項において同じ。）の輸入について、同法
第二十三条の二の八の規定は避難住民等に対する医療の提供のた
めに必要な医療機器（同法第二条第四項の医療機器をいう。第三
項において同じ。）又は体外診断用医薬品の輸入について、同法
第二十三条の二十八の規定は避難住民等に対する医療の提供のた
めに必要な再生医療等製品（同法第二条第九項の再生医療等製品
をいう。第三項において同じ。）の輸入について準用する。この
場合において、同法第十四条の三第一項中「第十四条の承認の申
請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは「厚生労働大臣
は」と、「として政令で定めるものである場合には、厚生労働大
臣は、同条第二項」とあるのは「を輸入しようとする者に対して
、第十四条第二項」と、「薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて
、その品目」とあるのは「その品目」と、同項第二号中「政令で
定めるもの」とあるのは「厚生労働大臣が認めるもの」と、同法
第二十三条の二の八第一項中「第二十三条の二の五の承認の申請
者が製造販売をしようとする物が」とあるのは「厚生労働大臣は
」と、「として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣
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は、同条第二項」とあるのは「を輸入しようとする者に対して、
第二十三条の二の五第二項」と、「薬事・食品衛生審議会の意見
を聴いて、その品目」とあるのは「その品目」と、同項第二号中
「政令で定めるもの」とあるのは「厚生労働大臣が認めるもの」
と、同法第二十三条の二十八第一項中「第二十三条の二十五の承
認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは「厚生労
働大臣は」と、「として政令で定めるものである場合には、厚生
労働大臣は、同条第二項」とあるのは「を輸入しようとする者に
対して、第二十三条の二十五第二項」と、「薬事・食品衛生審議
会の意見を聴いて、その品目」とあるのは「その品目」と、同項
第二号中「政令で定めるもの」とあるのは「厚生労働大臣が認め
るもの」と読み替えるものとする。
２ 厚生労働大臣は、前項において準用する医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一
項、第二十三条の二の八第一項又は第二十三条の二十八第一項の
承認を与えた場合において、これらの承認に係る品目の輸入の必
要がなくなったと認めるとき、又は保健衛生上の危害の発生若し
くはその拡大を防止するため必要があると認めるときは、これら
の承認を取り消すことができる。
３ 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
る法律第八十条第七項の規定は、第一項において準用する同法第
十四条の三第一項の規定により輸入される医薬品、第一項におい
て準用する同法第二十三条の二の八第一項の規定により輸入され
る医療機器若しくは体外診断用医薬品又は第一項において準用す
る同法第二十三条の二十八第一項の規定により輸入される再生医
療等製品について準用する。

２ 厚生労働大臣は、前項において準用する薬事法第十四条の三第
一項の承認を与えた場合において、当該承認に係る品目の輸入の
必要がなくなったと認めるとき、又は保健衛生上の危害の発生若
しくはその拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該
承認を取り消すことができる。

３ 薬事法第八十条第四項の規定は、第一項において準用する同法
第十四条の三第一項の規定により輸入される医薬品又は医療機器
について準用する。
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○

正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

５ この法律において「希少疾病用医薬品」とは、薬事法第二条第

３ （略）
４ この法律において「医療機器等技術」とは、医療機器その他人
の疾病の診断、治療若しくは予防に使用すること又は人の身体の
構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている物（以
下「医療機器等」という。）の生産又は販売に関する技術のうち
厚生労働省の所掌に係るものであって、これらの品質、有効性及
び安全性の確保又は向上に寄与するものその他国民の健康の保持
増進に相当程度寄与するもの（医薬品技術を除く。）をいう。

２ この法律において「医療機器」とは、薬事法第二条第四項に規
定する医療機器であって、専ら動物のために使用されることが目
的とされているもの以外のものをいう。
（新設）

（定義）
第四条 この法律において「医薬品」とは、薬事法（昭和三十五年
法律第百四十五号）第二条第一項に規定する医薬品であって、専
ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のも
のをいう。

現

独立行政法人医薬基盤研究所法（平成十六年法律第百三十五号）（抄）（附則第九十二条関係）

改
（定義）
第四条 この法律において「医薬品」とは、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（昭和三十五年法
律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。）第二条
第一項に規定する医薬品であって、専ら動物のために使用される
ことが目的とされているもの以外のものをいう。
２ この法律において「医療機器」とは、医薬品医療機器等法第二
条第四項に規定する医療機器であって、専ら動物のために使用さ
れることが目的とされているもの以外のものをいう。
３ この法律において「再生医療等製品」とは、医薬品医療機器等
法第二条第九項に規定する再生医療等製品であって、専ら動物の
ために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう
。
４ （略）
５ この法律において「医療機器等技術」とは、医療機器、再生医
療等製品その他人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用するこ
と又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的と
されている物（以下「医療機器等」という。）の生産又は販売に
関する技術のうち厚生労働省の所掌に係るものであって、これら
の品質、有効性及び安全性の確保又は向上に寄与するものその他
国民の健康の保持増進に相当程度寄与するもの（医薬品技術を除
く。）をいう。
６ この法律において「希少疾病用医薬品」とは、医薬品医療機器
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等法第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品を、「希少疾病
用医療機器」とは、同項に規定する希少疾病用医療機器を、「希
少疾病用再生医療等製品」とは、同項に規定する希少疾病用再生
医療等製品をいう。
（削除）

（略）

（業務の範囲）
第十五条 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行
う。
一 （略）
二 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
医療等製品に関する試験研究に関し、必要な資金に充てるため
の助成金を交付し、並びに指導及び助言を行うこと（厚生労働
省の所管する他の独立行政法人の業務に属するものを除く。）
。
三

（試験研究実施者等の納付金）
第十七条 研究所は、業務方法書で定めるところにより、第十五条
第二号の助成金の交付を受けた者であって、当該助成金に係る希
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
製品に関する試験研究を行った者又はその承継人（以下この条に
おいて「試験研究実施者等」という。）から、当該希少疾病用医
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の利用
により試験研究実施者等が得た収入又は利益の一部を同号に掲げ
る業務及びこれに附帯する業務に充てるための納付金として徴収
することができる。

十五項に規定する希少疾病用医薬品をいう。

６ この法律において「希少疾病用医療機器」とは、薬事法第二条
第十五項に規定する希少疾病用医療機器をいう。

（略）

（業務の範囲）
第十五条 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行
う。
一 （略）
二 希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器に関する試験研究
に関し、必要な資金に充てるための助成金を交付し、並びに指
導及び助言を行うこと（厚生労働省の所管する他の独立行政法
人の業務に属するものを除く。）。
三

（試験研究実施者等の納付金）
第十七条 研究所は、業務方法書で定めるところにより、第十五条
第二号の助成金の交付を受けた者であって、当該助成金に係る希
少疾病用医薬品又は希少疾病用医療機器に関する試験研究を行っ
た者又はその承継人（以下この条において「試験研究実施者等」
という。）から、当該希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療機器
の利用により試験研究実施者等が得た収入又は利益の一部を同号
に掲げる業務及びこれに附帯する業務に充てるための納付金とし
て徴収することができる。
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- 294 -

○

正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

第十八条 （略）
２ 国及び地方公共団体は、がん医療を行う上で特に必要性が高い
医薬品及び医療機器の早期の薬事法（昭和三十五年法律第百四十
五号）の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速
かつ確実に行われ、並びにがん医療に係る標準的な治療方法の開
発に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施
策を講ずるものとする。

現

がん対策基本法（平成十八年法律第九十八号）（抄）（附則第九十三条関係）

改
第十八条 （略）
２ 国及び地方公共団体は、がん医療を行う上で特に必要性が高い
医薬品、医療機器及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器
等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五
年法律第百四十五号）の規定による製造販売の承認に資するよう
その治験が迅速かつ確実に行われ、並びにがん医療に係る標準的
な治療方法の開発に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備の
ために必要な施策を講ずるものとする。
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○

正

案

２ （略）

則

（傍線の部分は改正部分）

行

（肝硬変及び肝がんに関する施策の実施等）
第二条 国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんに関し、その治
療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医療機器の早期の薬事
法の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ
確実に行われ、並びに新たな治療方法の研究開発の促進その他治
療水準の向上が図られるための環境の整備のために必要な施策を
講ずるものとする。

附

第十八条 （略）
２ 国及び地方公共団体は、肝炎医療を行う上で特に必要性が高い
医薬品及び医療機器の早期の薬事法（昭和三十五年法律第百四十
五号）の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速
かつ確実に行われ、並びに肝炎医療に係る標準的な治療方法の開
発に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施
策を講ずるものとする。

現

肝炎対策基本法（平成二十一年法律第九十七号）（抄）（附則第九十三条関係）

改

則

第十八条 （略）
２ 国及び地方公共団体は、肝炎医療を行う上で特に必要性が高い
医薬品、医療機器及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器
等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五
年法律第百四十五号）の規定による製造販売の承認に資するよう
その治験が迅速かつ確実に行われ、並びに肝炎医療に係る標準的
な治療方法の開発に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備の
ために必要な施策を講ずるものとする。
附

（肝硬変及び肝がんに関する施策の実施等）
第二条 国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんに関し、その治
療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等
製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律の規定による製造販売の承認に資するようその
治験が迅速かつ確実に行われ、並びに新たな治療方法の研究開発
の促進その他治療水準の向上が図られるための環境の整備のため
に必要な施策を講ずるものとする。
２ （略）
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則

改

正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（施行前に新型インフルエンザ予防接種を受けた者についての適
用等）
第二条 （略）
２ （略）
３ 第一項の場合において、同項に規定する者に係る当該新型イン
フルエンザ予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡につ
いて、施行日前に副作用救済給付又は感染救済給付を支給しない
旨の決定がされている場合における当該新型インフルエンザ予防
接種を受けた者についての第三条第一項の規定の適用については
、同項中「受けたことによるもの」とあるのは、「受けたことに
よるもの（独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第四条第六項
に規定する医薬品の副作用又は同条第九項に規定する生物由来製
品を介した感染等による疾病、障害又は死亡に該当するものを除
く。）」とする。

附 則

現

○ 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法（平成二十一年法律第九十八号）（抄）（附則第九十四条
関係）

附
（施行前に新型インフルエンザ予防接種を受けた者についての適
用等）
第二条 （略）
２ （略）
３ 第一項の場合において、同項に規定する者に係る当該新型イン
フルエンザ予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡につ
いて、施行日前に副作用救済給付又は感染救済給付を支給しない
旨の決定がされている場合における当該新型インフルエンザ予防
接種を受けた者についての第三条第一項の規定の適用については
、同項中「受けたことによるもの」とあるのは、「受けたことに
よるもの（薬事法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第
号）第五条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療
機器総合機構法第四条第六項に規定する医薬品の副作用又は同条
第九項に規定する生物由来製品を介した感染等による疾病、障害
又は死亡に該当するものを除く。）」とする。
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○

正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

七 指定地方公共機関 都道府県の区域において医療、医薬品又
は医療機器の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信
その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社（地方道路公社
法（昭和四十五年法律第八十二号）第一条の地方道路公社をい
う。）その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法
人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条
第一項に規定する地方独立行政法人をいう。）のうち、前号の
政令で定めるもの以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一～五 （略）
六 指定公共機関 独立行政法人（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をい
う。）、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共
的機関及び医療、医薬品（薬事法（昭和三十五年法律第百四十
五号）第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。）又
は医療機器（同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ
。）の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他
の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。

現

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）（抄）（附則第九十五条関係）

改
（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一～五 （略）
六 指定公共機関 独立行政法人（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をい
う。）、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共
的機関及び医療、医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十
五号）第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。）、
医療機器（同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。
）又は再生医療等製品（同条第九項に規定する再生医療等製品
をいう。以下同じ。）の製造又は販売、電気又はガスの供給、
輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるも
のをいう。
七 指定地方公共機関 都道府県の区域において医療、医薬品、
医療機器又は再生医療等製品の製造又は販売、電気又はガスの
供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人、地方道路公
社（地方道路公社法（昭和四十五年法律第八十二号）第一条の
地方道路公社をいう。）その他の公共的施設を管理する法人及
び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第
百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
）のうち、前号の政令で定めるもの以外のもので、あらかじめ

- 298 -

（医療等の確保）
第四十七条 病院その他の医療機関又は医薬品等製造販売業者（薬
事法第十二条第一項の医薬品又は医療機器の製造販売業の許可を
受けた者をいう。）、医薬品等製造業者（同法第十三条第一項の
医薬品又は医療機器の製造業の許可を受けた者をいう。）若しく
は医薬品等販売業者（同法第二十四条第一項の医薬品の販売業又
は同法第三十九条第一項の高度管理医療機器等（同項に規定する
高度管理医療機器等をいう。）の販売業の許可を受けた者をいう
。第五十四条第二項において同じ。）である指定公共機関及び指
定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、そ
れぞれその業務計画で定めるところにより、医療又は医薬品若し
くは医療機器の製造若しくは販売を確保するため必要な措置を講
じなければならない。

聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。

（医療等の確保）
第四十七条 病院その他の医療機関又は医薬品等製造販売業者（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
律第十二条第一項の許可（医薬品の製造販売業に係るものに限る
。）又は同法第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の二十第
一項の許可を受けた者をいう。）、医薬品等製造業者（同法第十
三条第一項の許可（医薬品の製造業に係るものに限る。）、同法
第二十三条の二の三第一項の登録又は同法第二十三条の二十二第
一項の許可を受けた者をいう。）若しくは医薬品等販売業者（同
法第二十四条第一項の許可、同法第三十九条第一項の許可（同項
に規定する高度管理医療機器等の販売業に係るものに限る。）又
は同法第四十条の五第一項の許可を受けた者をいう。第五十四条
第二項において同じ。）である指定公共機関及び指定地方公共機
関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業
務計画で定めるところにより、医療又は医薬品、医療機器若しく
は再生医療等製品の製造若しくは販売を確保するため必要な措置
を講じなければならない。

（緊急物資の運送等）
第五十四条 （略）
２ 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定都道
府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため緊
急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方
行政機関の長にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関に
対し、特定都道府県知事にあっては医薬品等販売業者である指定

当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものを
いう。

（緊急物資の運送等）
第五十四条 （略）
２ 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定都道
府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため緊
急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方
行政機関の長にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関に
対し、特定都道府県知事にあっては医薬品等販売業者である指定
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公共機関又は指定地方公共機関に対し、配送すべき医薬品、医療
機器又は再生医療等製品並びに配送すべき場所及び期日を示して
、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な医薬品、医
療機器又は再生医療等製品の配送を要請することができる。
３ 指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前
二項の規定による要請に応じないときは、指定行政機関の長若し
くは指定地方行政機関の長又は特定都道府県知事は、新型インフ
ルエンザ等緊急事態措置の実施のため特に必要があると認めると
きに限り、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、緊急
物資の運送又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の配送
を行うべきことを指示することができる。この場合においては、
前二項の事項を書面で示さなければならない。

公共機関又は指定地方公共機関に対し、配送すべき医薬品又は医
療機器並びに配送すべき場所及び期日を示して、新型インフルエ
ンザ等緊急事態措置の実施に必要な医薬品又は医療機器の配送を
要請することができる。
３ 指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前
二項の規定による要請に応じないときは、指定行政機関の長若し
くは指定地方行政機関の長又は特定都道府県知事は、新型インフ
ルエンザ等緊急事態措置の実施のため特に必要があると認めると
きに限り、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、緊急
物資の運送又は医薬品若しくは医療機器の配送を行うべきことを
指示することができる。この場合においては、前二項の事項を書
面で示さなければならない。
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正

案

号）

（傍線の部分は改正部分）

行

第四条第一項中「第十条」の下に「（第四十条第一項及び第二
項において準用する場合を含む。）」を加える。
第三十九条第二項中「都道府県知事」の下に「（その営業所の
所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合におい
ては、市長又は区長。第三十九条の三第一項において同じ。）」
を加える。
第六十九条第二項中「又は店舗販売業」を「、店舗販売業又は
高度管理医療機器等若しくは管理医療機器（特定保守管理医療機
器を除く。）の販売業若しくは賃貸業」に、「又は店舗の」を「
、店舗又は営業所の」に改める。
第八十三条第一項中「及び第十条」の下に「（第四十条第一項
及び第二項において準用する場合を含む。）」を、「準用する。
」と」の下に「、第三十九条第二項中「都道府県知事（その営業
所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に
おいては、市長又は区長。第三十九条の三第一項において同じ。
）」とあるのは「都道府県知事」と」を加え、「又は店舗販売業
」を「、店舗販売業又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機

第三十一条 薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）の一部を次
のように改正する。

（薬事法の一部改正）

現

○ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十五年法律第
（抄）（附則第九十六条関係）

改
（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律の一部改正）
第三十一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）の一部を次の
ように改正する。
第四条第一項中「第十条」の下に「（第四十条第一項及び第二
項において準用する場合を含む。）」を加える。
第三十九条第二項中「都道府県知事」の下に「（その営業所の
所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合におい
ては、市長又は区長。第三十九条の三第一項において同じ。）」
を加える。
第六十九条第二項中「又は店舗販売業」を「、店舗販売業又は
高度管理医療機器等若しくは管理医療機器（特定保守管理医療機
器を除く。）の販売業若しくは貸与業」に、「又は店舗の」を「
、店舗又は営業所の」に改める。
第八十三条第一項中「及び第十条」の下に「（第四十条第一項
及び第二項において準用する場合を含む。）」を、「準用する」
と」の下に「、第三十九条第二項中「都道府県知事（その営業所
の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお
いては、市長又は区長。第三十九条の三第一項において同じ。）
」とあるのは「都道府県知事」と」を加え、「又は店舗販売業」
を「、店舗販売業又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器
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則

（特定保守管理医療機器を除く。）の販売業若しくは貸与業」に
、「又は店舗の」を「、店舗又は営業所の」に改める。
附
（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律の一部改正に伴う経過措置）
第五条 第三十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の医
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（以下この条において「旧医薬品医療機器等法」という。）の
規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この項におい
て「処分等の行為」という。）又は第三十一条の規定の施行の際
現に旧医薬品医療機器等法の規定によりされている許可等の申請
その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）
で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務
を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条
の規定による改正後の医薬品、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（以下この条において「新医薬品医療
機器等法」という。）の適用については、新医薬品医療機器等法
の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす
。
２ 第三十一条の規定の施行前に旧医薬品医療機器等法の規定によ
り都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事
項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものに
ついては、これを、新医薬品医療機器等法の相当規定により地域
保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項の規定に基づ
く政令で定める市の市長又は特別区の区長に対して報告その他の
手続をしなければならない事項についてその手続がされていない

器（特定保守管理医療機器を除く。）の販売業若しくは賃貸業」
に、「又は店舗の」を「、店舗又は営業所の」に改める。
附 則

（薬事法の一部改正に伴う経過措置）

第五条 第三十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の薬
事法（以下この条において「旧薬事法」という。）の規定により
された許可等の処分その他の行為（以下この項において「処分等
の行為」という。）又は第三十一条の規定の施行の際現に旧薬事
法の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この
項において「申請等の行為」という。）で、同条の規定の施行の
日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なるこ
ととなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の薬
事法（以下この条において「新薬事法」という。）の適用につい
ては、新薬事法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等
の行為とみなす。

２ 第三十一条の規定の施行前に旧薬事法の規定により都道府県知
事に対し報告その他の手続をしなければならない事項で、同条の
規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、こ
れを、新薬事法の相当規定により地域保健法（昭和二十二年法律
第百一号）第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の市長又
は特別区の区長に対して報告その他の手続をしなければならない
事項についてその手続がされていないものとみなして、新薬事法
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ものとみなして、新医薬品医療機器等法の規定を適用する。

の規定を適用する。
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○

正

食品表示法（平成二十五年法律第

改

２・３ （略）

（傍線の部分は改正部分）

行

（定義）
第二条 この法律において「食品」とは、全ての飲食物（薬事法（
昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規定する医薬品
及び同条第二項に規定する医薬部外品を除き、食品衛生法第四条
第二項に規定する添加物（第四条第一項第一号及び第十一条にお
いて単に「添加物」という。）を含む。）をいう。

現

号）（抄）（附則第九十七条関係）

案

（定義）
第二条 この法律において「食品」とは、全ての飲食物（医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭
和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規定する医薬品、
同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生
医療等製品を除き、食品衛生法第四条第二項に規定する添加物（
第四条第一項第一号及び第十一条において単に「添加物」という
。）を含む。）をいう。
２・３ （略）
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○

正

案

現

厚生労働省設置法（平成十一年法律第九十七号）（抄）（附則第九十八条関係）

改

（傍線の部分は改正部分）

行

（所掌事務）
第四条 厚生労働省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事
務をつかさどる。
一～十四 （略）
十五 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品の研究及び
開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化
粧品の研究及び開発に関すること。
十六 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品の
製造販売業、製造業、販売業、賃貸業及び修理業（化粧品にあ
っては、研究及び開発に係る部分に限る。）の発達、改善及び
調整に関すること。
十七～三十 （略）
三十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品
の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。

三十二～百十一
２ （略）

（新設）

（所掌事務）
第四条 厚生労働省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事
務をつかさどる。
一～十四 （略）
十五 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医
療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改
善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること。
十六 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及
び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び
修理業（化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。
）の発達、改善及び調整に関すること。
十七～三十 （略）
三十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品
及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関する
こと。
三十一の二 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医
療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止
に関すること。
三十二～百十一 （略）
２ （略）

（薬事・食品衛生審議会）
第十一条 薬事・食品衛生審議会は、薬事法（昭和三十五年法律第

（略）

（薬事・食品衛生審議会）
第十一条 薬事・食品衛生審議会は、医薬品、医療機器等の品質、
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２

百四十五号）、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十
四年法律第百九十二号）、毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法
律第三百三号）、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法
律（昭和三十一年法律第百六十号）、有害物質を含有する家庭用
品の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十二号）及び食品
衛生法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百
四十五号）、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四
年法律第百九十二号）、毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律
第三百三号）、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
（昭和三十一年法律第百六十号）、有害物質を含有する家庭用品
の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十二号）及び食品衛
生法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
２ （略）

２・３ （略）

（地方厚生局）
第十八条 地方厚生局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第四条第
一項第四号、第九号から第十七号まで、第十八号、第十九号、第
二十二号、第二十三号、第二十六号、第二十八号、第三十号から
第三十三号まで、第三十七号から第四十号まで、第七十四号、第
七十五号、第七十七号、第七十九号から第八十二号まで、第八十
四号、第八十五号、第八十七号から第九十六号の二まで、第九十
八号から第百号の二まで、第百二号、第百四号及び第百十一号に
掲げる事務を分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法（
平成二十一年法律第四十八号）第四条各号に掲げる事務のうち法
令の規定により地方厚生局に属させられた事務をつかさどる。

（略）

（地方厚生局）
第十八条 地方厚生局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第四条第
一項第四号、第九号から第十七号まで、第十八号、第十九号、第
二十二号、第二十三号、第二十六号、第二十八号、第三十号、第
三十一号、第三十二号、第三十三号、第三十七号から第四十号ま
で、第七十四号、第七十五号、第七十七号、第七十九号から第八
十二号まで、第八十四号、第八十五号、第八十七号から第九十六
号の二まで、第九十八号から第百号の二まで、第百二号、第百四
号及び第百十一号に掲げる事務を分掌し、並びに消費者庁及び消
費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）第四条各号に
掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生局に属させられた事
務をつかさどる。
２・３ （略）
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