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令和３年11月11日

長野県健康福祉部薬事管理課

令和３年度医薬品等生産技術振興研修会

医薬品等製造販売業・製造業の
監視指導について
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本日の内容

・ 最近のトピックス

(1)改正ＧＭＰ省令の施行について

(2)区分適合性調査について

・ 調査での指摘事例について

・ 参考情報・お知らせ
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最近のトピックス
（医薬品製造業・製造販売業関係）

○改正GMP省令の施行について

☆令和３年４月28日公布厚生労働省令第90号によりＧＭＰ省令
が一部改正され、本年８月１日施行となった。

≪改正趣旨≫

・ 国際整合性の観点

→ PIC/Sガイドライン等の国際的な制度の取り込み

・ 国内の制度の整理

→ GMP施行通知等で運用している事項の省令化

・ その他

→ 文言の整理 等
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最近のトピックス
（医薬品製造業・製造販売業関係）

○改正ＧＭＰ省令の施行について

主な改正の内容

・ 承認事項の遵守（第３条の２）

・ 医薬品品質システムにおける製造業者等の責務

（第３条の３）

・ 品質リスクマネジメントの活用（第３条の４）

・ 品質部門内の組織体制（第４条第３項）
品質保証に係る業務を担当する組織/試験検査に係る業務を担当する組織

・ 交叉汚染防止のため、構造設備の共用制限等の管理

（第８条の２、第９条）
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最近のトピックス
（医薬品製造業・製造販売業関係）

○改正ＧＭＰ省令の施行について

主な改正の内容

・安定性モニタリング（第11条の２、第21条の２（原薬））

・ 製品品質の照査（第11条の３）

・ 原料等の供給者の管理（第11条の４）

・ 外部委託業者の管理（第11条の５）

・ 変更の管理・逸脱の管理（第14条、15条）

・ 文書及び記録の作成、保管等におけるデータ・インテグ
リティの確保（第20条）
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安定性モニタリング（省令第11条の２）補足

☆試験検査項目の選定について（第１項第２号）

必ずしも最終製品の規格項目全てについて試験検査を行うことを要
しないが、項目選定の妥当性を示す根拠について、記録に残すこと
が求められる。（施行通知）
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データ・インテグリティ関連（省令第20条第２項）補足１

・作成及び保管すべき手順書等並びに記録に欠落がないよう、継続的に
管理すること。（第１号）

⇒作成段階において必要なチェックを行うほか、作成後において消失、
読み取り不能等が生じないよう適切なバックアップを行う等。（施行通知）

・作成された手順書等及び記録が正確な内容であるよう、継続的に管理
すること。（第２号）

⇒作成段階において必要なチェックを行うほか、作成後において、内容
に不正確な点が判明した場合に必要な訂正を行う、不正な改変が生じな
いよう適切な保全措置をとる等。（施行通知）
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データ・インテグリティ関連（省令第20条第２項）補足２

・他の手順書等及び記録の内容との不整合がないよう、継続的に管理す
ること。（第３号）

⇒例えば、他の文書及び記録との整合性及び一貫性について照合を行
う、混同、転記ミス、データのコピーエラーその他作業上の過誤を防止す
る措置をとる等。（施行通知）

・その他手順書等及び記録の信頼性を確保するために必要な業務（第５
号）

⇒関連する業務に従事する職員への必要な教育訓練の実施、作成及
び保管に使用する設備、物品等の点検整備等。（施行通知）
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最近のトピックス
（医薬品製造業・製造販売業関係）

○区分適合性調査（令和３年８月１日から）について

☆令和元年12月４日公布「医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律（令和元
年法律第63号）」において、医薬品等の製造管理又は品質管理の
方法に関する調査の見直しがなされた。

⇒製造所は、医薬品若しくは医薬部外品又は再生医療等製品の製
造管理又は品質管理の方法が基準に適しているかどうかについて、
製造区分ごとに確認（以下「区分適合性調査」という。）を求めること
ができるようになった。



10国際整合化に向けたGMP／GCTP調査の見直し

○ 医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品の製造販売業者は、当該医薬品等の承認後、品目毎に定期的（5年ごと）に、製
造所における製造管理・品質管理の方法に関する基準（GMP省令/GCTP省令）に適合しているかどうかの調査（定期調査）を
受ける必要がある。

○ 国際整合性の観点から、承認後は製造業者からの申請に基づき、製造所ごとに、当該製造所における製造工程の区分ごとの調
査を受けられることを選択できるようになった。

○ 上記の調査を行い、GMP省令/GCTP省令に適合していることが確認された場合は、当該製造業者に対して、その製造工程の区
分ごとに＜基準確認証＞を交付する。

○ 基準確認証の有効期限は３年間。

○ 製造販売業者は、製造業者に基準確認証が交付されている場合、その製造所の製造工程の区分に含まれる品目について、原
則、定期調査を受ける必要はない。

○ 製造業者は３年に１度基準確認証を取得することで、製造販売業者の定期適合性調査申請による調査頻度が減少。
ただし、製造販売業者の判断で、従来通り定期適合性調査の申請が行われる可能性はある。

申請種類 R3.8.1以前

定期調査の
単位

承認品目ごと

申請者 製造販売業者

頻度 ５年ごと

現在 （選択）

承認品目ごと
製造所の
製造工程の
区分ごと

製造販売業者 製造業者

５年ごと
（基準確認証により省略可能）

有効期間３年

法改正前後での承認後の定期調査制度の比較

10



11

５年

５年

調査 調査 調査

調査 調査 調査

製造所A

承認時適合
性調査申請
（新規品目a）

定期適合性調査申請
（品目a）

定期適合性調査申請
（品目a）

承認時適合
性調査申請
（新規品目b）

定期適合性調査申請
（品目b）

定期適合性調査申請
（品目b）

５年 ５年

５年 ５年

製造販売業者B関係

定期的適合性調査申請（従来からの申請方法）の場合

・・・

・・・

製造販売業者A関係
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５年

５年

調査 調査 調査

調査 調査 調査

製造所A

承認時適合
性調査申請
（新規品目a）

定期適合性調査申請
（品目a）

定期適合性調査申請
（品目a）

承認時適合
性調査申請
（新規品目b）

定期適合性調査申請
（品目b）

定期適合性調査申請
（品目b）

５年 ５年

５年 ５年

製造販売業者B関係

区分適合性調査申請を利用する場合

・・・

・・・

製造販売業者A関係

３年
区分適合
性確認

区分適合
性確認

区分適合
性確認３年 ３年 ・・・

省略
可能

省略
可能

省略
可能

省略
可能
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無菌医薬品の
工程区分

無菌医薬品以外の工程区分
特
定
保
管
製
造
所
※
に
係
る
製
造
工
程
区
分

包
装
・
表
示
・
保
管
許
可
区
分
の
製
造
工
程
区
分

無菌原薬 原薬（化成品） 生薬原薬

無菌製剤
（無菌操作法）

無菌製剤
（最終滅菌法）

固形
製剤

半固形
製剤

液剤 生薬製剤

錠剤

硬カプ
セル剤

切断

粉末

全形経口
液剤

注射剤

点眼剤

軟膏剤

クリー
ム剤

ゲル剤
etc…

製造工程の区分（都道府県調査）

注射剤

点眼剤

etc… etc… etc… etc… etc…

※保管のみを行う（特定保管）製造所に係る登録が可能となった。

顆粒剤
軟カプ
セル剤
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本日の内容

・ 最近のトピックス
医薬品医療機器等法改正（GMP調査関係）

・ 調査での指摘事例について

・ 参考情報・お知らせ
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表示管理

〇（ⅰ）「原料試験手順書」により、品質管理責任者がサンプリング、試験を品質
管理部門の担当者に指示し、試験後、品質管理部門で成績書、合格ラベル
を発行する手順となっていた。この際に原料棚票に有効期限等を記録し、棚
票を発行していたが、棚票の発行方法は手順化されていなかった。

⇒棚票の発行方法について、手順化されたい。

〇（ⅱ）「原料保管管理手順書」に原料の出庫手順等を規定し製造部門において
、受払を管理していた。移出移入の際には棚票に必要事項を記載していると
のことであったが、移出移入を棚票に記載することは手順化されていなかっ
た。

⇒原料等の移出移入時に棚票に記載することを手順化されたい。

調査での指摘事例について

○ＧＭＰ関係
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調査での指摘事例について

○ＧＭＰ関係

原材料の管理

○原料供給者に対して現地確認を行った際には報告書を作成していたが、
報告書を作成すること等の手順は規定していなかった。

⇒報告書の作成等について、手順化の上、運用されたい。

不合格品管理

○系外排出品の取扱手順を確認したところ、系外排出品については、明確な
区別をして保管し、速やかに廃棄することとしていたが、複数製品の系外排
出品が表示等がされずに製剤工場の備品庫において保管されていた。

⇒不良品等について、手順に従い適切に保管、廃棄されたい。
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設備・機器管理

○秤量室に設置された集塵機について、日常的及び定期的な点検項目は設
定しておらずまたGMP上の管理を行っていなかった。

⇒適切な点検方法を設定の上、GMP管理されたい。

〇金属検出器の点検に使用するテストピースは、装置導入時にメーカーから
提供されたテストピースを使用していた。また、テストピースの管理につい
ては特に有効期限等設けていないとのことであった。

⇒適切なタイミングで更新を行うなど適切に管理を行われたい。

調査での指摘事例について

○ＧＭＰ関係
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調査での指摘事例について

○ＧＭＰ関係

設備・機器管理

○洗瓶に使用されるエアクリーナーへ供給される空気は、機械内に設置され
たフィルターを通じたものを使用していた。エアクリーナーの日常点検として
、フィルターの目詰まりを目視確認しているとのことであったが、フィルター
の交換について手順化していないとのことであった。

⇒製品に直接触れるエアーを製造する装置であるため、適切な点検項目等
を設定の上、管理方法を手順化されたい。
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調査での指摘事例について

○ＧＭＰ関係

洗浄バリデーション

○製造に使用する機器について以下の不備事項が認められた。

（ⅰ）遠心分離機の清掃について、「遠心分離工程マニュアル」において１時間
を目安に水洗浄を行う旨規定されていたが、これまでに洗浄バリデーション
は実施していなかった。

（ⅱ）原液タンクは水洗浄とブラシによる清掃を組み合わせて行うとの説明で
あったが、これまでに洗浄バリデーションは実施していなかった。

⇒適切に洗浄が行われているかどうか、それぞれの機器の洗浄方法につ

いて検証されたい。
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製造指図書・記録書管理

〇水酸化ナトリウム水溶液の調製記録書を確認した。製造部門で在庫状況を
みて調製しており、調製に関する指図はない状態となっていた。

⇒指図に従い調製を行えるよう、手順を整備されたい。

〇製造指図・記録書を確認したところ、使用するタンクやラインの洗浄用の
2%NaOH液と1.5%HNO3液の調製を行ったことが記録されていたが、記載内
容はチェックのみであった。

⇒調製記録の詳細について記録を残す様式とされたい。

調査での指摘事例について

○ＧＭＰ関係
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検体採取

〇サンプリング室の使用に関して、使用前点検や品目切り替え時の清掃手順
等を規定した手順書がなかった。

⇒適切に管理できるよう、手順化の上管理されたい。

〇品質管理部門が行うサンプリングについて、サンプリング指示は行っていな

いとのことだった。

⇒指示に基づきサンプリングを実施されたい。

調査での指摘事例について

○ＧＭＰ関係
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試験検査結果判定・逸脱管理

〇ラボエラー処理に至った場合の処理手順として、試験実施者はラボエラー
発生報告書により品質管理責任者及び試験責任者（不在の場合は代行者）
に報告する手順になっていたが、試験実施者が責任者本人だった場合にお
いて、品質管理責任者にのみ報告を行っていた。

⇒手順に従い、試験責任者が実施した試験結果については代行者に評価
させる体制とされたい。

調査での指摘事例について

○ＧＭＰ関係
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安定性モニタリング

〇保管室内に安定性モニタリング用の検体が成り行き温湿度管理で保管され
ていた。安定性モニタリングガイドラインで示される保管条件との同等性に
ついては検証を行っていないとのことであった。

⇒当該保管条件が適切であることを評価の上、記録に残されたい。

〇安定性モニタリング実施中の製品について、ロットごとの使用簿（管理簿）は
作成していなかった。

⇒不正な持ち出しを防止するため、ロット単位で使用記録を作成し、現在保

管されている検体の出納記録を付けて管理されたい。

調査での指摘事例について

○ＧＭＰ関係
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調査での指摘事例について

○ＧＭＰ関係
データ・インテグリティ

○試験検査記録簿については、誰でも印刷可能な状態となっていた。

⇒不適切な再発行を防止するため、指図者のみが印刷可能な体制とされ

たい。

〇試験指図書・記録書の様式は１枚目のみに指図者である品質管理責任者
のサインがなされるが２枚目以降は特になく、他の試験者が自分で差し替
えできる状況であった。

⇒不必要な記録書の再発行を防ぐため、適切に記録書を管理できる体制と

されたい。
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医薬品の製造販売後安全管理業務の委託

○医薬品の安全管理情報の収集、安全確保措置の実施について外部業者
に業務を委託していたが、業務を適切に遂行する能力を有することの確認
が行われていなかった。

⇒安全管理業務を委託する場合には、受託者の要件を確認した上、業務

を委託されたい。

調査での指摘事例について

○医薬品製造販売業関係（GVP）

安全管理責任者

○安全管理責任者について、書面により代表取締役から辞令が交付されて

いたが、資格要件について手順への規定がなされておらず、また要件を

満たすことの確認を行ったかどうかの記録が残されていなかった。

⇒資格要件について手順に規定するとともに、任命にあたり確認したこと

を記録として残されたい。
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調査での指摘事例について

○医薬品製造販売業関係（GVP）

教育訓練

○教育訓練として、新入社員に対して医薬品の適正広告や医薬品の安全性

にかかる教育を実施しているが、安全管理責任者に対する教育はしてい

ないとのことであった。なお、講習会等は受講しているが、記録として報告

されていなかった。

⇒安全管理責任者に対しても、予め教育訓練計画を立てた上で教育訓練

を行い、記録に残されたい。
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品質保証責任者

○品質保証責任者について、書面により代表取締役から辞令が交付されて
いたが、資格要件について手順への規定がなされておらず、また要件を満
たすことの確認を行ったかどうかの記録が残されていなかった。

⇒資格要件について手順に規定するとともに、任命にあたり確認したことを

記録として残されたい。

調査での指摘事例について

○医薬品製造販売業関係（GQP）

適正な製造管理及び品質管理の確保

〇承認書と製造実態との整合性に係る製造業者に対する調査は概ね１年に
１回実施する旨、手順書に規定されているが、実施できていなかった。

⇒手順に沿って計画的に実施されたい。
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本日の内容

・ 最近のトピックス
医薬品医療機器等法改正（GMP調査関係）

・ 調査での指摘事例について

・ 参考情報・お知らせ
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血液製剤製造業者において、不正の組織的な隠蔽等が行わ
れていたが、立入検査等で発見できなかったことを受けて、
医薬品の製造所等に対する無通告での立入検査等の実施
について通知された。

〇無通告での調査について

・医薬品に係る立入検査等の徹底について
（H28.1.15 薬生監麻発0115第４号）

・「医薬品に係る立入検査等の徹底について」の一部改正に
ついて （H29.6.29 薬生監麻発0629第15号）

参考情報・お知らせ
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後発医薬品製造業者において、承認内容と異なる方法での
製造、二重帳簿の作成、品質試験結果のねつ造等の不正行
為・法令違反が認められたことを受け、医薬品製造業者に対
する無通告立入検査の徹底強化等について通知された。

医薬品の製造業者におけるＧＭＰ省令違反等を踏まえた 無
通告立入検査の徹底強化等について

（R3.2.9 薬生監麻発0209第１号）

⇒医薬品製造/製造販売業者の法令遵守体制及び製造管
理体制整備の徹底強化について記載あり。

○無通告での調査について

参考情報・お知らせ
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原料の保管、製造工程の管理その他必要な事項

（ＧＭＰ省令第８条第２項）

・重要な秤量、計量又は小分け作業は、作業者以外の者の
立会いのもと実施かそれと同等以上の管理方法を製造管理
手順書等に規定すること。

・当該業務を行う職員は、原料使用前に、製造指図書に記載
されたものであることを確認すること。

○製造管理体制の徹底強化（原料の取扱いに関して①）

参考情報・お知らせ
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製造指図書及び製造記録

（ＧＭＰ省令第10条第１号から第３号）

・製造指図書の作成、指図に基づく製品の製造及び製造に
関する記録について、主要な工程に係る記録には、使用され
た原料、中間体等のロット番号等（ロットを構成しない原料に
あっては製造番号）からなる固有識別情報を記載すること。

参考情報・お知らせ

○製造管理体制の徹底強化（原料の取扱いに関して②）
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原料の保管（ＧＭＰ省令第10条第５号）

・原料の出庫時に誤った原料が引き出されないよう、バー
コード管理システムの導入又はそれと同等以上の管理を構
築すること。

・取り違い防止のための手順について製造管理基準書等に
規定し、従事する職員に対して教育訓練を実施すること。

（入庫後に小分けや粉砕等の加工を行った原料についても
同様の対策を講じること）

参考情報・お知らせ

○製造管理体制の徹底強化（原料の取扱いに関して③）
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原料の出納（ＧＭＰ省令第10条第５号）

・ロットごとに、入庫年月日、保管中に取られた措置、出庫年
月日、出庫数量等を記録すること。

製造管理結果の評価（ＧＭＰ省令第12条第１項）

・出荷の可否決定の際に、製造工程において使用された原
料の確認を行う等、他の原料の混入がないことを確認した上
で評価すること。

参考情報・お知らせ

○製造管理体制の徹底強化（原料の取扱いに関して④）
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○無通告での調査について

無通告調査についてのお願い

１ 無通告の調査への対応部署（担当者）を決めて

おいてください。
・ 担当者は、調査対応等に対して一定の決定権を持っている方と

してください。

・ 担当者不在時を想定した体制の構築（副担当者の設置等）を

お願いします。

２ 守衛、受付の方へ下記事項の周知をお願いします。
・ 県の調査員がアポイント無く来訪する可能性があること。

・ その場合の連絡先（上記１の担当者等）

参考情報・お知らせ
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○無通告での調査について

無通告調査についてのお願い

３ 調査に対応するための下記のような場所（会議室等）

を想定しておいてください。

・ 県から、無通告の調査の趣旨説明を行う場所

（この段階では会議室を必須としません）

・ 記録等の確認や質疑を行うための場所

・ 調査員のみで協議が可能な場所

参考情報・お知らせ
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○無通告での調査について

無通告調査についてのお願い

４ 調査員の更衣と最新の製造所等の図面の準備を

お願いします。
・ 更衣は一般的なサイズ（衣服：L、靴：26cm前後）のもので

構いません。

・ ２名分以上の準備をお願いします。

５ 優先的に無通告調査への対応をお願いします。
・ 予定していた業務の中止や延期をお願いする可能性があり

ます。

参考情報・お知らせ
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１ 申請書提出期限

有効期間満了日より１０週間前

２ 提出先及び提出部数

事業所を管轄する保健所あて２部

３ 手数料

定められた金額を、長野県収入証紙により納付

※薬事に関する業務に責任を有する役員（責任役員）、管理者（責任技術
者）等に変更があった場合は、別途変更届書の提出が必要

○製造販売業・製造業の許可更新について

参考情報・お知らせ
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○製造販売業・製造業の許可更新について

参考情報・お知らせ

４ 提出書類

＜製造販売業＞

(1) 製造販売業許可更新申請書（FD含む）

(2) 品質管理・製造販売後安全管理に係る体制に関する書類

（組織図、文書体系図（概要、目次等）、マニュアル等）

(3) 製造販売業許可証原本



40

４ 提出書類

＜製造業＞

(1) 製造業許可更新申請書（FD含む）

(2) 構造設備の概要一覧表

(3) 平面図

(4) 製造用機械器具一覧表

○製造販売業・製造業の許可更新について

参考情報・お知らせ
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４ 提出書類

＜製造業＞（つづき）

(5) 試験検査用器具一覧表

(6) 他の試験検査機関を利用する場合、契約書の写し

(7) 製造業許可証原本

(8) 製造品目一覧表及び製造工程に関する書類

（販売名、製造販売業者名、承認（届出）番号、承認（届出）年月日、

当該製造所で行う工程（秤量、調製、混合、試験検査、包装・表示、

保管など）等を記載）

○製造販売業・製造業の許可更新について

参考情報・お知らせ
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１ 申請書提出期限

＜定期＞有効期間満了日より１０週間前

＜新規＞調査結果通知書の交付希望日より１０週間前

（ただし、申請書提出前の承認審査終了の見通しが

立った段階で、早めにご相談ください。）

２ 提出先及び提出部数

事業所を管轄する保健所あて２部

３ 手数料

定められた金額を、長野県収入証紙により納付

○ＧＭＰ適合性調査申請について

参考情報・お知らせ
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４ 提出書類

＜定期＞

(1) 医薬品適合性調査申請書（FD含む）

（輸出用医薬品の場合は、輸出用医薬品適合性調査

申請書）

(2) 最新の承認内容がわかる製造販売承認書（輸出用医

薬品等の輸出届に基づく場合は、その届出書及び

変更届出書）の写し

(3) 過去５年間の一変承認書の写し

(4) 過去５年間の軽微変更届書の写し

○ＧＭＰ適合性調査申請について

参考情報・お知らせ
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４ 提出書類

＜定期＞（つづき）

(5) 過去５年間の申請品目に係る回収の有無

（有の場合は、その概要）

(6) 宣誓書

（R3.7.13付薬生監麻発0713第12号別紙1-1の様式による）

＊申請品目が複数ある場合は、代表品目の選定について事前に

相談させていただきます。

○ＧＭＰ適合性調査申請について

参考情報・お知らせ
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４ 提出書類

＜新規＞

(1) 医薬品適合性調査申請書（FD含む）

（輸出用医薬品の場合は、輸出用医薬品適合性調査

申請書）

(2) 申請品目の製造販売承認申請書（輸出用医薬品の

輸出届に基づく場合は、その届出書）の写し

○ＧＭＰ適合性調査申請について

参考情報・お知らせ
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４ 提出書類

＜区分適合性＞

(1) 医薬品適合性調査申請書（FD含む）

(2) 申請に係る製造工程の区分で製造する品目のリスト
（R3.7.13付薬生監麻発0713第12号別紙3-1の様式に
よる）

及び当該品目のリストに係る査察履歴（上記通知別紙
3-2の様式による）

(3)当該製造所の製品に起因する過去３年間の品目（日本

向け以外のものも含む。）に係る回収等、GMP不適合、

海外規制当局によるワーニングレター、インポートアラー

ト等の有無（有の場合は、その概要）

○ＧＭＰ適合性調査申請について

参考情報・お知らせ
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４ 提出書類

＜区分適合性＞つづき

(4) 宣誓書（前述通知別紙1-2の様式による）

(5)サイトマスターファイル（※）又は同等の資料

※PIC/SのGMPガイドラインを活用する際の考え方（H24.2.1付監麻課事務連絡）別紙(1)PIC/S GMPガイドライ

ンパート１の第４章にて定められている製造所のGMPに関連した作業活動を記述した文書。

記載事例については、PMDAホームページをご参照ください。

○ＧＭＰ適合性調査申請について

参考情報・お知らせ
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○申請等の手数料について Ｒ３．８．１現在

参考情報・お知らせ

新規 更新 区分変更・追加

第一種 147,600 118,000

第二種 138,400 110,700

大臣指定品目あり 90,100 72,100

大臣指定品目なし 71,500 57,200
　化粧品 71,500 57,200

第一種 147,600 118,000

第二種 138,400 110,700

第三種 90,700 72,600

138,400 110,700
　再生医療等製品 147,600 118,000

無菌医薬品の製造工程の全部または一部 82,600 55,300 75,800

その他の医薬品の製造工程の全部または一部 72,100 49,400 65,100

包装・表示・保管のみを行うもの 47,700 35,700 40,600

無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部 82,600 55,300 75,800

その他の医薬部外品の製造工程の全部または一部 36,000 22,900 34,100

包装・表示・保管のみを行うもの 29,400 20,800 27,400

化粧品の製造工程の全部または一部 36,000 22,900 34,100

包装・表示・保管のみを行うもの 29,400 20,800 27,400
　医薬品 保管のみを行うもの（特定保管） 38,200 28,400
　医薬部外品 保管のみを行うもの（特定保管） 26,700 19,100
　化粧品 保管のみを行うもの（特定保管） 26,700 19,100
　医療機器 38,400 28,600
　体外診断用医薬品 38,400 28,600

　医療機器修理業許可 72,000 49,300 18,200

手数料

　許可証・登録証書換え交付申請 2,000

　許可証・登録証再交付申請 2,900

　製造販売業
　許可

　医薬品

　医薬部外品

　医療機器

　体外診断用医薬品

　製造業許可

　医薬品

　医薬部外品

　化粧品

　製造業登録
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参考情報・お知らせ
○申請等の手数料について Ｒ３．８．１現在

承認 一変

医療用医薬品 204,000 97,900

日本薬局方医薬品 36,100 21,200

上記以外の医薬品 72,400 31,400
　医薬部外品 35,500 21,200

１品目
（基本料）

２品目以上
１品目につき
（加算料）

２製造販売業者以上

１製造販売業者につき

（加算料）

無菌区分の許可に係るもの 81,700

無菌以外の区分の許可に係るもの 55,600

包装・表示・保管、特定保管の区分の許可に係るもの 34,900

試験検査のみに係るもの 34,900

無菌区分の許可に係るもの 157,800 2,600

無菌以外の区分の許可に係るもの 106,400 1,300

包装・表示・保管、特定保管の区分の許可に係るもの 55,500 300

試験検査のみに係るもの 55,500 300

無菌区分の許可に係るもの 157,800 2,600 12,600

無菌以外の区分の許可に係るもの 106,400 1,300 8,200

包装・表示・保管、特定保管の区分の許可に係るもの 55,500 300 4,000

試験検査のみに係るもの 55,500 300 4,000

手数料

　基準確認証書換え交付申請 2,000

　基準確認証再交付申請 2,900

医薬品
医薬部外品

ＧＭＰ
適合性調査
定期（区分）

ＧＭＰ
適合性調査

定期

医薬品
医薬部外品

製造販売
承認

　医薬品

医薬品
医薬部外品

ＧＭＰ
適合性調査

新規
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・製造販売業、製造業に関するご質問、お問い合わせ等は、
下記にお願いします。

・長野県ホームページでは、医薬品等の製造販売・製造に関
する情報を掲載しています。

https://www.pref.nagano.lg.jp/yakuji/kenko/iryo/iyakuhin
/seizo/seihan-seizo.html

長野県庁健康福祉部薬事管理課

電話：０２６-２３５-７１５７ FAX：０２６-２３５-７３９８
電子メール：yakuji@pref.nagano.lg.jp

○製造販売業・製造業関係の情報について

参考情報・お知らせ
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©長野県アルクマ

That′s all.

Thank you for your attention‼


