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薬事法の改正について
－医薬品の販売制度の改正等－

企画連絡室技術指導課長　小池良治

薬事法の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 69 号）が、同年 6月 14 日に公布されましたので、その概要
について説明します（国会に提出された法律案等については、http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/
houritu/164.html を参照。）。
なお、登録免許税法施行令の一部を改正する政令（平成 18 年政令第 128 号）が、同年 3月 31 日に公布され、翌

日から施行されたことに伴い、薬事法関係手数料令（平成 17 年政令第 91 号）が改正され、許可等に関する手数料
が変更されましたので、併せて説明します。（参考：動薬検ニュースNo. 270（2006.4.1））

１　薬事法の一部を改正する法律

医薬品の販売制度に関する事項及び指定薬物に関す
る事項の 2つの事項が、今回の主な改正内容です。
前者では、医薬品の適切な使用等のため、医薬品を

副作用等のリスクに応じて分類し、分類ごとに販売方
法を定める等、医薬品の販売制度全般が見直されまし
た。
後者では、違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）

を薬事法で規制するための事項が追加されました。
その他に医薬部外品の定義等が整理されるととも

に、表示事項の整備等が行われました。
主な改正事項は以下のとおりですが、詳細について

は、今後行われる関係政省令の改正に併せて通知等で

お知らせすることとなります。
1）医薬品の販売制度に関する事項
①　販売業の許可の種類（図 1参照）

一般販売業と薬種商販売業が統合され、店舗販
売業とされます。また、一般販売業の一形態であっ
た卸売一般販売業は、卸売販売業として新設され、
配置販売業はそのまま残されます。なお、特例販
売業は廃止されますが、動物用については、その
流通実態等を踏まえ、店舗販売業の許可の特例と
して、従来の特例販売業に相当する店舗販売業が
残されます（「動物用医薬品特例店舗販売業者」
といいます。）。
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図 1：販売業の許可の種類
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②　医薬品の分類（図 2参照）

人用医薬品については、一般用医薬品という分
類が新たに設定されます。一般用医薬品は、「効
能及び効果において人体に対する作用が著しくな
いものであって、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」と定義され
ています。つまり、薬屋さんで、自分で選んで買っ
て使えるものです。一般用医薬品は、さらに副作
用等のリスクに応じて、第 1類医薬品、第 2類医
薬品及び第 3類医薬品に分類されます。
動物用医薬品については、人用医薬品の分類と

は異なり、指定医薬品という分類が設定されま
す。指定医薬品は、販売に従事する者が薬剤師で
ない場合に販売できない医薬品です。なお、現在、
薬種商販売業者が販売できない医薬品として動物
用医薬品等取締規則（平成 16 年農林水産省令第
107 号）第 107 条で規定される指定医薬品と同様
な考え方に基づいて指定医薬品が指定される予定
です。

③　販売業者の販売品目

店舗販売業者は、人用医薬品については、一般
用医薬品以外の医薬品を販売できなくなります
が、当該規定は動物用医薬品は除外されており適

用されません。配置販売業者はこの規定に加え、
さらに経年変化が起こりにくいこと等の基準で販
売できる医薬品が制限されます。さらに、販売に
従事する者が薬剤師でない場合には、動物用医薬
品では指定医薬品を、人用医薬品では第 1類医薬
品を販売できません。
動物用医薬品特例店舗販売業者が販売できる範
囲は、指定医薬品以外で都道府県知事が指定する
ものとなります。
卸売販売業者は、原則として、販売品目に制限
はありませんが、営業所を管理する者（営業所管
理者といいます。）が薬剤師以外の場合には、販
売品目が制限されます。
④　登録販売者

店舗販売業の許可を取得するためには、薬剤師
又は登録販売者を置くことが必要となります。登
録販売者とは販売等に従事するために必要な資質
を有する者として都道府県知事の登録を受けた者
のことです。登録販売業者として登録を受けるた
めには、都道府県が実施する資質を有することを
確認するための試験に合格した者又は必要な資質
を有する者として政令で定める基準に該当する者
である必要があります。
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図２：医薬品の分類
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⑤　販売等に関する情報提供

動物用医薬品を販売・授与する場合には、これ
に従事する薬剤師又は登録販売者が適正使用のた
めに必要な情報提供に努めることが必要になるほ
か、購入者等から相談があった場合の情報提供が
義務付けられます。
人用医薬品を販売・授与する場合には、第 1類

医薬品については薬剤師の書面による情報提供が
義務付けられ、第 2類医薬品については薬剤師又
は登録販売者が情報提供に努めることとされ、第
3類医薬品については使用者から相談があった場
合の情報提供が義務付けられます。
また、動物用及び人用の医療機器の販売業者、

賃貸業者及び修理業者は、適正使用のために必要
な情報提供に努めることが必要となります。

⑥　医薬品の陳列等

医薬品は他のものと区別して貯蔵し、陳列しな
ければならないことが、法律上明記されました。
また、陳列する場合には、動物用医薬品では指

定医薬品と他の医薬品を、人用医薬品では第 1類
医薬品、第 2類医薬品と第 3類医薬品をそれぞれ
分けなければならなくなります。

⑦　国等の適正な使用に関する普及啓発

国、都道府県等は、関係機関及び関係団体の協
力の下に医薬品等の適正な使用に関する啓発及び
知識の普及に努めることとされました。

2）医薬部外品に関する事項
①　医薬部外品の定義

個々の医薬部外品のリスクに合わせて適切な規
制を行うために、医薬部外品を 3つの区分に分け
て、以下のように定義されます。
医薬部外品とは、人体に対する作用が緩和なも

ので、以下に該当するもの。
ア）「吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体
臭の防止」、「あせも、ただれ等の防止」又は「脱
毛の防止、育毛又は除毛」の目的のために使用
されるもので機械器具等ではないもの

イ）人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、
蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目
的のために使用されるもので機械器具等ではな
いもの

ウ）人又は動物の疾病の診断等に使用されること
が目的とされているもので大臣が指定するもの
ウ）に該当するものは、現時点では、動物用に

はありませんが、人用では、滋養強壮のための
ドリンク剤などが該当します。

②　医薬部外品の表示

大臣が指定するものには、「有効成分の名称及
びその分量」を、①のイ）及びウ）にはそれぞれ省
令で定める文字を表示することなど、医薬部外品
の種類に合わせた表示を行わせることとなります。

3）指定薬物に関する事項
①　薬事法の目的

指定薬物の規制に関する措置を講ずることを加
えます。
指定薬物とは、「中枢神経系の興奮若しくは抑

制又は幻覚の作用（当該作用の維持又は強化の作
用を含む。）を有する蓋然性が高く、かつ、人の
身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発
生するおそれがある物として厚生労働大臣が指定
する物」と定義されます。もちろん、麻薬及び向
精神薬取締法（昭和 28 年法律第 14 号）などで規
制される麻薬や覚せい剤などはこれに含まれませ
ん。
また、指定薬物に関しては、「厚生労働大臣」
を「農林水産大臣」と、「厚生労働省令」を「農
林水産省令」とする読み替えは行われませんので、
農林水産省の管轄外の事項となります。
②　指定薬物の取扱い

指定薬物は、「医療等の用途」として厚生労働
省令で定める場合以外の製造、輸入、販売、授与
等が禁止され、広告も制限されます。
指定薬物である疑いがある物品等の検査を行う
ための検査命令制度が導入されるとともに、立入
検査や廃棄等の処置を執るために必要な仕組みが
導入されます。

4）施行期日
改正の大部分の施行は、公布の日から起算し
て 3年以内の政令で定める日ですが、1）の⑦及
び法律の施行の経過措置に関する一部分は公布の
日、一般用医薬品の分類は平成 19 年 4 月 1 日、3）
は公布の日から起算して 1年以内の政令で定める
日、1）の④は公布の日から起算して 2年以内の
政令で定める日となっています。
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２　登録免許税法施行令の一部を改正する政令及びこ

れに伴う薬事法関係手数料令の改正

獣医師や薬剤師の免許の登録など、個人の資格賦
与又は事業の開始等に係る登録、免許等については、
登録免許税が課税されています。
医薬品の製造販売業の許可等は、従来、登録免許

税の課税対象とはされていませんでしたが、平成
18 年 4 月 1 日より、新たに課税対象となり（更新
及び区分の変更は除く。）、薬事法に基づく手数料は
廃止されました（表参照）。ただし、外国製造業者
の認定や医療機器修理業の許可については、実地調
査が必要とされる場合、調査にかかる実費は手数料

として別途徴収されます。
納税額は、表のとおりです。
納税方法は、原則として、現金で納付し、その領
収証書を申請書に貼り付けて提出することになりま
すが、特別の事情がある場合には、印紙を申請書に
貼り付けて納付することができます。
登録免許税の課税等についての詳細は、「動物医
薬品の製造販売業の許可等に対する登録税の課税等
について」（平成18年3月31日付け農林水産省消費・
安全局畜水産安全管理課事務連絡）で示されていま
すので、参考としてください。

表　平成 18年 4月 1日以降の手数料又は登録免許税

平成 18 年 3 月 31 日以前 平成 18 年 4 月 1 日以降

製造販売業の許可
新規申請 手数料： 25,800 円 登録免許税： 15 万円

更新申請 手数料： 13,500 円 手数料： 13,500 円

製造業の許可

新規申請 手数料： 25,800 円 登録免許税： 9 万円

更新申請 手数料： 13,500 円 手数料： 13,500 円

区分の追加申請 手数料： 25,800 円 登録免許税： 9 万円

区分の変更申請 手数料： 25,800 円 手数料： 25,800 円

外国製造業者の認定

新規申請 * 手数料： 20,500 円 登録免許税： 9 万円

更新申請 * 手数料： 13,600 円 手数料： 13,600 円

区分の追加申請 * 手数料： 20,500 円 登録免許税： 9 万円

区分の変更申請 * 手数料： 20,500 円 手数料： 20,500 円

修理業の許可

新規申請 * 手数料： 15,700 円 登録免許税： 9 万円

更新申請 手数料：  7,300 円 手数料： 7,300 円

区分の追加申請 * 手数料： 15,700 円 登録免許税： 9 万円

区分の変更申請 * 手数料： 15,700 円 手数料： 15,700 円

＊：平成 18 年 4 月 1 日以降の欄に示した金額の他、実地調査が必要な場合には、調査にかかる費用が
　　別途手数料として必要となります。
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