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本スライドのトピック本スライドのトピック


 

承認までの流れ承認までの流れ


 

承認申請書作成上の注意事項承認申請書作成上の注意事項


 

製造販売承認事項軽微変更届出製造販売承認事項軽微変更届出


 

動物用医薬品等の承認申請に関する相談動物用医薬品等の承認申請に関する相談
 に際しての注意事項に際しての注意事項


 

その他に関する注意事項その他に関する注意事項
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承認までの流れ承認までの流れ
H20.3.28H20.3.28付け付け畜水産安全管理課長通知畜水産安全管理課長通知に詳細に記に詳細に記

 載されています。載されています。
当所当所HPHP参照参照

 
↓↓

 http://www.maff.go.jp/nval/hourei_tuuti/pdf/19http://www.maff.go.jp/nval/hourei_tuuti/pdf/19--
 15420_1.pdf15420_1.pdf

http://www.maff.go.jp/nval/hourei_tuuti/pdf/19http://www.maff.go.jp/nval/hourei_tuuti/pdf/19--
 15420_2.pdf15420_2.pdf

http://www.maff.go.jp/nval/hourei_tuuti/pdf/19http://www.maff.go.jp/nval/hourei_tuuti/pdf/19--
 15420_3.pdf15420_3.pdf

http://www.maff.go.jp/nval/hourei_tuuti/pdf/19http://www.maff.go.jp/nval/hourei_tuuti/pdf/19--
 15420_4.pdf15420_4.pdf
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承認申請

農林水産省
（有効性・安全性・品質）

薬事・食品衛生審議会

調査会
↓

部会
↓

分科会

農林水産省
（必要に応じて省令・告示改正）

承認

厚生労働省
（残留基準の設定等）

内閣府
食品安全委員会

（食品健康影響評価）

食品安全基本法
第２４条第１項第８号

薬事法
第８３条の４第３項
（使用基準制定・改廃）

承認までの流れ（承認までの流れ（1/111/11））

答申

評価依頼

評価結果
（ADI設定・

 薬剤耐性）

意見聴取

諮問 諮問
諮問

意見
（使用基準）
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○新薬の場合○新薬の場合
①申請→①申請→

 
②承認審査調整委員会（申請区分・審議区分の確認②承認審査調整委員会（申請区分・審議区分の確認

 等）→等）→
 

③ヒアリング（実施しない場合もある）→③ヒアリング（実施しない場合もある）→
 

④事務局審④事務局審
 査・指摘及び回答（原則として２回）査・指摘及び回答（原則として２回）

→→
 

⑤調査会、部会等審議⑤調査会、部会等審議

→→
 

⑥パブリックコメントの実施、食品安全委員会・厚生労働省⑥パブリックコメントの実施、食品安全委員会・厚生労働省
 へ諮問・答申へ諮問・答申

→→
 

⑦省令改正等→⑦省令改正等→
 

⑧承認⑧承認

○後発品の場合○後発品の場合
①申請→①申請→

 
②事務局審査・指摘及び回答→②事務局審査・指摘及び回答→

 
③承認③承認

※※新薬は、承認申請とともに、必要に応じ新薬は、承認申請とともに、必要に応じGCPGCP・・GLPGLP適用報告書適用報告書
 及び及び適合性調査申請書（適合性調査申請書（GMPGMP適用報告書）適用報告書）を、後発品は、承認を、後発品は、承認

 申請とともに、申請とともに、適合性調査申請書（適合性調査申請書（GMPGMP適用報告書）適用報告書）を提出を提出

承認までの流れ（承認までの流れ（2/112/11））
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②承認審査調整委員会（②承認審査調整委員会（申請区分申請区分・・審議区分審議区分の確認等）の確認等）

☆☆平成平成2222年年33月月2929日付けで日付けで「薬事法関係事務の取扱いに
 ついて」

 
(消費・安全局長通知消安第12123号）の別表の別表

 第二から別表第五まで改正第二から別表第五まで改正
（参考当所（参考当所HP : HP : http://www.maff.go.jp/nval/hourei_tuuti/pdf/21http://www.maff.go.jp/nval/hourei_tuuti/pdf/21--

 12123.pdf12123.pdf））

☆☆平成平成2323年年33月の薬事分科会の申し合わせにより月の薬事分科会の申し合わせにより審議審議
 区分が変更区分が変更

→審議会への上程品目が減り事務局審査品目が増え→審議会への上程品目が減り事務局審査品目が増え
 た。た。

承認までの流れ（承認までの流れ（3/113/11））
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審議区分の変更について審議区分の変更について

承認までの流れ（承認までの流れ（4/114/11））

９

 

動物用医薬品（動物用体外診断用医薬品、動物用医薬品殺虫剤及び消毒剤（動物に直接適用する

 
殺虫剤及び消毒剤を除く。）を除く。）

動物用医薬品の範囲

調

 
査

 
会

部

 会

分

 
科

 
会

諮
問
の
有
無

薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
に
諮
問
す
る
医
薬
品

薬
事

分
科
会

審
議 1 申請動物用医薬品の適用、毒性、副作用等からみて慎重に審議する必要があると

 
の部会の意見に基づき、分科会長が決定するもの

○ ○ ○ 有

部
会
審
議

2 新有効成分含有動物用医薬品及び既承認動物用医薬品と有効成分が異なるもの ○ ○ ▲ 有

3 新動物用配合剤 ○ ○ ▲ 有

4 新投与経路動物用医薬品 ○ ○ ▲ 有

5 明らかに異質の効能を追加しようとする新効能動物用医薬品 ○ ○ ▲ 有

6 用量の大幅な増量により、異なる作用機序を期待するか又は新しい効能を追加しよ

 
うとする新用量動物用医薬品

○ ○ ▲ 有

7 徐放化等の薬剤学的変更により、用法・用量が大幅に異なる新剤型動物用医薬品 ○ ○ ▲ 有

8 申請動物用医薬品の適用、毒性、副作用等からみて、部会審議が適当であると部

 
会長が決定するもの

○ ○ ▲ 有

事
務
局
で
処
理
す
る

 

医
薬
品

調
査
会
に
相

 

談
し
て
処
理

9
新効能動物用医薬品、新用量動物用医薬品及び類似処方動物用配合剤であって、

 
申請動物用医薬品の適用、毒性、副作用等からみて、調査会審議が適当であると

 
部会長が決定するもの

○ ▲ × 無

事
務
局

 

の
み
で

 

処
理 10 その他 × × × 無

注）○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。
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③③ヒアリングヒアリング

動物医薬品検査所で開催動物医薬品検査所で開催（水産用医薬品を除く。）（水産用医薬品を除く。）

・・
 

一般薬・抗菌性物質製剤一般薬・抗菌性物質製剤

事前に承認の可否に関わる問題点等につい事前に承認の可否に関わる問題点等につい
 てのヒアリング論点ペーパーを送付てのヒアリング論点ペーパーを送付

原則として概要の説明は不要原則として概要の説明は不要

・・
 

生物学的製剤生物学的製剤

ヒアリングの場において承認の可否に関わるヒアリングの場において承認の可否に関わる
 問題点を指摘問題点を指摘

原則として１０分間程度で概要について説明原則として１０分間程度で概要について説明

承認までの流れ（承認までの流れ（5/115/11））
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④④事務局審査事務局審査
【【指摘事項・ヒアリング指摘事項・指摘事項回答書に対する意見指摘事項・ヒアリング指摘事項・指摘事項回答書に対する意見】】
○製剤名○製剤名

 

：：
○申請者名○申請者名

 

：：
○申請年月日○申請年月日

 

：：

項項

 

目目 番号番号 指指

 

摘摘

 

事事

 

項項 指指

 

摘摘

 

理理

 

由由 意見又は措置意見又は措置

【【全般全般】】

11 ○○○○○○を△△△と修正すること。を△△△と修正すること。 □□□のため。□□□のため。

【【申請書申請書】】

22

33

【【添付資料添付資料】】

44

指摘に対する回答について指摘に対する回答について
○指摘に対して、「既承認製剤と同様である」や「現在申請中の○○○○と同様である」との回答は避け、

 
具体的に記載してください。当該申請内容をもって判断する必要があるため、当該申請書及び添付資料で

 
判断できるものとしてください。
○ヒアリング指摘事項の回答は、調査会の資料の一部となるので、十分留意の上で作成してください。
○指摘により変更した事項については、申請書、概要書及び添付資料に確実に反映させてください。添付

 
資料と概要書との整合性についても確認してください。また、変更部分が確認できるよう、アンダーライン等

 
を付すことをご検討ください。
○指摘内容が理解できない場合は、速やかに事務局に確認し、的確に回答してください。指摘に対する回

 
答は、科学的な根拠に基づいて行ってください。

承認までの流れ（承認までの流れ（6/116/11））
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⑤⑤薬事・食品衛生審議会（各調査会・部会等）での審査薬事・食品衛生審議会（各調査会・部会等）での審査
・調査会での審議は、事務局による事前審査が・調査会での審議は、事務局による事前審査が終了した品目か終了した品目か

 ら順次実施ら順次実施。。
・スケジュール（目安：年末年始・連休が重なる場合等には繰り・スケジュール（目安：年末年始・連休が重なる場合等には繰り

 上げ）上げ）
６週間前・・・・・新規品目の回答締切６週間前・・・・・新規品目の回答締切

５週間前・・・・・継続品目の回答締切５週間前・・・・・継続品目の回答締切

４週間前・・・・・上程の可否を決定（審査調整課担当から連絡）４週間前・・・・・上程の可否を決定（審査調整課担当から連絡）

３週間前・・・・・配付資料の整備状況の確認３週間前・・・・・配付資料の整備状況の確認

２週間前の前日・・・・・配付資料提出期限２週間前の前日・・・・・配付資料提出期限

２週間前・・・・・配付資料の委員への発送２週間前・・・・・配付資料の委員への発送

・調査会では、審議冒頭に概要書を用いて・調査会では、審議冒頭に概要書を用いて1010分以内（最長でも分以内（最長でも1515
 分）で説明してください。（質疑終了後は退席願います。）部分）で説明してください。（質疑終了後は退席願います。）部

 会・分科会では原則として出席・説明は不要です。会・分科会では原則として出席・説明は不要です。

・調査会審議終了後の部会、分科会についても同様に承認担当・調査会審議終了後の部会、分科会についても同様に承認担当

者と連携して資料発送等を行ってください。者と連携して資料発送等を行ってください。

承認までの流れ（承認までの流れ（7/117/11））
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⑥⑥食品安全委員会・厚生労働省へ諮問するための資料の食品安全委員会・厚生労働省へ諮問するための資料の
 作成作成（（畜水産安全管理課から指示畜水産安全管理課から指示があります）があります）

食品健康影響評価に係る連絡先食品健康影響評価に係る連絡先
■食品安全委員会■食品安全委員会
〒〒107107--61226122

 

東京都港区赤坂東京都港区赤坂55--22--2020

 

赤坂パークビル赤坂パークビル2222階階

内閣府内閣府

 

食品安全委員会事務局食品安全委員会事務局

 

評価課評価課

■厚生労働省■厚生労働省
〒〒100100--89168916

 

千代田区霞が関千代田区霞が関11--22--22
厚生労働省厚生労働省

 

医薬食品局医薬食品局

 

食品安全部食品安全部

 

基準審査課基準審査課

■農林水産省■農林水産省
〒〒100100--89508950

 

千代田区霞が関千代田区霞が関11--22--11
農林水産省農林水産省 消費・安全局消費・安全局

 

畜水産安全管理課畜水産安全管理課

⑦パブリックコメント・省令改正等⑦パブリックコメント・省令改正等（畜水産安全管理課で対応）（畜水産安全管理課で対応）

・省令・省令（動物用医薬品等取締規則、動物用医薬品の使用の規制に関する省令（動物用医薬品等取締規則、動物用医薬品の使用の規制に関する省令

 等）等）や告示や告示（動物用生物学的製剤基準、動物用抗生物質医薬品基準等）（動物用生物学的製剤基準、動物用抗生物質医薬品基準等）のの

 改正の必要がある場合にはパブリックコメントを募集改正の必要がある場合にはパブリックコメントを募集
・意見募集期間は３０日・意見募集期間は３０日

承認までの流れ（承認までの流れ（8/118/11））
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食品安全委員会食品安全委員会では、動物用医薬品を投与した食用動では、動物用医薬品を投与した食用動
 物由来の食品を介して動物用医薬品がヒトに摂取され物由来の食品を介して動物用医薬品がヒトに摂取され
 た場合のヒトに対する安全性について評価することになた場合のヒトに対する安全性について評価することにな
 ります。ります。審議資料は、動物用医薬品の承認（再審査、再審議資料は、動物用医薬品の承認（再審査、再
 評価）の申請書及び添付資料評価）の申請書及び添付資料ですので、ですので、ヒト（食品摂取ヒト（食品摂取
 者）に対する安全性や動物体内での動態者）に対する安全性や動物体内での動態についても記についても記
 載してください。載してください。


 

特に、特に、動物用生物学的製剤動物用生物学的製剤については、残留性試験がについては、残留性試験が
 設定されていないことから、設定されていないことから、人用医薬品や食品添加物と人用医薬品や食品添加物と
 して使用されていない物質が含まれている場合して使用されていない物質が含まれている場合には、そには、そ
 の物質のの物質の動物用医薬品等での使用実績や動物体内で動物用医薬品等での使用実績や動物体内で
 の残留性の残留性について詳細に記載し、食品を摂取したについて詳細に記載し、食品を摂取したヒトにヒトに
 対して安全であることを説明してください対して安全であることを説明してください。。

食品安全委員会への提出資料

承認までの流れ（承認までの流れ（9/119/11））
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信頼性適合性調査対象となるのは信頼性適合性調査対象となるのは動物用医薬品等動物用医薬品等
 取締規則第取締規則第2828条条に該当するものです。該当製剤にに該当するものです。該当製剤に
 あっては、あっては、GCPGCP適用報告書及び適用報告書及びGLPGLP適用報告書を、適用報告書を、
 承認申請書と承認申請書と原則として同時に原則として同時に提出してください。提出してください。


 

適用対象となる医薬品の適用対象となる医薬品の毒性試験、安全性試験及び毒性試験、安全性試験及び
 残留試験残留試験は、は、GLPGLPに従って実施に従って実施してください。してください。


 

適用対象となる医薬品の適用対象となる医薬品の臨床試験臨床試験は、は、GCPGCPに従ってに従って
 実施実施してください。してください。


 

適用対象となる医薬品の全ての試験適用対象となる医薬品の全ての試験は、は、規則第規則第2929条条
 （承認申請資料の信頼性の基準）（承認申請資料の信頼性の基準）

 
に従って実施してくに従って実施してく

 ださい。ださい。

信頼性基準適合性調査について

承認までの流れ（承認までの流れ（10/1110/11））
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提出様式（例）

農林水産省

動物医薬品検査所長

 
殿

平成

 
年

 
月

 
日

住所

代表者氏名

動物用医薬品ＧＣＰ（又はＧＬＰ）適用報告書等の提出について

下記の動物用医薬品製造販売承認申請書の提出にあたり、別紙のと

 おり動物用医薬品ＧＣＰ適用報告書及び関係資料を提出します。

製造販売承認申請品目名

承認までの流れ（承認までの流れ（11/1111/11））
GCP・GLP適用報告書の提出について
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承認申請書作成上の承認申請書作成上の  
注意事項注意事項

15



承認申請書作成上の注意事項承認申請書作成上の注意事項

①申請・お問い合わせ

→申請・届出

動物医薬品検査所HP
http://www.maff.go.jp/nval/

チェックシート

申請書等様式

注意事項
②次ページの「製造販

 売承認申請書等の様

 式一覧」をクリック
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申請に関する文書作成に当たっての注意事項申請に関する文書作成に当たっての注意事項
【【全体全体】】
○○適切な手数料の収入印紙を貼り付けること。適切な手数料の収入印紙を貼り付けること。
○誤字、誤記、誤訳、欠落に注意すること（項目番号、ページ等は前後しないように注○誤字、誤記、誤訳、欠落に注意すること（項目番号、ページ等は前後しないように注

 意すること）意すること）
○○SISI単位系以外のものを使用しないこと単位系以外のものを使用しないこと

○数字の丸め方（四捨五入等）を統一すること○数字の丸め方（四捨五入等）を統一すること
○様式やスタイル等は統一すること○様式やスタイル等は統一すること
○略号を用いる際には、明確な定義の後に使用すること○略号を用いる際には、明確な定義の後に使用すること
○○動生剤基準や日本薬局方をふまえた記載となっているか確認動生剤基準や日本薬局方をふまえた記載となっているか確認することすること
【【用語について用語について】】
○繁用される用語は目次の前に一覧表で記載すること○繁用される用語は目次の前に一覧表で記載すること
○新たな用語を使う際は、適切な箇所で必要な説明を行うこと○新たな用語を使う際は、適切な箇所で必要な説明を行うこと
○類似の用語を使用する場合は、使い分けを明確にすること○類似の用語を使用する場合は、使い分けを明確にすること
○同一の意味を複数の単語で表現したり、同一の単語に複数の意味を持たせることは○同一の意味を複数の単語で表現したり、同一の単語に複数の意味を持たせることは

 避けること避けること
【【文献の引用について文献の引用について】】
○引用部分と被引用部分の対応を確認すること○引用部分と被引用部分の対応を確認すること
○○22重引用や循環するような引用は行わないこと重引用や循環するような引用は行わないこと

○記載事項が添付資料のどこに記載されているのか明確にわかるようにすること○記載事項が添付資料のどこに記載されているのか明確にわかるようにすること
○概要書では引用文献を章ごとに記載すること○概要書では引用文献を章ごとに記載すること

承認申請書作成上の注意事項（全体承認申請書作成上の注意事項（全体1/31/3））
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申請に関する文書作成に当たっての注意事項申請に関する文書作成に当たっての注意事項
【【試験データの取扱いと考察について試験データの取扱いと考察について】】
○理解が困難な表現や、異なる理解が可能な文章表現は避けること○理解が困難な表現や、異なる理解が可能な文章表現は避けること
○○有害事象等の不本意なデータや、矛盾するデータ等はコメント有害事象等の不本意なデータや、矛盾するデータ等はコメントし、記載することし、記載すること
○時系列が前後しないように記載する等、前から順に読んで理解できる構成とすること○時系列が前後しないように記載する等、前から順に読んで理解できる構成とすること
○推定に基づく「根拠のない断定」は行わないこと○推定に基づく「根拠のない断定」は行わないこと
○○記載内容の出典（もとのデータ）がわかるような記載記載内容の出典（もとのデータ）がわかるような記載とすることとすること
○必要なデータが省略したり、不要なデータを添付、引用しないこと○必要なデータが省略したり、不要なデータを添付、引用しないこと
○ロット番号や試験品の記号等の斉一性を確認すること○ロット番号や試験品の記号等の斉一性を確認すること
○○試験はガイドラインに準拠して行う試験はガイドラインに準拠して行うこと。外れている場合は明記し、考察することこと。外れている場合は明記し、考察すること
○図や表にはタイトル及び番号を入れること○図や表にはタイトル及び番号を入れること

【【その他その他】】
（薬事法上資料の添付は必須ではないが、検討されていることが望ましい事項等）（薬事法上資料の添付は必須ではないが、検討されていることが望ましい事項等）
○毒性試験及び安全性試験について○毒性試験及び安全性試験について
・用法として、急性疾患に関する短期投与の製剤か慢性疾患に対する長期投与なのかを・用法として、急性疾患に関する短期投与の製剤か慢性疾患に対する長期投与なのかを

 踏まえた踏まえた試験設計試験設計になっているかになっているか
・人体への暴露（使用者や消費者を含む）も考慮した資料を添付しているか・人体への暴露（使用者や消費者を含む）も考慮した資料を添付しているか
・・動物のどのステージで適用される製剤かを踏まえた資料か動物のどのステージで適用される製剤かを踏まえた資料か
○環境影響評価が必要か検討されているか○環境影響評価が必要か検討されているか
○畜産生産物等が肥料、飼料、ペットフード、医薬品等の原料として使用されることを踏○畜産生産物等が肥料、飼料、ペットフード、医薬品等の原料として使用されることを踏

 まえた対策が必要か検討されているかまえた対策が必要か検討されているか

承認申請書作成上の注意事項（全体承認申請書作成上の注意事項（全体2/32/3））
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該当する該当する取締規則の別記様式を厳守取締規則の別記様式を厳守して申請書を作成して申請書を作成
 すること（特に、備考欄の記載は必ず確認すること）。すること（特に、備考欄の記載は必ず確認すること）。

動物用生物学的製剤の場合は、動物用生物学的製剤の場合は、動生剤基準の記載を参動生剤基準の記載を参
 考に考に。。


 

申請書に記載されている申請書に記載されている記載内容を変更する場合記載内容を変更する場合は、は、
 承認事項変更軽微変更届出または承認事項変更承認承認事項変更軽微変更届出または承認事項変更承認
 申請が必要申請が必要になることを念頭に誤字・脱字に十分注意しになることを念頭に誤字・脱字に十分注意し
 て記載すること。て記載すること。

 
なお、製品の販売時の添付文書等になお、製品の販売時の添付文書等に

 「用法及び用量」や「効能又は効果」を記載する場合は、「用法及び用量」や「効能又は効果」を記載する場合は、
 承認申請書の記載と同一とすること。承認申請書の記載と同一とすること。


 

当所ホームページに掲載の当所ホームページに掲載の承認申請用チェックシート承認申請用チェックシートもも
 ご参照ください。ご参照ください。

承認申請書作成上の注意事項（全体承認申請書作成上の注意事項（全体3/33/3））
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動物用医薬品（医薬部外品）製造販売承認申請書 

                                        年  月  日 

                   

                    農林水産大臣 殿                   

                                 住所 

                                                 

                                             氏名 

   

    薬事法第１４条第１項の規定により動物用医薬品（医薬部外品）製造販売の承認を受けたいので、下記により申請します。             

記 

  ｌ 製造業者又は認定外国製造業者の氏名又は名称及び住所 

  ２ 製造業者の許可年月日及び許可番号又は認定外国製造業者の認定年月日及び認定 

   番号 

  ３ 製造業者の許可の区分又は認定外国製造業者の認定の区分 

  ４ 製造販売しようとする品目 

  ５ 成分及び分量（成分不明のときは、その本質） 

  ６ 製造方法 

  ７ 用法及び用量 

  ８ 効能又は効果 

  ９ 貯蔵方法 

１０ 有効期間 

１１ 規格及び検査方法 

１２ 参考事項 

備 考 

 １ 同一成分であっても、散剤と錠剤、重量の異なる錠剤、濃度の異なる注射剤等は、それぞれ各別に申請すること。 

 ２ 製造業者の許可の区分又は認定外国製造業者の認定の区分の欄には、製造業者にあっては第ｌ２条第１項（第３号を除

く。）又は第２項の各号のいずれに該当するかを、認定外国製造業者にあっては第２１条第１項（第３号を除く。）又は

第２項の各号のいずれに該当するかを記載すること。 

 ３ 記の１、２及び３は、製造販売しようとする品目に係るすべての製造業者及び認定外国製造業者について記載すること。 

 ４ 製造販売しようとする品目の欄には、販売名（一般的名称があるものについては、その一般的名称を括弧内に併記する

こと。）を記載すること。 

 ５ 成分及び分量（成分不明のときは、その本質）の欄には、使用する原料又は材料の品質に関する規格を付記すること（例、

日本薬局方 食塩, ＪＩＳ 試薬一級ベンゾール等）。また、製造販売しようとする品目の製造工程において原薬等登録原

簿に登録されている原薬等を用いる場合にあっては、当該原薬等に係る登録番号及び登録年月日を併記すること。 

 ６ 貯蔵方法の欄には、貯蔵について特別の条件を必要とする品目につき、その条件を記載すること。 

 ７ 有効期間の欄には、有効期間を限定する必要がある品目につき、その期間を記載すること。 

 ８ 規格及び検査方法の欄には、その品目の規格及び製造所において行う検査方法を記載すること。この場合、規格又は検

査方法が日本薬局方等に定められているときは、その収載箇所の記載をもって、これに代えることができる。 

 ９ 薬事法第１４条の３第１項の規定により同法第１４条第１項の承認を受けようとするときは、その旨を参考事項の欄に

記載すること。 

これが製造
 販売承認申
 請書の様式
 です。
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１．原薬の製造業者を含め、すべての製造業者又は認定外国１．原薬の製造業者を含め、すべての製造業者又は認定外国
 製造業者の氏名又は名称及び住所が記載されていて、氏製造業者の氏名又は名称及び住所が記載されていて、氏

 名・住所は適切か。名・住所は適切か。

２．すべての製造業者又は認定外国製造業者の許可・認定の２．すべての製造業者又は認定外国製造業者の許可・認定の
 年月日及び番号が記載されていて、年月日・番号は適切か。年月日及び番号が記載されていて、年月日・番号は適切か。

３．すべての製造業者又は認定外国製造業者の許可・認定の３．すべての製造業者又は認定外国製造業者の許可・認定の
 区分が記載されていて、区分は適切か（許可区分は「医薬品区分が記載されていて、区分は適切か（許可区分は「医薬品

 一般」等ではなく、動物用医薬品等取締規則又は薬事法施一般」等ではなく、動物用医薬品等取締規則又は薬事法施
 行規則の何条何項何号に当たるか記載すること）。行規則の何条何項何号に当たるか記載すること）。

※※許可又は認定を持っていない製造業者の原薬等をやむを得ず転用する許可又は認定を持っていない製造業者の原薬等をやむを得ず転用する

 場合は、製造方法欄にその場合は、製造方法欄にその製造業者名・住所を記載し、申請書の１、２、を記載し、申請書の１、２、

 ３の欄には記載しない。転用理由書にその品質が原薬等としてふさわし３の欄には記載しない。転用理由書にその品質が原薬等としてふさわし

 いことを担保できることを根拠を示して記載すること。いことを担保できることを根拠を示して記載すること。

※※許可又は認定申請中の場合には、申請書２、３に「○年○月○日許可申許可又は認定申請中の場合には、申請書２、３に「○年○月○日許可申

 請中」等の記載を行うこと。請中」等の記載を行うこと。

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意1/17）
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４．製造販売しようとする品目４．製造販売しようとする品目


 

品名品名が記載されていて、名称は適切か。が記載されていて、名称は適切か。
①①

 
他社の商標登録に抵触しないか。他社の商標登録に抵触しないか。

②②
 

動物用医薬品以外のものと誤解されるおそれはないか。動物用医薬品以外のものと誤解されるおそれはないか。
③③

 
他の品目を疑わせないか。他の品目を疑わせないか。

④④
 

誇大でないか。誇大でないか。
⑤⑤

 
品位に欠けないか。品位に欠けないか。

・意味不明の数字記号が含まれているもの・意味不明の数字記号が含まれているもの
・一般的名称の一部を使用し、有効成分を正確に表現していないもの・一般的名称の一部を使用し、有効成分を正確に表現していないもの
・日局収載名と同一又は類似のもの・日局収載名と同一又は類似のもの
・実際の剤形に一致しない表現が含まれるもの・実際の剤形に一致しない表現が含まれるもの
・適応症、効能・効果をそのまま表すもの、分類的名称・適応症、効能・効果をそのまま表すもの、分類的名称
・認められない効能を表しているもの・認められない効能を表しているもの
・配合剤でありながら、特定成分のみからなる製剤と誤解される名称は、適当でないので避け・配合剤でありながら、特定成分のみからなる製剤と誤解される名称は、適当でないので避け

 
ること。ること。


 

一般的名称一般的名称のある場合にそれが記載されているか。のある場合にそれが記載されているか。
 （動物用医薬品公定書又は日本薬局方に収載されているも（動物用医薬品公定書又は日本薬局方に収載されているも

 の、４２条基準があるものは医薬品各条における基準名（一の、４２条基準があるものは医薬品各条における基準名（一
 般薬と抗生物質製剤の配合剤を除く））般薬と抗生物質製剤の配合剤を除く））

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意2/17）
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５．成分及び分量５．成分及び分量
 

（不明の時は、その本質）①（不明の時は、その本質）①


 

日局等公定規格基準書に収載された成分については、日局等公定規格基準書に収載された成分については、

その名称を使用しているか。それ以外の成分についその名称を使用しているか。それ以外の成分につい

ては、日本医薬品一般名称（ては、日本医薬品一般名称（JANJAN）又は一般名（）又は一般名（INNINN）の）の

名称を使用しているか。名称を使用しているか。（一般名のない成分では化学名等を記載。）（一般名のない成分では化学名等を記載。）


 

配合成分の各配合目的配合成分の各配合目的（主剤、安定剤、防腐剤、保存剤、（主剤、安定剤、防腐剤、保存剤、

乳化剤、溶剤、賦形剤等）が記載されているか。乳化剤、溶剤、賦形剤等）が記載されているか。


 

分量は適切に記載され、合計量は合致しているか。分量は適切に記載され、合計量は合致しているか。
（約○○（約○○ggなどは不可。製品の規定量（「などは不可。製品の規定量（「100mL100mL中」等）に対する分量を記載すること）中」等）に対する分量を記載すること）


 

原薬等登録原簿に登録されている原薬を使用する場合原薬等登録原簿に登録されている原薬を使用する場合
①その場合に、登録番号及び登録年月日は適切に記載されているか。①その場合に、登録番号及び登録年月日は適切に記載されているか。

②登録内容の確認が必要か（登録、変更後初めての場合には必要）②登録内容の確認が必要か（登録、変更後初めての場合には必要）

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意3/17）
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５．成分及び分量５．成分及び分量
 

（不明の時は、その本質）②（不明の時は、その本質）②


 

反すう動物由来物質を原料（又は材料）としてい反すう動物由来物質を原料（又は材料）としてい
 る場合には、その原産国や由来臓器等を記載し、る場合には、その原産国や由来臓器等を記載し、

 安全性の考察及び証明書等を添付しているか。安全性の考察及び証明書等を添付しているか。
※※動物用生物由来原料基準に適合した反すう動物由来物質か。動物用生物由来原料基準に適合した反すう動物由来物質か。
※※安全性の考察の中で、原料基準のどの区分に該当するかについ安全性の考察の中で、原料基準のどの区分に該当するかについ

 て、説明しているか。て、説明しているか。
※※乳については、ＢＳＥ高発生国以外であれば処理の有無に関わら乳については、ＢＳＥ高発生国以外であれば処理の有無に関わら

 ず使用できることになっているが、原産国を確認する必要があるたず使用できることになっているが、原産国を確認する必要があるた

 め、原産国を確認できる資料が添付されているか。め、原産国を確認できる資料が添付されているか。
※※ワクチンにおいては、原株・原種菌（ウイルス）・種菌（ウイルス）のワクチンにおいては、原株・原種菌（ウイルス）・種菌（ウイルス）の

 作製に用いた反すう動物由来物質に関して、別紙規格で記載してい作製に用いた反すう動物由来物質に関して、別紙規格で記載してい

 るか。るか。


 

豚や植物等を原料としているものであっても、ゼ豚や植物等を原料としているものであっても、ゼ
 ラチン、レシチン、ペプトン、ポリソルベート等、反ラチン、レシチン、ペプトン、ポリソルベート等、反
 すう動物由来物質を原料として製造することが可すう動物由来物質を原料として製造することが可
 能なものについては、原料を確認する必要があ能なものについては、原料を確認する必要があ

 るため、その由来が記載されているか。るため、その由来が記載されているか。

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意4/17）

24



５．成分及び分量５．成分及び分量
 

（不明の時は、その本質）③（不明の時は、その本質）③

・・以下の国内公定規格基準書（現行のものに限る。括以下の国内公定規格基準書（現行のものに限る。括
 弧内の略称も使用可）以外の規格の場合には別紙弧内の略称も使用可）以外の規格の場合には別紙
 規格として設定しているか。規格として設定しているか。

日本薬局方（「日局」又は「日本薬局方（「日局」又は「JJ・・PP」）」）
日本薬局方外医薬品成分規格（局外規）日本薬局方外医薬品成分規格（局外規）
医薬部外品原料規格（外原規）医薬部外品原料規格（外原規）
医薬品添加物規格（薬添規）医薬品添加物規格（薬添規）
食品添加物公定書（食添）食品添加物公定書（食添）
動物用医薬品公定書（動薬公）動物用医薬品公定書（動薬公）
殺虫剤指針殺虫剤指針
動物用抗生物質医薬品基準（動抗基）動物用抗生物質医薬品基準（動抗基）

・・成分規格が日本工業規格成分規格が日本工業規格(JIS)(JIS)の場合、「日本工業規の場合、「日本工業規
 格○○○」と記載し、その規格を添付しているか。格○○○」と記載し、その規格を添付しているか。

・規格は適切に設定されているか。省略可能な規格以・規格は適切に設定されているか。省略可能な規格以
 外は外は別紙規格別紙規格として設定しているか。として設定しているか。

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意5/17）

一般試験法等については

 引用できない。
→コピーを添付する。
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５．成分及び分量５．成分及び分量
 

（不明の時は、その本質）④（不明の時は、その本質）④
・化合物以外の成分については、別紙規格で、その起源（製法が必・化合物以外の成分については、別紙規格で、その起源（製法が必

 要な場合あり）が確認できるようになっているか。要な場合あり）が確認できるようになっているか。
・成分規格が・成分規格が欧州薬局方、米国薬局方又は米国国民医薬品集と同欧州薬局方、米国薬局方又は米国国民医薬品集と同

 一一の規格及び検査方法の場合、規格名は「別紙規格の規格及び検査方法の場合、規格名は「別紙規格
 

○○○」と○○○」と
 し、別紙規格本文には例えばし、別紙規格本文には例えば「欧州薬局方○○○（医薬品各条「欧州薬局方○○○（医薬品各条

 名）である。」名）である。」のように記載されているか。（次ページに例示）のように記載されているか。（次ページに例示）
・別紙規格の末尾には必要に応じて・別紙規格の末尾には必要に応じて「本規格及び検査方法は別に定「本規格及び検査方法は別に定

 めるもののほか日本薬局方の通則及び一般試験法を準用すめるもののほか日本薬局方の通則及び一般試験法を準用す
 る。」る。」と記載されているか。と記載されているか。

・最新の日本薬局方の記載に適合しているか。最新版以外の日本・最新の日本薬局方の記載に適合しているか。最新版以外の日本
 薬局方の試験法を使用する場合には、その試験法の全文を記載薬局方の試験法を使用する場合には、その試験法の全文を記載

 すること。すること。
・着色剤として色素を使用している場合、「医薬品等に使用すること・着色剤として色素を使用している場合、「医薬品等に使用すること

 ができるタール色素を定める省令（昭和ができるタール色素を定める省令（昭和4141年厚生省令第三十年厚生省令第三十
 号）」に定められていること、具体的な色素番号が記載されている号）」に定められていること、具体的な色素番号が記載されている

 ことを確認しているか。ことを確認しているか。

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意6/18）
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例です。
例えば「プロピレン

 グリコール」という成

 分で、米国薬局方と

 同じ規格及び検査

 方法の場合の別紙

 規格の書き方。

27

例示



28

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意7/18）

５．成分及び分量
 

（不明の時は、その本質）⑤
http://www.maff.go.jp/nval/sinsei/yousiki/checkshe/index_13_1_3.html

 

薬検HP>申請・届出 > 申請書等様式 >チェックシート>別紙

28

http://www.maff.go.jp/nval/sinsei/yousiki/checkshe/index_13_1_3.html
http://www.maff.go.jp/nval/sinsei/index.html
http://www.maff.go.jp/nval/sinsei/yousiki/index.html


６．製造方法①６．製造方法①

・成分及び分量欄の成分と整合性があり、それぞれをどの様な・成分及び分量欄の成分と整合性があり、それぞれをどの様な
 工程で製品に製造されていくかがわかる記載となっているか。工程で製品に製造されていくかがわかる記載となっているか。

・複数の製造業者・製造所が申請されている場合は・複数の製造業者・製造所が申請されている場合はそれぞれがそれぞれが
 どの工程を行っているかどの工程を行っているかが適切に記載されているか。が適切に記載されているか。

・・原薬の製造方法についても記載されているか原薬の製造方法についても記載されているか。。（日本薬局方又は原（日本薬局方又は原

 薬等登録原簿に収載されているものを除く。）薬等登録原簿に収載されているものを除く。）

・医薬品等の製造業の許可を持たない原薬等を・医薬品等の製造業の許可を持たない原薬等をやむを得ず転用やむを得ず転用
 している場合、している場合、その製造所の名称及び住所が記載されているその製造所の名称及び住所が記載されている

 か、またか、また転用理由書転用理由書は添付されているか。は添付されているか。

・製造方法欄の末尾又は別紙に各製造工程及びその工程を実・製造方法欄の末尾又は別紙に各製造工程及びその工程を実
 施する施する製造業者が明確となるフローチャート等が添付されてい製造業者が明確となるフローチャート等が添付されてい
 るか。るか。

・無菌製剤の場合は、滅菌方法等が記載され、どの工程から無・無菌製剤の場合は、滅菌方法等が記載され、どの工程から無
 菌操作を行っているかが明記されているか。菌操作を行っているかが明記されているか。

・滅菌工程を行う場合は、滅菌条件・滅菌工程を行う場合は、滅菌条件((ろ過滅菌であればフィルターろ過滅菌であればフィルター
 の径の径))が記載されているか。が記載されているか。

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意8/18）
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転用理由書の記載例転用理由書の記載例 製造工程フローチャートの記載例

６．製造方法②

理 由 書
今般、○○は「医薬品としての入手が困難

 
であり製品の安定供給に支障をきたすおそ

 
れがあるため、」本申請に係る原薬として、

 
××社××工場で製造された「工業用」製品

 
を転用します。

なお、転用する○○は
「JＩS収載品

 

無機化合物

 

天然物質

 

食品添

 
加物として指定されているもの等」であり、
医薬品原薬として適切な品質であることは、

 
弊社の責任において担保します。

署

 

名（代表者名）
社 印

※「

 

」内は適切な理由を記載。

製造所Ａ

 

製造所Ｂ

○○

◎◎

●●

■■

□□

××

◇◇

包装

滅菌
（121℃20分高圧蒸気滅菌）

混合

反応

精製

△△

反応

粉砕

製
造
所
Ｃ
（
製

 
剤

 
の

 
製

 
造

 
所

 
）

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意9/18）
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★なお、主剤について、許可を有していない製

 造所から転用とした場合であっても、製造方法

 を省略せずに記載する必要があります。



６．製造方法③６．製造方法③


 

最終小分容器の内容量及び種類・材質が記載さ最終小分容器の内容量及び種類・材質が記載さ
 れているか。れているか。


 

容器に保管以外の機能を持たせている場合（ス容器に保管以外の機能を持たせている場合（ス
 プレー剤等）は、その旨記載し、必要に応じて機プレー剤等）は、その旨記載し、必要に応じて機
 能を規格化すること。窒素充填、脱酸素剤や乾能を規格化すること。窒素充填、脱酸素剤や乾

 燥剤の添付等を行う場合は、明記すること。燥剤の添付等を行う場合は、明記すること。


 

容器、包装について、ガラス以外の場合は材質容器、包装について、ガラス以外の場合は材質
 についての規格、試験方法及び形状・大きさ等をについての規格、試験方法及び形状・大きさ等を

 記した図面が添付されているか。記した図面が添付されているか。

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意10/18）
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６．製造方法④６．製造方法④

医薬品に付属する医療機器（鶏痘穿刺針、シリンジ医薬品に付属する医療機器（鶏痘穿刺針、シリンジ
 等）に関する記載等）に関する記載（以下のどちらかの対応）（以下のどちらかの対応）


 

付属される投薬器等付属される投薬器等についてについて別途医療機器とし別途医療機器とし
 て承認申請（届出）て承認申請（届出）を行い、本欄にを行い、本欄に当該医療機器当該医療機器
 の承認（届出）番号及び品名等の承認（届出）番号及び品名等を記載する。を記載する。


 

本欄に本欄に当該医療機器を添付する旨当該医療機器を添付する旨及び当該医及び当該医
 療機器の療機器の製造業者の氏名又は名称及び住所、製造業者の氏名又は名称及び住所、
 製造所の許可（認定）番号及び許可区分を記載製造所の許可（認定）番号及び許可区分を記載
 （動物用、人用のどちらでも可）（動物用、人用のどちらでも可）するとともに、そするとともに、そ
 の材質についてのの材質についての規格、試験方法及び形状等を規格、試験方法及び形状等を

 記した図面記した図面を添付する。を添付する。

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意11/18）
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７．用法及び用量７．用法及び用量


 

記載は使用者にわかりやすく、誤用される余地記載は使用者にわかりやすく、誤用される余地
 のない明確な表現で記載されているか。のない明確な表現で記載されているか。


 

成分・分量と効能・効果との関連において決定成分・分量と効能・効果との関連において決定
 されたもの（試験成績から決定された適切なもされたもの（試験成績から決定された適切なも
 の）が記載されているか。の）が記載されているか。


 

休薬期間が必要な場合、休薬期間が記載され休薬期間が必要な場合、休薬期間が記載され
 ているか（ているか（使用基準が設定されている場合に使用基準が設定されている場合に

 は、記載不要は、記載不要）。）。


 

試験成績から導かれた月齢制限、最長投与期試験成績から導かれた月齢制限、最長投与期
 間等の制限が正確に規定されているか。間等の制限が正確に規定されているか。

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意12/18）
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８．効能又は効果８．効能又は効果



 
獣医学・医学用語を用いて記載されているか。獣医学・医学用語を用いて記載されているか。



 
対象動物が明記されているか。対象動物が明記されているか。



 
対象動物に制限がある場合には、その内容（牛（搾乳牛を除対象動物に制限がある場合には、その内容（牛（搾乳牛を除

 
く。）等）が記載されているか。く。）等）が記載されているか。



 
次に掲げるものについての記載が避けられているか。次に掲げるものについての記載が避けられているか。

①科学的根拠が乏しいもの①科学的根拠が乏しいもの

②特定の地域のみで使用されている疾患、病状名によるもの②特定の地域のみで使用されている疾患、病状名によるもの

③漠然とした広範な意味をもつもの③漠然とした広範な意味をもつもの

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意13/18）
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９．貯蔵方法９．貯蔵方法



 
貯蔵方法（密閉容器、気密容器、密封容器、遮光した容器、貯蔵方法（密閉容器、気密容器、密封容器、遮光した容器、

 冷暗所等）の記載があるか。一つの製剤で複数容器を使用冷暗所等）の記載があるか。一つの製剤で複数容器を使用
 する場合でも、貯蔵条件は統一する必要がある。する場合でも、貯蔵条件は統一する必要がある。



 
経時安定性試験成績に基づいて、最も適当な貯蔵方法が経時安定性試験成績に基づいて、最も適当な貯蔵方法が

 規定されているか。規定されているか。

1010．有効期間．有効期間



 
安定性試験成績から適切な有効期間が設定されているか。安定性試験成績から適切な有効期間が設定されているか。



 
生物学的製剤において、生物学的製剤において、同一の製造販売業者同一の製造販売業者からから製造用製造用

 株のみが異なる再審査終了製剤を申請する場合株のみが異なる再審査終了製剤を申請する場合、最終的、最終的
 な安定性試験成績をな安定性試験成績を後日提出後日提出することで差し支えない（所することで差し支えない（所
 長通知の別添長通知の別添88のの88ｰー77のの(1)(1)のカ）。のカ）。

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意14/18）
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11. 11. 規格及び検査方法規格及び検査方法
 

①①



 
製剤の規格及び検査方法が記載されているか。製剤の規格及び検査方法が記載されているか。



 
成分の本質が明らかになっているか。成分の本質が明らかになっているか。



 
規格が規格がJISJIS規格の場合は、それが添付されているか。規格の場合は、それが添付されているか。



 
欧州薬局方及び米国薬局方に準じて規格を設定している場合、欧州薬局方及び米国薬局方に準じて規格を設定している場合、

 記載例を参考に規格の記載がされているか。また、各局方の該記載例を参考に規格の記載がされているか。また、各局方の該
 当部分を申請書の参考として添付しているか。当部分を申請書の参考として添付しているか。



 
日本薬局方に規定されたもの以外の試験方法、試薬等について日本薬局方に規定されたもの以外の試験方法、試薬等について

 は、省略することなくすべてを規格及び検査方法中に記載していは、省略することなくすべてを規格及び検査方法中に記載してい
 るか。るか。((殺虫剤指針、外原規等の公定規格であっても殺虫剤指針、外原規等の公定規格であっても試験法、標試験法、標
 準品などを省略することはできない。準品などを省略することはできない。なお、殺虫剤指針や外原規なお、殺虫剤指針や外原規
 等の一般試験法等が記載されている部分の等の一般試験法等が記載されている部分のコピーの添付コピーの添付で差しで差し
 支えない。支えない。))

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意15/18）
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11. 11. 規格及び検査方法規格及び検査方法
 

②②



 
末尾に、「本規格及び検査方法は、別に規定するもののほか、日末尾に、「本規格及び検査方法は、別に規定するもののほか、日

 本薬局方の通則及び一般試験法を準用する。」と記載しているか。本薬局方の通則及び一般試験法を準用する。」と記載しているか。



 
最新の日本薬局方の記載に適合しているか。最新版以外の日本最新の日本薬局方の記載に適合しているか。最新版以外の日本

 薬局方の試験法を使用する場合には、その試験法の全文を記載薬局方の試験法を使用する場合には、その試験法の全文を記載
 すること。すること。



 
注射剤のうち静脈投与するものについては、日本薬局方におい注射剤のうち静脈投与するものについては、日本薬局方におい

 て定める不溶性微粒子試験、エンドトキシン試験、無菌試験、採て定める不溶性微粒子試験、エンドトキシン試験、無菌試験、採
 取容量試験が実施されていることを記載されているか。取容量試験が実施されていることを記載されているか。

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意16/18）
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12. 12. 参考事項①参考事項①


 

「薬事法第「薬事法第5252条第条第11号の規定により、使用上の注号の規定により、使用上の注
 意として添付文書等に以下の事項を定める」との意として添付文書等に以下の事項を定める」との
 記載があるか。（部外品の場合には「薬事法第記載があるか。（部外品の場合には「薬事法第6060
 条において準用する第条において準用する第5252条第条第11号の規定によ号の規定によ

 り・・・」）との記載があるか。り・・・」）との記載があるか。


 

「使用上の注意」を「動物用医薬品の使用上の注「使用上の注意」を「動物用医薬品の使用上の注
 意の記載例について」意の記載例について」（平成（平成2121年年1212月月1616日付け農日付け農
 林水産省動物医薬品検査所企画連絡室長事務林水産省動物医薬品検査所企画連絡室長事務

 連絡）連絡）に従い記載に従い記載
 

しているか。しているか。


 

「使用上の注意」「使用上の注意」
 

に安全性試験、臨床試験等でに安全性試験、臨床試験等で
 認められた認められた注意を喚起すべき事項について注意を喚起すべき事項について記載し記載し

 ているか。ているか。

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意17/18）

HPHP：動物用医薬品等に関する法令・通知等に掲載：動物用医薬品等に関する法令・通知等に掲載
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12. 12. 参考事項②参考事項②



 
一物多名称の製品である場合は、一物多名称の製品である場合は、

①一物多名称品の製品である旨、①一物多名称品の製品である旨、

②一物多名称の製品の品名及び承認年月日②一物多名称の製品の品名及び承認年月日が記載されているが記載されている
 か。か。



 
全く反すう動物由来物質が使用されていない場合は、参考事項全く反すう動物由来物質が使用されていない場合は、参考事項

 欄に「反すう動物由来物質は含まず。」と記載されているか。欄に「反すう動物由来物質は含まず。」と記載されているか。



 
開発にあたり、動物医薬品検査所における開発にあたり、動物医薬品検査所における動物用医薬品等の動物用医薬品等の

 承認相談を行った場合には、相談内容及び回答等を参考資料承認相談を行った場合には、相談内容及び回答等を参考資料
 として添付している旨を記載しているか。として添付している旨を記載しているか。



 
安定性試験を継続中安定性試験を継続中である場合は、申請書参考事項欄にそのである場合は、申請書参考事項欄にその

 旨及び試験終了予定時期を記載してあるか。旨及び試験終了予定時期を記載してあるか。



 
他者の有する特許等に抵触していない旨他者の有する特許等に抵触していない旨を記載すること。を記載すること。



 
担当者の氏名、連絡先住所（郵便番号も記載）、電話番号、担当者の氏名、連絡先住所（郵便番号も記載）、電話番号、

 FAXFAX番号、番号、EmailEmailアドレスなどを記載しているか。アドレスなどを記載しているか。

承認申請書作成上の注意事項（各欄の注意18/18）
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（後発品における承認申請での注意）（後発品における承認申請での注意）



 
主剤の成分及び分量、用法及び用量、効能又は効果等主剤の成分及び分量、用法及び用量、効能又は効果等

 がが先発品に合わせた記載か。先発品に合わせた記載か。



 
「用法及び用量」又は「効能又は効果」においては、先発「用法及び用量」又は「効能又は効果」においては、先発

 品の対象動物等の範囲に合わせるが、品の対象動物等の範囲に合わせるが、一部分が再審査一部分が再審査
 期間中である場合は該当する対象動物等を除いて申請期間中である場合は該当する対象動物等を除いて申請
 することが認められる場合がある。することが認められる場合がある。

→→ただし、申請時に除いた「用法及び用量」又は「効能又は効果」についてただし、申請時に除いた「用法及び用量」又は「効能又は効果」について

 は、先発品の再審査期間が終了した後、は、先発品の再審査期間が終了した後、速やかに事項変更を行い、先発速やかに事項変更を行い、先発

 品と同じ「用法及び用量」又は「効能又は効果」を取得することを検討する品と同じ「用法及び用量」又は「効能又は効果」を取得することを検討する

 こと。こと。また、その旨を参考事項に記載すること。また、その旨を参考事項に記載すること。



 
参考事項欄参考事項欄に、先発品は何であるかに、先発品は何であるか明記されているか。明記されているか。

承認申請書作成上の注意事項
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（事項変更申請での注意）（事項変更申請での注意）

承認事項変更承認申請にあっては、承認事項変更承認申請にあっては、


 
参考事項欄参考事項欄に新旧対照表を添付に新旧対照表を添付すること。すること。


 

新旧対照表には、備考欄を設け、新旧対照表には、備考欄を設け、変更理由変更理由をを
 記載すること。記載すること。


 

変更しない部分については、既承認内容と同変更しない部分については、既承認内容と同
 一であることを確認すること（誤記であっても新一であることを確認すること（誤記であっても新
 旧対照表に記載のない事項の変更は認められ旧対照表に記載のない事項の変更は認められ
 ない）。ない）。

承認申請書作成上の注意事項

最新の申請書とつき合わせ
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すべての実施試験資料に、すべての実施試験資料に、試験実施者の署名、陳試験実施者の署名、陳
 述はあるか。述はあるか。


 

海外で行った試験成績を用いる場合は、その成績海外で行った試験成績を用いる場合は、その成績
 等の報告書等の報告書（試験担当者の陳述及びサインの記載のあるもの）（試験担当者の陳述及びサインの記載のあるもの）及び及び

 その適正な訳が添付されているか。その適正な訳が添付されているか。


 
試験に用いたロットの製造番号（記号）、製造年月試験に用いたロットの製造番号（記号）、製造年月

 日、製造量日、製造量（実生産スケールかパイロットプラントスケールか）（実生産スケールかパイロットプラントスケールか）等のそ等のそ
 のロットの特徴を示す情報が記載されているか。まのロットの特徴を示す情報が記載されているか。ま
 た、開発の途中で製造方法を変更し不純物の含量た、開発の途中で製造方法を変更し不純物の含量
 が異なる等試験成績に影響を与えると考えられるが異なる等試験成績に影響を与えると考えられる

 場合にはその情報が記載されているか。場合にはその情報が記載されているか。


 
通知等で通知等で添付することとされている資料を添付しな添付することとされている資料を添付しな

 い場合や、実施することとされている試験を行わない場合や、実施することとされている試験を行わな
 い場合は、添付又は実施しない旨及びその妥当性い場合は、添付又は実施しない旨及びその妥当性
 を記載を記載しているか。しているか。

承認申請書作成上の注意事項（添付資料全般）

資料の項目をたちあげ、説明すること

可能な限り原本を。又は原本のコピーであることを陳述
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記載されている事項が添付資料のどこに当たるのか分かるか記載されている事項が添付資料のどこに当たるのか分かるか

 （添付資料番号とページを記載しているか）。（添付資料番号とページを記載しているか）。添付資料に無い添付資料に無い
 事項を記載していないか。事項を記載していないか。

 
★添付資料：参考資料も含む★添付資料：参考資料も含む



 
H23.5.26H23.5.26付け所長通知別添９「動物用医薬品の製造販売承認付け所長通知別添９「動物用医薬品の製造販売承認

 申請（抗菌性物質製剤、生物学的製剤、体外診断用医薬品及申請（抗菌性物質製剤、生物学的製剤、体外診断用医薬品及
 び水産用医薬品を除く。）に添付するび水産用医薬品を除く。）に添付する概要書の作成要領につい概要書の作成要領につい
 てて」に従って作成されているか。」に従って作成されているか。



 
添付資料を見なくても、試験方法及びその結果の概要が確認添付資料を見なくても、試験方法及びその結果の概要が確認

 できるか（できるか（概要書のみで部会での審議が行えるか。概要書のみで部会での審議が行えるか。病変や臨床病変や臨床
 症状等をスコア化している場合には、添付資料だけでなく概要症状等をスコア化している場合には、添付資料だけでなく概要

 書にもスコア化の判断基準を記載しているか）。書にもスコア化の判断基準を記載しているか）。


 

既承認製剤の資料を用いている場合には、その旨がわかるように記載されているか。既承認製剤の資料を用いている場合には、その旨がわかるように記載されているか。

 また、必要に応じて既承認製剤の申請書及び概要書が参考資料として添付されていまた、必要に応じて既承認製剤の申請書及び概要書が参考資料として添付されてい

 るか。るか。


 

添付資料に記載されている図表を簡略化して記載する場合には、簡略化した図表で添付資料に記載されている図表を簡略化して記載する場合には、簡略化した図表で

 も第三者が理解できるものとなっているか。も第三者が理解できるものとなっているか。



 
効能又は効果、用法及び用量、休薬期間、使用上の注意等の効能又は効果、用法及び用量、休薬期間、使用上の注意等の

 設定根拠は、それぞれの項目毎に添付資料の番号、具体的数設定根拠は、それぞれの項目毎に添付資料の番号、具体的数
 値を引用して、明確に記載しているか。値を引用して、明確に記載しているか。

承認申請書作成上の注意事項（概要書）
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次の事項について記載しているか。次の事項について記載しているか。
①① 「「主成分の情報主成分の情報（配合剤の場合は（配合剤の場合は配合理由配合理由を含む）」を含む）」
②② 「「対象となる疾病等の概要対象となる疾病等の概要」」

→家畜衛生上どのような特性を有する製剤であるのか（近年頻発してい→家畜衛生上どのような特性を有する製剤であるのか（近年頻発してい

 る特定疾病や臨床現場で治療の選択肢が少ない、治療法が対症療法のみる特定疾病や臨床現場で治療の選択肢が少ない、治療法が対症療法のみ

 等）、効能に関する疾病の定義や国内での状況に関して充分な資料がある等）、効能に関する疾病の定義や国内での状況に関して充分な資料がある

 か。か。
③③ 「「疾病等の発生状況等疾病等の発生状況等」→その疾病等の発生率、その疾病等による経済的」→その疾病等の発生率、その疾病等による経済的

 損失、人への影響等の情報損失、人への影響等の情報
④「④「現在の対応現在の対応」→国内及び外国での対応（類似製剤の承認状況、その使用」→国内及び外国での対応（類似製剤の承認状況、その使用

 状況等）状況等）
⑤「⑤「申請品目の必要性等申請品目の必要性等」→①～④の内容を踏まえ、申請品目の特性、国内」→①～④の内容を踏まえ、申請品目の特性、国内

 及び海外の類似製剤との比較から、及び海外の類似製剤との比較から、申請品目の新規性、有用性を説明申請品目の新規性、有用性を説明し、し、

 国内で動物用医薬品として使用することの必要性が説明されているか。国内で動物用医薬品として使用することの必要性が説明されているか。


 

疾病の発生状況等や科学的知見については、書籍、疾病の発生状況等や科学的知見については、書籍、
 論文や雑誌等に掲載されている事実を記載し、文献を論文や雑誌等に掲載されている事実を記載し、文献を
 示しているか。また、申請者の調査結果や推測につい示しているか。また、申請者の調査結果や推測につい
 ては、それと分かるように記載しているか。ては、それと分かるように記載しているか。

承認申請書作成上の注意事項（資料番号1：起源又は発見
 （開発）の経緯、外国での使用状況等に関する資料（1/3））
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外国で承認審査等がされている場合は、その過程で外国で承認審査等がされている場合は、その過程で
 問題となった事項が記載されているか。問題となった事項が記載されているか。


 

外国での承認及び使用状況等について、最新の情報外国での承認及び使用状況等について、最新の情報
 を把握し、記載しているか。を把握し、記載しているか。


 

外国における添付文書の内容外国における添付文書の内容について、記載しているについて、記載している
 か。か。また、その内容のうち、当該申請製剤においてもまた、その内容のうち、当該申請製剤においても使用上の注意等として反映さ使用上の注意等として反映さ

 せるべきものせるべきものについては、記載しているか。については、記載しているか。


 

人用医薬品で承認されている成分（又は人用医薬品人用医薬品で承認されている成分（又は人用医薬品
 で承認されている成分の同系もしくは類似化合物）にで承認されている成分の同系もしくは類似化合物）に
 関しては、副作用報告やその他の有害事象に関する関しては、副作用報告やその他の有害事象に関する
 報告を添付しているか。報告を添付しているか。


 

既承認製剤（同種同効薬）との比較については、製品既承認製剤（同種同効薬）との比較については、製品
 の添付文書を利用するなどして詳細（成分及び分量、の添付文書を利用するなどして詳細（成分及び分量、
 用法及び用量、効能又は効果、使用上の注意、出荷用法及び用量、効能又は効果、使用上の注意、出荷

 制限等）に比較表を作成しているか。制限等）に比較表を作成しているか。

承認申請書作成上の注意事項（資料番号1：起源又は発見
 （開発）の経緯、外国での使用状況等に関する資料（2/3））
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有効成分の性質を明確にするとともに、申請書の各有効成分の性質を明確にするとともに、申請書の各
 項目を設定する根拠となるものであることから、これら項目を設定する根拠となるものであることから、これら

 とそれぞれの根拠となる添付資料を関連づけて分かとそれぞれの根拠となる添付資料を関連づけて分か
 りやすく構成しているか。りやすく構成しているか。


 

開発にあたり、動物医薬品検査所における動物用医開発にあたり、動物医薬品検査所における動物用医
 薬品等の薬品等の承認相談承認相談を行った場合には、そのを行った場合には、その相談内容相談内容
 及び回答等を参考資料として添付及び回答等を参考資料として添付すること。すること。

また、また、生物学的製剤において、動物医薬品検査所に生物学的製剤において、動物医薬品検査所に
 同等性確認試験検査を依頼した場合は、その成績書同等性確認試験検査を依頼した場合は、その成績書
 の写しの写しを添付すること。を添付すること。


 

新キノロン系等製剤にあっては、「薬事法関係事務の新キノロン系等製剤にあっては、「薬事法関係事務の
 取扱いについて」（平成取扱いについて」（平成1212年年33月月3131日付け日付け1212畜畜AA第第729729
 号農林水産省畜産局長通知）の第号農林水産省畜産局長通知）の第33のの22のの(2)(2)のオののオの
 ((アア))の資料についても添付すること。の資料についても添付すること。

承認申請書作成上の注意事項（資料番号1：起源又は発見
 （開発）の経緯、外国での使用状況等に関する資料（3/3））
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資料番号1：起源又は発見（開発）の経緯

環境に放出される製剤（特に消毒剤・殺虫剤）の場合：その製剤の使用による環境への

 影響に関する説明がされているか。

対象疾病等の発生率、対象疾病等による経済的損失、人（使用者及び食品摂取者）へ

 の影響等の情報について記載されているか。

製剤設計等の観点から最適化されたものとして開発されたのかどうか説明されているか。

申請製剤を使用する際に、対象疾病の診断についての現状（日本を含む）がどのような

 ものか説明されているか。

新キノロン系合成抗菌剤や新しいセフェム系抗生物質を有効成分とする製剤については、

 薬剤耐性菌にかかる事項（耐性獲得機構、野外分布状況、その製剤を使用することによ

 る人に対するリスク等）について記載されているか。（チェックリストにも記載）
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【チェック事例】

注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。
注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。





 
成分分析に関しては、表、図又は写真等で理解しやすいように成分分析に関しては、表、図又は写真等で理解しやすいように

 まとめてあるか。まとめてあるか。



 
規格及び検査方法の設定根拠は、試験成績を元に示されてい規格及び検査方法の設定根拠は、試験成績を元に示されてい

 るか。るか。
・規格値は、安定性試験成績も考慮して設定すること。・規格値は、安定性試験成績も考慮して設定すること。

・バリデーションの結果、回収率、妨害物の影響、再現性等、規格及び検査方法が適・バリデーションの結果、回収率、妨害物の影響、再現性等、規格及び検査方法が適

 切であるという根拠を記載切であるという根拠を記載



 
構造決定に関する資料について記載されているか。構造決定に関する資料について記載されているか。

・元素分析、紫外・可視・赤外吸収スペクトル等の化学構造の特定に必要な試験成績・元素分析、紫外・可視・赤外吸収スペクトル等の化学構造の特定に必要な試験成績

・核磁気共鳴スペクトル、質量スペクトル及び旋光分散、異性体の有無、結晶多形等・核磁気共鳴スペクトル、質量スペクトル及び旋光分散、異性体の有無、結晶多形等

 の試験成績の試験成績



 
物理的化学的性質等に関する資料について記載されているか。物理的化学的性質等に関する資料について記載されているか。



 
有効成分の物理的化学的性質等について、規格及び検査方有効成分の物理的化学的性質等について、規格及び検査方

 法の設定や安定性試験の試験項目選定の根拠及び妥当性を法の設定や安定性試験の試験項目選定の根拠及び妥当性を
 証明する物理的化学的恒数等の項目ごとの試験成績証明する物理的化学的恒数等の項目ごとの試験成績

承認申請書作成上の注意事項（資料番号2：物理的・化学
 的試験、規格及び検査方法に関する資料（1/2））
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新抗生物質製剤については、必要に応じ、動物用抗新抗生物質製剤については、必要に応じ、動物用抗
 生物質医薬品基準案を添付すること。生物質医薬品基準案を添付すること。


 

新キノロン系等製剤にあっては、「薬事法関係事務の新キノロン系等製剤にあっては、「薬事法関係事務の
 取扱いについて」（平成取扱いについて」（平成1212年年33月月3131日付け日付け1212畜畜AA第第
 729729号農林水産省畜産局長通知）の第号農林水産省畜産局長通知）の第33のの22のの(2)(2)のオのオ
 のの((イイ))の資料を添付すること。の資料を添付すること。


 

生物学的性質等に関する資料：抗菌性物質等につい生物学的性質等に関する資料：抗菌性物質等につい
 ては、生物学的性質に関する資料として、抗菌スペクては、生物学的性質に関する資料として、抗菌スペク
 トル等の試験成績に関する資料を添付すること。トル等の試験成績に関する資料を添付すること。


 

シードロット製剤シードロット製剤については、については、ワクチンシード、セルワクチンシード、セル
 シード、発育卵等が動生剤基準のシードロット規格にシード、発育卵等が動生剤基準のシードロット規格に
 適合することを確認した試験資料適合することを確認した試験資料を添付すること。を添付すること。

承認申請書作成上の注意事項（資料番号2：物理的・化学
 的試験、規格及び検査方法に関する資料（2/2））
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物理的・化学的試験、規格及び検査方法に関する資料

光学異性体が存在するかどうかについて説明しているか、及び光学異性体がある場合

 には旋光度の規格の設定がされているか。

実測値データの繰り返し回数は、各検体の採取から測定までの過程がバリデートされた

 方法（日本薬局方収載の方法等）による場合であれば、1ロット1回（3ロット分必要）でも差

 し支えない。

検査方法の妥当性の根拠となる資料としては、原則として、1ロットについて3回繰り返した

 試験の3ロット分の成績が必要である。（この「試験」とは、「検体の採取から測定まで」を指

 す。）

後発品の審査では、「分析法のバリデーションに関するテキスト」どおりのバリデーション

 の実施を厳密に求めているわけではなく、その検査方法が目的に適した方法であるとす

 る根拠をデータを用いて説明することを求めている。

VICHガイドラインである「分析バリデーションに関するテキスト」を参考にして検査方法の

 妥当性を確認しているか。検査方法の妥当性の根拠（特異性があること、精度が高いこと

 等）が記載されているか。（法令集別冊1ページ～8ページ）
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【チェック事例】

注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。
注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。




 

申請書に記載された製造方法とそれぞれの工程申請書に記載された製造方法とそれぞれの工程
 における検査項目が、フローチャート等を用いてにおける検査項目が、フローチャート等を用いて

 記載されているか。記載されているか。


 

複数の製造業者により製造される場合は、どの複数の製造業者により製造される場合は、どの
 製造業者がどの工程を担うかを示しているか。製造業者がどの工程を担うかを示しているか。


 

滅菌工程を行う場合は、滅菌条件を記載してあ滅菌工程を行う場合は、滅菌条件を記載してあ
 るか。るか。


 

原薬（日局・原薬等登録原簿に収載されているも原薬（日局・原薬等登録原簿に収載されているも
 のを除く。）の製造工程について記載してあるか。のを除く。）の製造工程について記載してあるか。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号3：製造方法に関する資料）
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（資料番号3：製造方法に関する資料）

製造方法として、原薬の製造原料から包装や表示までが記載しているか。

フローチャートの記載については、滅菌方法、構造式や反応条件、どういう溶媒を用いて

 いるか等も記載することが望ましい。

不純物や溶媒等が、製造工程により除去される場合、どの製造工程でどの程度の除去

 能があるのかについて説明しているか。

製造業者が２箇所以上あり、製造工程が異なる場合には分けて記載しているか。
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【チェック事例】

注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。
注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。





 
経時的変化経時的変化（申請の保存条件で（申請の保存条件で33ロット、ロット、11ロットロット11検体以上）につ検体以上）につ

 いて試験成績が記載されているか。いて試験成績が記載されているか。



 
試験開始時、開始後試験開始時、開始後22年目までは年目までは66ヶ月を超えない範囲で、そヶ月を超えない範囲で、そ

 の後はの後は11年を超えない範囲内で定期的に行っているか（年を超えない範囲内で定期的に行っているか（申請に申請に
 当たっては少なくとも当たっては少なくとも66ヶ月間以上の成績が必要。その際には、ヶ月間以上の成績が必要。その際には、
 試験開始時及び開始後試験開始時及び開始後66ヶ月のデータとして、すべての項目にヶ月のデータとして、すべての項目に

 ついてのデータが添付されていること。ついてのデータが添付されていること。）。）。



 
試験期間内において規格及び検査方法で規定した全試験項試験期間内において規格及び検査方法で規定した全試験項

 目を毎回実施しない場合は、その根拠について記載している目を毎回実施しない場合は、その根拠について記載している
 か。ただし、か。ただし、一部の項目を選定する場合一部の項目を選定する場合には、その根拠を記載には、その根拠を記載

 しているか。しているか。



 
検体の製造量に関しては実製造スケールとの関係検体の製造量に関しては実製造スケールとの関係について記について記

 載があるか。載があるか。

承認申請書作成上の注意事項（資料番号5：経時的変化等
 製品の安定性に関する資料（1/2））
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開封により品質変化が始まる恐れのある製剤（窒開封により品質変化が始まる恐れのある製剤（窒
 素充填、耐吸湿包装、脱酸素剤添付等）は、素充填、耐吸湿包装、脱酸素剤添付等）は、開封開封
 を考慮した試験を考慮した試験が実施されていること。が実施されていること。


 

縮小容器を用いて試験を行っている場合には、そ縮小容器を用いて試験を行っている場合には、そ
 の妥当性が示されているか。の妥当性が示されているか。


 

用時溶解剤にあっては、使用実態を加味した用時溶解剤にあっては、使用実態を加味した溶解溶解
 後の安定性試験後の安定性試験が行われているか。が行われているか。


 

新キノロン系等製剤にあっては、「薬事法関係事新キノロン系等製剤にあっては、「薬事法関係事
 務の取扱いについて」（平成務の取扱いについて」（平成1212年年33月月3131日付け日付け1212
 畜畜AA第第729729号農林水産省畜産局長通知）の第号農林水産省畜産局長通知）の第33のの22
 のの(2)(2)のオののオの((ウウ))の資料を添付すること。の資料を添付すること。

承認申請書作成上の注意事項（資料番号5：経時的変化等
 製品の安定性に関する資料（2/2））
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資料番号5：経時的変化等製品の安定性に関する資料

容器が複数の場合であって、すべての容器で安定性試験を実施しない場合には、試験

 した容器（材質及び容量）の選択理由を記載し、当該容器の試験成績で他の容器の安

 定性も保証できるとする根拠を説明すること。

開封後も保存して使用される製剤については保存効力（実際の使用状況での安定性や

 生菌数）について検討し、その成績を添付すること。→効力を担保するために必要な保

 存条件（試験に用いた条件）を使用上の注意に記載すること。（開封後冷蔵保存等）

ブラケッティング法又はマトリキシング法を適用して試験する場合には、Ｈ２２．１１．９付

 けで施行された「動物用医薬品原薬及び製剤の安定性試験へのブラケッティング法及び

 マトリキシング法の適用に関するガイドライン」を参照すること。

加速試験により安定性を示すことが適切ではない後発品の承認申請時には、長期保存

 試験の成績は少なくとも1年以上必要である。（長期保存試験の期間が十分ないまま申

 請されていることがある。）

H24.1.30付けで安定性試験のガイドラインが改正され、適用対象が変更された。このガ

 イドラインは改正の１年後以降に開始される試験について適用される。この試験の開始

 日とは、試験計画書として確定した日である。

55

【チェック事例】

注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。
注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。




 

ＧＬＰ省令ＧＬＰ省令及び及び「動物用医薬品のための毒性試験等ガ「動物用医薬品のための毒性試験等ガ
 イドライン」イドライン」に従って実施しているか。に従って実施しているか。


 

ガイドラインに従って試験を実施していない場合は、ガイドラインに従って試験を実施していない場合は、
 相違点を一覧表として添付し、相違点を一覧表として添付し、その試験法の科学的その試験法の科学的
 な妥当性について記載すること。ガイドラインに従ってな妥当性について記載すること。ガイドラインに従って

 試験を実施していない場合は、その科学的な妥当性試験を実施していない場合は、その科学的な妥当性
 について記載するとともにについて記載するとともに試験法の違いによる結果の試験法の違いによる結果の

 違いについて考察されているか。違いについて考察されているか。


 
毒性試験資料に関する概要の全般について、統計学毒性試験資料に関する概要の全般について、統計学

 的に有意な差が認められた項目については、その生的に有意な差が認められた項目については、その生
 物学的な意味について考察されているか。物学的な意味について考察されているか。


 

公知の成分公知の成分であるとして、文献等の参考資料を添付であるとして、文献等の参考資料を添付
 する場合には、公知とした根拠を記載しているか。する場合には、公知とした根拠を記載しているか。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号6・7・8：毒性に関する資料（1/2））
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製剤の用途に合わせた特殊毒性試験（例えば、製剤の用途に合わせた特殊毒性試験（例えば、
 噴霧製剤での吸入毒性試験、外用剤での皮噴霧製剤での吸入毒性試験、外用剤での皮

 膚刺激性試験等）が実施されているか。膚刺激性試験等）が実施されているか。


 
配合剤については、配合する各成分の毒性試配合剤については、配合する各成分の毒性試

 験とともに、配合剤としての毒性に関する資料験とともに、配合剤としての毒性に関する資料
 も添付すること。も添付すること。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号6・7・8：毒性に関する資料（2/2））
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資料番号6・7・8：毒性に関する資料

配合剤の場合、相乗作用の有無についての十分な検討が必要。既承認の成分であっても

 新配合の場合には、配合による毒性増強、新しい毒性の有無等についての検討が必要。

亜急性毒性試験等において、被験薬投与群と対照群との間で、又は投与前後で有意差

 が認められた項目についてはその原因及び被検薬投与との関連性について十分考察し

 ているか。

中毒量、最小中毒量、無毒性量（ＮＯＡＥＬ）について記載しているか。

H24.1.30付けで毒性試験のガイドラインが改正され、適用対象が明示された。この改正

 は、従来からの適用対象を明確化したのみであるため、猶予期間は設定されていない。

公知の成分として文献等を用いる場合、そのように判断した根拠を明記しているか。

食用動物を対象にしている動物用医薬品に関するガイドラインとそれ以外の動物用

 医薬品に関するガイドラインに分かれ、動物愛護について追加記載された。
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【チェック事例】

注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。
注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。




 

GLPGLP省令省令及び及び「動物用医薬品のための安全性試験法「動物用医薬品のための安全性試験法
 ガイドライン」ガイドライン」に従って実施しているか。に従って実施しているか。ガイドラインに従って試験を実ガイドラインに従って試験を実

 施していない場合は、その科学的な妥当性について記載すること。施していない場合は、その科学的な妥当性について記載すること。



 
投与経路は、原則として臨床適用経路投与経路は、原則として臨床適用経路とすること。複数の経路とすること。複数の経路

 がある場合には、障害が最も強く発現する経路のみで実施してがある場合には、障害が最も強く発現する経路のみで実施して
 差し支えないが、その経路を選択した科学的な根拠を試験資料差し支えないが、その経路を選択した科学的な根拠を試験資料
 中に示すこと。中に示すこと。ただし、アジュバントを含有するワクチンについてただし、アジュバントを含有するワクチンについて
 は、すべての臨床適用経路とすること。は、すべての臨床適用経路とすること。



 
投与期間は、投与期間は、

 
ガイドラインに示されているので参照すること。臨ガイドラインに示されているので参照すること。臨

 床適用の期間が長期の場合には、投与期間を短縮して差し支床適用の期間が長期の場合には、投与期間を短縮して差し支
 えないが、臨床適用期間投与した場合の安全性がその試験成えないが、臨床適用期間投与した場合の安全性がその試験成
 績から担保されることについての科学的根拠を試験資料に示す績から担保されることについての科学的根拠を試験資料に示す
 こと。こと。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号9：安全性に関する試験資料（1/4））
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薬理作用や文献等から得られる情報によって副作用薬理作用や文献等から得られる情報によって副作用
 の発現が疑われる観察項目・検査項目について、適の発現が疑われる観察項目・検査項目について、適
 切な検査方法を設定して評価が行われているか。切な検査方法を設定して評価が行われているか。


 

試験動物が試験期間中に異常を示した場合試験動物が試験期間中に異常を示した場合（特に死（特に死
 亡・流産）は、亡・流産）は、因果関係について詳細に検討因果関係について詳細に検討しているしている
 か。特に常用量で異常が見られた場合で、その因果関か。特に常用量で異常が見られた場合で、その因果関

 係を否定している場合、相当の検査結果（臨床症状、係を否定している場合、相当の検査結果（臨床症状、
 剖検所見、組織学的所見等）や観察された異常（疾剖検所見、組織学的所見等）や観察された異常（疾

 病）の発生率等に関する文献が添付され、考察されて病）の発生率等に関する文献が添付され、考察されて
 いるか。いるか。


 

剖検所見、病理組織学的所見等剖検所見、病理組織学的所見等において、必要な場において、必要な場
 合（反応が認められた場合等）は写真を添付すること。合（反応が認められた場合等）は写真を添付すること。
 なお、なお、矢印等で病変部位を示し矢印等で病変部位を示し、分かり易く示すこと。、分かり易く示すこと。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号9：安全性に関する試験資料（2/4））
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動物用医薬品のための安全性試験法ガイドラインに動物用医薬品のための安全性試験法ガイドラインに
 従った投与量や用法が設定されているか。またその従った投与量や用法が設定されているか。またその
 設定根拠が示されているか。設定根拠が示されているか。


 

申請製剤の用法・用量から妥当な供試動物（大きさ、申請製剤の用法・用量から妥当な供試動物（大きさ、
 年齢、性別、生理状態（妊娠、泌乳等）等）が選定され年齢、性別、生理状態（妊娠、泌乳等）等）が選定され
 ているか。ているか。


 

血液学的検査成績、生化学的検査成績等については、血液学的検査成績、生化学的検査成績等については、
 試験群及び対照群間又は試験群の投与前の値との試験群及び対照群間又は試験群の投与前の値との

 間での比較検討とともに、その動物の生理学的な正間での比較検討とともに、その動物の生理学的な正
 常値（当該試験施設における正常動物の値等）との常値（当該試験施設における正常動物の値等）との
 比較も参考にして、安全性について考察されているか。比較も参考にして、安全性について考察されているか。


 

日本では、ほとんどの製剤で成分の上限が設定され日本では、ほとんどの製剤で成分の上限が設定され
 ていないが、ていないが、安全性試験で得られたデータが製剤の安全性試験で得られたデータが製剤の
 安全性を担保する上限値安全性を担保する上限値となることに注意。となることに注意。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号9：安全性に関する試験資料（3/4））
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アジュバントを含有するワクチンアジュバントを含有するワクチンにあっては、通常の病にあっては、通常の病
 理組織学的検査項目に加えて理組織学的検査項目に加えてアジュバント等異物のアジュバント等異物の

 消長についても観察消長についても観察を行うこと。を行うこと。


 

アジュバント加ワクチンを注射した食用動物についてアジュバント加ワクチンを注射した食用動物について
 は、安全性に関する試験成績に基づき、注射局所等は、安全性に関する試験成績に基づき、注射局所等
 におけるにおけるアジュバント等の異物及び肉眼的に確認できアジュバント等の異物及び肉眼的に確認でき

 るような著しい局所反応が消失する時点るような著しい局所反応が消失する時点が、と畜場又が、と畜場又
 は食鳥処理場に出荷する時期を超える場合には、当は食鳥処理場に出荷する時期を超える場合には、当

 該期間を該期間を使用制限期間使用制限期間として使用上の注意を設定すとして使用上の注意を設定す
 ること。ること。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号9：安全性に関する試験資料（4/4））
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資料番号9：安全性に関する試験資料

血液学的検査や血液生化学的検査の試験結果において、正常範囲の具体的な値及び

 その根拠（試験施設内のバックグラウンドデータ、文献・成書）を記載しているか。

試験の結果において被検物質投与に関係しない変化であると申請者が判断した場合、

 その変化について記載するとともに被検物質に関係しないと判断した根拠を記載してい

 るか。

試験の結果の血液学的検査及び血液生化学的検査の個々の項目の値の推移が確認

 できる表又はグラフを添付しているか。

安全性試験等により安全性が確認できていない週齢や少ない体重の対象動物について

 は、用法・用量から除外するか又は使用上の注意に「～週齢（○ｋg）未満への安全性は

 確認されていない」等の文言を記載することにより対象動物の安全性を確保しているか。

有害事象の見逃しを少なくするため、適切な統計処理方法を用いて結果の解析を実施

 しているか。（成長等による生理的状態の変化等がある場合には、

 
投与前後の比較を

 行うと有意差が出ることがあるが、これについては対照群と比較するなどして適切に考

 察することが望ましい。）
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【チェック事例】

注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。
注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。




 

効能又は効果を支持する試験設計か。効能又は効果を支持する試験設計か。


 
作用機序を説明できる資料があるか。作用機序を説明できる資料があるか。


 

申請製剤の有効成分を用いた試験成績申請製剤の有効成分を用いた試験成績か。用量決定か。用量決定
 試験等は、申請製剤を用いた試験成績であるか。試験等は、申請製剤を用いた試験成績であるか。

申請製剤とは異なる成分または製剤を用いた場合、その理由及び妥当性について申請製剤とは異なる成分または製剤を用いた場合、その理由及び妥当性について

 説明しているか。なお、その際には申請製剤と供試した製剤の相違点が申請製剤の説明しているか。なお、その際には申請製剤と供試した製剤の相違点が申請製剤の

 効力に影響しないことを試験成績をもって証明する（例えば、Ａ＋Ｂ混合ワクチンが申効力に影響しないことを試験成績をもって証明する（例えば、Ａ＋Ｂ混合ワクチンが申

 請製剤でＡ＋Ｂ＋Ｃ混合ワクチンが供試した製剤の場合、ＣがＡ及びＢの効力に影響請製剤でＡ＋Ｂ＋Ｃ混合ワクチンが供試した製剤の場合、ＣがＡ及びＢの効力に影響

 しないことを示す試験成績を添付する。）。しないことを示す試験成績を添付する。）。


 

用量決定試験等の効力の検討については、臨床適用用量決定試験等の効力の検討については、臨床適用
 経路により評価しているか。経路により評価しているか。


 

血中濃度の時間的な推移、主要臓器への分布、代謝血中濃度の時間的な推移、主要臓器への分布、代謝
 及び排泄が確認できるか。及び排泄が確認できるか。代謝産物が有効性を発揮代謝産物が有効性を発揮
 する場合は、有効性を発揮する代謝物についても同様する場合は、有効性を発揮する代謝物についても同様
 の確認ができるか。の確認ができるか。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号10：薬理試験資料・薬効薬理（1/3））
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類似製剤があるものについては、効力を裏付ける試類似製剤があるものについては、効力を裏付ける試
 験において対照製剤として供試し、その比較により申験において対照製剤として供試し、その比較により申
 請品目の特性について検討した試験資料を添付する請品目の特性について検討した試験資料を添付する
 こと。こと。


 

用量決定試験等の結果の評価は、客観的な効果判定用量決定試験等の結果の評価は、客観的な効果判定
 が行える評価方法を設定し、統計学的解析等に基づが行える評価方法を設定し、統計学的解析等に基づ
 き考察しているか。評価方法の設定に際しては、そのき考察しているか。評価方法の設定に際しては、その
 妥当性について説明しているか。妥当性について説明しているか。


 

既承認製剤の試験資料を使用する際には、既承認製既承認製剤の試験資料を使用する際には、既承認製
 剤と違う部分について、その違いを明確に記載するこ剤と違う部分について、その違いを明確に記載するこ
 と。と。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号10：薬理試験資料・薬効薬理（2/3））

65




 

最小有効抗原量最小有効抗原量については、ワクチンの希釈については、ワクチンの希釈
 倍数ではなく、倍数ではなく、含有する抗原の量含有する抗原の量（菌量、ウイル（菌量、ウイル
 ス量、蛋白質量など）ス量、蛋白質量など）を記載を記載すること。すること。


 

攻撃試験攻撃試験を行う際には、を行う際には、攻撃株の由来や性状攻撃株の由来や性状
 及びその妥当性及びその妥当性について記載すること。について記載すること。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号10：薬理試験資料・薬効薬理（3/3））
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（資料番号10：薬理試験資料・薬効薬理）

光学異性体のどちらかにしか薬理作用がないのか、どちらにもあるのか、説明している

 か。

投与日数が設定されている製剤について、その日数設定の根拠を説明しているか。

有効性を判定する基準や有効性評価方法についてその根拠を説明しているか。根拠資

 料があればその出典等を明記しているか。

in

 
vitro及びin vivo等の試験系を用いた作用機序の検討を行っているか。

配合剤にあっては配合割合の検討を十分に行い、その妥当性について説明しているか。
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【チェック事例】

注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。
注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。




 

申請製剤の有効成分を用いた試験成績であるか申請製剤の有効成分を用いた試験成績であるか。申。申
 請製剤とは異なる成分を用いた場合、その理由につ請製剤とは異なる成分を用いた場合、その理由につ

 いて説明しているか。いて説明しているか。


 

以下のための試験であることを考慮して、科学的に妥以下のための試験であることを考慮して、科学的に妥
 当と考えられる範囲で実施されているか。当と考えられる範囲で実施されているか。

①薬効薬理作用と併せて薬理作用の種類と程度を全般的に把①薬効薬理作用と併せて薬理作用の種類と程度を全般的に把
 握し、被験物質が有する薬理作用の特性を知る。握し、被験物質が有する薬理作用の特性を知る。

②臨床適用時に発現する可能性のある②臨床適用時に発現する可能性のある副作用を予測し副作用を予測し、更に、更に
 副作用発現時の対策を講じるための情報を得る。副作用発現時の対策を講じるための情報を得る。

③生体機能に及ぼす影響毒性試験によって明らかにし難い有③生体機能に及ぼす影響毒性試験によって明らかにし難い有
 害作用について検討する。害作用について検討する。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号11：薬理試験資料・一般薬理）
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（資料番号11：薬理試験資料・一般薬理）

まとめでは、薬理作用の特性（種類と程度）を全般的に考察しているか。

代謝物等の薬理作用（薬効に関するものを除く）の有無について十分に検討しているか。
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【チェック事例】

注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。
注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。





 
投与した薬物の大半が親化合物及び代謝物として回収されてい投与した薬物の大半が親化合物及び代謝物として回収されてい

 るか。るか。


 
アイソトープを用いた場合、ラベルした箇所が明らかとされているアイソトープを用いた場合、ラベルした箇所が明らかとされている

 か。か。


 
血漿蛋白結合率について検討しているか。血漿蛋白結合率について検討しているか。



 
主な消失は、排泄又は代謝か。排泄の場合は主要排泄臓器、代主な消失は、排泄又は代謝か。排泄の場合は主要排泄臓器、代

 謝の場合は臓器及び主な酵素を検討しているか。謝の場合は臓器及び主な酵素を検討しているか。


 
腸肝循環や初回通過効果の有無が確認されているか。腸肝循環や初回通過効果の有無が確認されているか。



 
薬物代謝酵素等が明らかとされているか。薬物代謝酵素等が明らかとされているか。



 
代謝経路（代謝・分解産物）が確認できるか。代謝経路（代謝・分解産物）が確認できるか。



 
生育ステージや病態による吸収・代謝等への影響が検討されて生育ステージや病態による吸収・代謝等への影響が検討されて

 いるか。いるか。


 
ＰＫ（ＰＫ（PharmacokineticsPharmacokinetics薬物動態試験）／ＰＤ（薬物動態試験）／ＰＤ（PharmacodynamicsPharmacodynamics薬薬

 力学試験）パラメータが明らかにされているか。力学試験）パラメータが明らかにされているか。

承認申請書作成上の注意事項（資料番号12：吸収、分布、
 代謝及び排せつに関する試験資料（1/2））

70





 
代謝産物が元の化合物に比較して安定なとき、比較的多代謝産物が元の化合物に比較して安定なとき、比較的多

 量に発生するとき、その毒性や薬理作用を考慮して追跡す量に発生するとき、その毒性や薬理作用を考慮して追跡す
 る必要があると判断されるときは、代謝産物の血中濃度やる必要があると判断されるときは、代謝産物の血中濃度や
 主要臓器への分布が測定されているか。主要臓器への分布が測定されているか。



 
生物学的利用性に影響を及ぼす要素が把握されているか。生物学的利用性に影響を及ぼす要素が把握されているか。



 
薬物相互作用に関する検討がなされているか。薬物相互作用に関する検討がなされているか。



 
濃度、含量の異なる製剤、又は大きさの異なる錠剤等を一濃度、含量の異なる製剤、又は大きさの異なる錠剤等を一

 緒に申請する場合には、製剤間の生物学的同等性を確認緒に申請する場合には、製剤間の生物学的同等性を確認
 しているか。しているか。



 
生物学的同等性を評価するため、生物学的同等性を評価するため、

 
「後発動物用医薬品の「後発動物用医薬品の

 生物学的同等性ガイドライン」生物学的同等性ガイドライン」
 

又は、「動物用医薬品溶出又は、「動物用医薬品溶出
 試験法ガイドライン」に従って実施しているか。試験法ガイドライン」に従って実施しているか。



 
新キノロン系等製剤にあっては、「薬事法関係事務の取扱新キノロン系等製剤にあっては、「薬事法関係事務の取扱

 いについて」（農林水産省畜産局長通知）の第いについて」（農林水産省畜産局長通知）の第33のの22のの(2)(2)のの
 オのオの((エエ))の資料を添付すること。の資料を添付すること。

承認申請書作成上の注意事項（資料番号12：吸収、分布、
 代謝及び排せつに関する試験資料（2/2））
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資料番号12：吸収、分布、代謝及び排せつに関する試験資
 料

経口投与製剤の場合、給餌による吸収等の影響の有無を確認されているか。

血中濃度等の分析方法（添加回収率、定量限界、検出限界、真度、特異性及び検量線

 の直線性等含む）の妥当性を示しているか。

連続投与等、申請の用法と一致した投与方法により、血中濃度の推移や蓄積性を示し

 ているか。
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【チェック事例】

注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。
注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。




 

GCPGCP省令省令等に従って試験を実施しているか等に従って試験を実施しているか


 

「動物用医薬品の臨床評価に関する一般指針につい「動物用医薬品の臨床評価に関する一般指針につい
 て」て」に従って実施しているか。に従って実施しているか。


 

新有効成分の駆虫剤については、「駆虫剤有効性評価新有効成分の駆虫剤については、「駆虫剤有効性評価
 ガイドライン」に従って実施しているか。ガイドライン」に従って実施しているか。


 

供試頭羽数については、「薬事法関係事務の取扱いに供試頭羽数については、「薬事法関係事務の取扱いに
 ついて」（局長通知）の別紙ついて」（局長通知）の別紙11の別表第の別表第22に準拠しているに準拠している
 か。か。


 

臨床試験は、臨床試験は、22か所以上か所以上で実施し、原則として、共通ので実施し、原則として、共通の
 プロトコールで実施しているか。また、プロトコールで実施しているか。また、少なくとも少なくとも11か所はか所は

 国内の施設国内の施設で実施しているか。で実施しているか。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号14：臨床試験資料（1/5））
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予定される効能又は効果、用法及び用量等臨床適用に予定される効能又は効果、用法及び用量等臨床適用に
 応じた試験設計がなされているか。応じた試験設計がなされているか。


 

対照薬の効能・効果が承認申請している製剤の効能・効対照薬の効能・効果が承認申請している製剤の効能・効
 果と一致しているか。果と一致しているか。


 

臨床試験の試験成績は、申請品目の用法・用量の設定臨床試験の試験成績は、申請品目の用法・用量の設定
 根拠資料となることを考慮し、供試動物の大きさ、年齢、根拠資料となることを考慮し、供試動物の大きさ、年齢、
 生理状態（妊娠、泌乳等）等を選定しているか。生理状態（妊娠、泌乳等）等を選定しているか。


 

試験施設の選定理由試験施設の選定理由（対象疾病の過去の発生状況、農（対象疾病の過去の発生状況、農
 家の飼養形態等）が記載されているか。家の飼養形態等）が記載されているか。


 

対象疾病の診断基準対象疾病の診断基準（対象動物の選定基準を含む。）、（対象動物の選定基準を含む。）、
 効果判定の基準、安全性判定の基準、対照群の設定方効果判定の基準、安全性判定の基準、対照群の設定方
 法等を明確にするとともに、診断基準、効果判定の基準、法等を明確にするとともに、診断基準、効果判定の基準、

 安全性判定の基準の設定根拠も示しているか。安全性判定の基準の設定根拠も示しているか。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号14：臨床試験資料（2/5））
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薬効薬理の用量及び用法設定試験で行った効果に関す薬効薬理の用量及び用法設定試験で行った効果に関す
 る評価方法と同じ評価基準を用いていることが望ましい。る評価方法と同じ評価基準を用いていることが望ましい。


 

群分け、有害事象の判断基準、除外基準等について記群分け、有害事象の判断基準、除外基準等について記
 載載があるか。また、があるか。また、有害事象、除外基準に該当する事例有害事象、除外基準に該当する事例
 があった場合に明確な記載があった場合に明確な記載があるか。があるか。


 

有効性に関する評価有効性に関する評価についてについて統計学的な有意差統計学的な有意差を明確を明確
 にしているか（平均値を比較した場合に、差が認められにしているか（平均値を比較した場合に、差が認められ

 て有意差がないことがある。）。て有意差がないことがある。）。


 

安全性及び有効性に関する個体別の成績表において、安全性及び有効性に関する個体別の成績表において、
 判定基準に基づく判定結果判定基準に基づく判定結果を記載しているか。を記載しているか。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号14：臨床試験資料（3/5））
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臨床症状や病理学的観察所見等をスコア化している場合臨床症状や病理学的観察所見等をスコア化している場合

 には、その基準について詳細に説明するとともにには、その基準について詳細に説明するとともに客観性が客観性が
 十分あるものを指標十分あるものを指標としているか（病理写真や模式図等にとしているか（病理写真や模式図等に
 より示すことも可能）。より示すことも可能）。



 
供試動物に投与した併用薬等が、被験薬（治験薬及び対照供試動物に投与した併用薬等が、被験薬（治験薬及び対照

 薬）の安全性及び有効性評価に与える影響の有無につい薬）の安全性及び有効性評価に与える影響の有無につい
 て考察しているか。て考察しているか。



 
すべての試験成績について適切に考察されているか（特定すべての試験成績について適切に考察されているか（特定

 の臨床試験成績のみを用いて、安全性及び有効性等につの臨床試験成績のみを用いて、安全性及び有効性等につ
 いて考察していないか）。いて考察していないか）。



 
新キノロン等製剤は、二次選択薬としての有効性が確認で新キノロン等製剤は、二次選択薬としての有効性が確認で

 きる試験も行っているか。きる試験も行っているか。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号14：臨床試験資料（4/5））
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試験施設の選定理由試験施設の選定理由（対象疾病の過去の発生状況、（対象疾病の過去の発生状況、
 農家の飼養形態等）を詳細に記載すること。ワクチン農家の飼養形態等）を詳細に記載すること。ワクチン
 にあっては、ワクチンプログラムについても記載するこにあっては、ワクチンプログラムについても記載するこ
 と。と。


 

試験製剤の性格を十分に検討した上で、試験製剤の性格を十分に検討した上で、非投与対照非投与対照
 群と投与群の飼養形態や飼育場所を設定群と投与群の飼養形態や飼育場所を設定すること（同すること（同
 居感染する生ワクチンの場合、非投与対照群にワクチ居感染する生ワクチンの場合、非投与対照群にワクチ
 ン株が感染し有効性の評価ができなくなることがある）。ン株が感染し有効性の評価ができなくなることがある）。


 

抗菌性物質製剤の有効性評価については、所長通知抗菌性物質製剤の有効性評価については、所長通知
 の別添の別添88のの1313--11により実施すること。また、臨床試験のにより実施すること。また、臨床試験の
 実施に当たっては、臨床徴候の評価のほかに、剖検実施に当たっては、臨床徴候の評価のほかに、剖検
 所見、菌分離、薬剤感受性、転帰等に関する調査も実所見、菌分離、薬剤感受性、転帰等に関する調査も実
 施すること。施すること。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号14：臨床試験資料（5/5））
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（資料番号14：臨床試験資料）

申請の用法・用量と一致した投与方法で試験を実施しているか。特に経口投与の場合、

 給餌の有無、強制経口投与（どのような方法による強制投与）なのか等、必要な条件を

 付けて試験を実施しているか。

予測された有効率等に合った統計学的解析を行っているか。（統計解析の仕方によって

 は有意差が認められないことがある）

効果判定方法（基準）の根拠を示しているか。例えば臨床スコアによる評価方法につい

 て、スコア化した臨床症状及びその重み付けについて記載しているか。スコアを付ける

 観察者が客観的に判定できるスコアであることが必要である。

海外の臨床試験及び国内の臨床試験について有効率等に差があった場合、その要因

 等について考察しているか。
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【チェック事例】

注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。
注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。




 

GLPGLP省令省令及び及び「動物用医薬品のための毒性試験法ガ「動物用医薬品のための毒性試験法ガ
 イドライン」イドライン」及び及び「動物用医薬品のための残留試験法「動物用医薬品のための残留試験法

 ガイドライン」ガイドライン」に従って実施しているか。相違点があるに従って実施しているか。相違点がある
 場合には、理由や妥当性について適切な説明が記載場合には、理由や妥当性について適切な説明が記載
 されているか。されているか。


 

毒性試験の結果等から、毒性試験の結果等から、ADIADI及び及びMRLMRLを推定し、推を推定し、推
 定定MRLMRLを用いて休薬期間の統計的計算を行っているを用いて休薬期間の統計的計算を行っている

 か。か。


 

休薬期間の計算はすべての臓器で行っているか。休薬期間の計算はすべての臓器で行っているか。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号15：残留性に関する試験資料（1/2））
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分析方法は、適切か（直線性、定量限界、検出限界分析方法は、適切か（直線性、定量限界、検出限界
 等についてバリデーションがなされており、目的に等についてバリデーションがなされており、目的に

 合った感度・精度を備えた分析法であることが示され合った感度・精度を備えた分析法であることが示され
 ているか。）。ているか。）。


 

薬物無添加群の検体のクロマトグラムは、ベースライ薬物無添加群の検体のクロマトグラムは、ベースライ
 ンが確認できる図を添付していて、検出限界や定量ンが確認できる図を添付していて、検出限界や定量

 限界の妥当性が説明できるか。また、定量限界や検限界の妥当性が説明できるか。また、定量限界や検
 出限界の算出方法は明記されているか。出限界の算出方法は明記されているか。


 

検量線や分析した全食用部位における各採材時点検量線や分析した全食用部位における各採材時点
 の検体、標準溶液及び薬物無添加検体のクロマトグの検体、標準溶液及び薬物無添加検体のクロマトグ
 ラムは、記載されているか。ラムは、記載されているか。

承認申請書作成上の注意事項
（資料番号15：残留性に関する試験資料（2/2））
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Ｈ２４．１．３０付け施行のVICHでハーモナイズされた代謝・残留試験ガイドラインに準

 拠して実施しているか。このガイドラインは施行後１年後以降に開始される試験について

 適用される。この試験開始日とは、試験計画書として確定した日である。
なお、水産用医薬品、みつばち用医薬品、畜体に直接使用しない消毒剤・殺虫剤、新有

 効成分含有動物用医薬品以外の動物用医薬品は、従来のガイドライン（14-4、法令集別

 冊p.222～223）に準拠した試験で差し支えない。

（資料番号15：残留性に関する試験資料）

休薬期間等の設定の根拠を明記しているか。

殺虫剤や消毒剤の投与方法によっては残留試験が必要になる場合がある。

VICHでハーモナイズされたガイドラインが新しく追加された。

【チェック事例】
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注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。注１）ケースバイケースなので、該当しないこともあります。
注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。注２）各製剤ごとの詳細なチェック項目については、各製剤のチェックリストで確認してください。



製造販売承認事項軽微製造販売承認事項軽微  
変更届出について変更届出について
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製造販売承認事項軽微変更届出について（製造販売承認事項軽微変更届出について（1/1/99））



 
軽微変更届出の対象：次のものを除く変更の場合に限る。軽微変更届出の対象：次のものを除く変更の場合に限る。

（動物用医薬品等取締規則第（動物用医薬品等取締規則第3333条）条）

１．当該品目の本質、特性、性能又は安全性に影響を与える１．当該品目の本質、特性、性能又は安全性に影響を与える製造製造
 方法等の変更方法等の変更

２．２．規格及び検査方法に掲げる事項の削除又は規格の変更規格及び検査方法に掲げる事項の削除又は規格の変更

３．３．病原因子の不活化又は除去方法に関する変更病原因子の不活化又は除去方法に関する変更

４．４．用法若しくは用量又は効能若しくは効果に関する追加、変更又用法若しくは用量又は効能若しくは効果に関する追加、変更又
 は削除は削除

５．前各号に掲げる変更のほか、５．前各号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性又は安全性製品の品質、有効性又は安全性
 に影響を与えるおそれのあるものに影響を与えるおそれのあるもの

なお、判断に迷う場合はあらかじめ承認審査担当者に相談すること。なお、判断に迷う場合はあらかじめ承認審査担当者に相談すること。

また、規格の変更は事項変更の範疇であるが、また、規格の変更は事項変更の範疇であるが、規格値を厳しくする規格値を厳しくする
 のみの変更のみの変更を行う場合には軽微変更に該当する。を行う場合には軽微変更に該当する。
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軽微変更届出軽微変更届出

→軽微な変更をした後→軽微な変更をした後3030日以内に行ってください日以内に行ってください

「当該変更を行った時点」又は
「当該変更により製造された製品の出荷

 時」のいずれか適切な方。

軽微変更の起算点

出荷後、変更内容が事項変更承認申請が必要と判断された場合は回収となる

 可能性もあるため注意してください

製造販売承認事項軽微変更届出について（製造販売承認事項軽微変更届出について（2/92/9））



 

軽微変更届出書、新旧対照表、変更を反映した承認（事項変更承認）申請書軽微変更届出書、新旧対照表、変更を反映した承認（事項変更承認）申請書

 （参考資料）をご提出ください。（参考資料）をご提出ください。



 

製造業者（認定外国製造業者）については、許可（認定）が有効なことを確認し製造業者（認定外国製造業者）については、許可（認定）が有効なことを確認し

 てください。（許可年月日から５年で失効）てください。（許可年月日から５年で失効）

３０日を経過して届出を行う場合は、別途遅延理由書が必要です。
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改正薬事法施行後（H17.4）以降、以下の変更を行っ
 ていない場合には、速やかに軽微変更届出により次
 の変更を行うようお願いします。

１．製造販売承認申請書への様式への記載の整備
２．製造方法の記載の整備（一般薬、抗菌性物質製

 剤及び医療機器）・・・「輸入相手先の製造方法によ
 る」旨の記載は認められません。

製造業者の許可更新等に伴う承認申請書の許可番号・許可年月日

 等の更新のみを理由とする軽微変更届の提出は不要です。事項変

 更承認申請や他の内容での軽微変更届出の際に合わせてご対応く

 ださい。

製造販売承認事項軽微変更届出について（製造販売承認事項軽微変更届出について（3/93/9））

GMP適合性調査も！！
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○使用上の注意を参考事項に移動する等の申請書の記載整備○使用上の注意を参考事項に移動する等の申請書の記載整備

○日本薬局方の改正・変更等に合わせた試薬の名称変更○日本薬局方の改正・変更等に合わせた試薬の名称変更

○○動生剤基準の各条に合わせた記載整備動生剤基準の各条に合わせた記載整備（医薬品各条の制定に伴う一般的（医薬品各条の制定に伴う一般的

 名称の追加を含む。試験の削除等は認められない。）名称の追加を含む。試験の削除等は認められない。）

○単位の変更○単位の変更

○分類学名の変更○分類学名の変更

○食品・工業用製品等を動物用医薬品の原薬としてやむを得ず使用している○食品・工業用製品等を動物用医薬品の原薬としてやむを得ず使用している

 場合で、当該原薬の規格に変更がなく、また当該原薬の製造所を変更しても場合で、当該原薬の規格に変更がなく、また当該原薬の製造所を変更しても

 最終製品の品質に影響を与えない場合最終製品の品質に影響を与えない場合

○容器の変更（安定性に問題のないことが証明できるサイズの追加、形状の○容器の変更（安定性に問題のないことが証明できるサイズの追加、形状の

 変更など。ただし変更など。ただし軽微変更には当たらない場合軽微変更には当たらない場合もあるので、もあるので、ご相談下さいご相談下さい。）。）

○日本薬局方に合わせた試験法の変更では、データ添付が必要でも軽微変○日本薬局方に合わせた試験法の変更では、データ添付が必要でも軽微変

 更が認められる場合がある。更が認められる場合がある。

○反すう動物由来物質の変更のうち、反すう動物由来→植物由来、危険度の○反すう動物由来物質の変更のうち、反すう動物由来→植物由来、危険度の

 高い区分の国から低い国への変更。同一の区分の国の間での変更高い区分の国から低い国への変更。同一の区分の国の間での変更

軽微変更が認められる例軽微変更が認められる例

製造販売承認事項軽微変更届出について（製造販売承認事項軽微変更届出について（4/94/9））

使用上の注意の部分は使用上の注意の変

 更届で！
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製造所の変更に際して、軽微変更で可能
 な範囲


 

製造所の削除製造所の削除


 

表示・保管のみを行う製造所の追加表示・保管のみを行う製造所の追加


 

一定の要件を満たす場合の製造所の追加一定の要件を満たす場合の製造所の追加


 

実質的な変更を伴わない記載事項の変更実質的な変更を伴わない記載事項の変更

これ以外の変更は事項変更(適合性調査も必要)
 となります。

事項変更承認申請書には、追加される製造所で製

 造された原薬（又は製剤の製造所の追加の場合

 は製剤）１ロットの自家試験成績を添付。

製造販売承認事項軽微変更届出について（製造販売承認事項軽微変更届出について（5/95/9））
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やむを得ず動物用医薬品原薬以外の原薬を転やむを得ず動物用医薬品原薬以外の原薬を転
 用として用いる場合も同様です用として用いる場合も同様です((この場合は許可この場合は許可
 区分は関係ありません区分は関係ありません))。。


 

人用医薬品の許可及び製造実績がある場合でも人用医薬品の許可及び製造実績がある場合でも
 、動物用医薬品としての製造実績が必要です。、動物用医薬品としての製造実績が必要です。

★★ 同じ許可区分同じ許可区分の動物用医薬品の製造の動物用医薬品の製造

実績がある製造所であること。実績がある製造所であること。

★★ 製造工程が既承認の製造所と製造工程が既承認の製造所と同一同一でで

あること。あること。

軽微変更で製造所の追加が可能な場合

製造販売承認事項軽微変更届出について（製造販売承認事項軽微変更届出について（6/96/9））
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「動物用医薬品の製造実績」の「動物用医薬品の製造実績」の
取扱いについて取扱いについて


 

現にその製造所が承認事項たる製造所とし現にその製造所が承認事項たる製造所とし
 て記載されている品目名と承認番号を、軽微て記載されている品目名と承認番号を、軽微
 変更届で書の参考事項欄又は、新旧対照表変更届で書の参考事項欄又は、新旧対照表
 の変更理由欄に記載することで足ります。の変更理由欄に記載することで足ります。


 

他社製剤も実績として認められますが、品目他社製剤も実績として認められますが、品目
 が届出者において特定できない場合には認が届出者において特定できない場合には認

 められません。められません。

製造販売承認事項軽微変更届出について（製造販売承認事項軽微変更届出について（7/97/9））
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承認内容である製造工程に変更を生じる場承認内容である製造工程に変更を生じる場
 合には同一とは見なされません。合には同一とは見なされません。


 

（この考え方は軽微変更届に関するもののみ（この考え方は軽微変更届に関するもののみ
 であり、他の目的における同一性を示す基準であり、他の目的における同一性を示す基準
 ではありません。）ではありません。）

製造工程の同一性について製造工程の同一性について

製造販売承認事項軽微変更届出について（製造販売承認事項軽微変更届出について（8/98/9））
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製造業許可（外国製造業認定）事項変更届製造業許可（外国製造業認定）事項変更届
 出書において変更が可能な内容（許可事項出書において変更が可能な内容（許可事項
 変更に伴う承認事項の変更）変更に伴う承認事項の変更）


 

許可更新に伴う許可番号等の更新許可更新に伴う許可番号等の更新
（これらの変更のみでの軽微変更は不要です。他の軽微変更あるいは

 事項変更があった際に合わせて整備していただいてもかまいません。）

これら以外は軽微変更での変更はできません。
（平成２２年１１月２６日付動物医薬品検査所長事務

 連絡によるものを除き、製造所の許可を新たに取り直
 した場合も軽微変更では変更できません。）

｢｢実質的な変更」を伴わない変更の範囲実質的な変更」を伴わない変更の範囲

製造販売承認事項軽微変更届出について（製造販売承認事項軽微変更届出について（9/99/9））
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動物用医薬品等の承認動物用医薬品等の承認  
申請に関する相談に際申請に関する相談に際  
しての注意事項しての注意事項
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・必要な添付資料や申請区分等について判断が困難な場合は、事前に動物医・必要な添付資料や申請区分等について判断が困難な場合は、事前に動物医

 薬品検査所（動薬検）に承認相談が可能です薬品検査所（動薬検）に承認相談が可能です（正１部、副６部を提出）。（正１部、副６部を提出）。
・その際には、考えられるケースを十分検討した上で具体的な相談内容（相談・その際には、考えられるケースを十分検討した上で具体的な相談内容（相談

 理由と自社での見解）としてください。また、承認申請書を提出する際には、参理由と自社での見解）としてください。また、承認申請書を提出する際には、参

 考資料として承認相談と動薬検の回答書を添付することができます。考資料として承認相談と動薬検の回答書を添付することができます。

承認相談について（承認相談について（1/21/2））
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①①

 
動物用医薬品等への該当性動物用医薬品等への該当性に関する相談についてはに関する相談については消費・安全局消費・安全局

 畜水産安全管理課薬事監視指導班畜水産安全管理課薬事監視指導班へお問い合わせください。そのへお問い合わせください。その

 際には、以下の資料を添付してください。際には、以下の資料を添付してください。
11））

 
名称、含有するすべての成分名、分量及び配合目的、用法及び用名称、含有するすべての成分名、分量及び配合目的、用法及び用

 量、効能又は効果、剤型等量、効能又は効果、剤型等
22）－）－1 1 国内製造品の場合（日本語での表示）国内製造品の場合（日本語での表示）

 ・・

 
販売する際の表示、販売促進用パンフレット、カタログ等販売する際の表示、販売促進用パンフレット、カタログ等

22）－）－2 2 輸入品の場合（日本語以外での表示）輸入品の場合（日本語以外での表示）

 ・・

 
表示されている事項、カタログやインターネットのホームページ等表示されている事項、カタログやインターネットのホームページ等

 及びその日本語訳及びその日本語訳

 ・・

 
国内で販売する際の表示、販売促進用パンフレット、カタログ等国内で販売する際の表示、販売促進用パンフレット、カタログ等

②②

 
相談の内容は何を相談したいのかが明確になるように、具体的に相談の内容は何を相談したいのかが明確になるように、具体的に

 記載してください。記載してください。

 （できるだけ、（できるだけ、Yes Yes 又は又は No No で回答できるようにしてください。）。で回答できるようにしてください。）。

 また、回答に必要な資料については、必ず添付してください。また、回答に必要な資料については、必ず添付してください。

③③

 
承認相談は、審査又は事前審査ではない承認相談は、審査又は事前審査ではないことから、審査事項の可ことから、審査事項の可

 否に関わる相談については、十分な回答が得られない場合がありま否に関わる相談については、十分な回答が得られない場合がありま

 すので、ご留意ください。すので、ご留意ください。

承認相談について（承認相談について（2/22/2））
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その他に関する注意事項その他に関する注意事項
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使用上の注意は使用上の注意は軽微変更届の中では変軽微変更届の中では変
 更しない更しないことこと

→使用上の注意の変更届又は事項変更申→使用上の注意の変更届又は事項変更申
 請により変更する。請により変更する。


 

再評価・再審査等の指示により変更する再評価・再審査等の指示により変更する
 場合は、通知や審議結果などを添付する場合は、通知や審議結果などを添付する
 こと。こと。


 

最新の記載例（平成最新の記載例（平成2121年年1212月月1616日付け企日付け企
 画連絡室長事務連絡）に従って記載整備画連絡室長事務連絡）に従って記載整備
 すること。すること。

使用上の注意の変更について（使用上の注意の変更について（1/21/2））
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使用上の注意の変更について（使用上の注意の変更について（2/22/2））


 

使用上の注意事項における使用上の注意事項における投与制限の削投与制限の削
 除等除等は、その変更に伴うは、その変更に伴う安全性及び臨床安全性及び臨床

 試験等に関する資料を添付の上で試験等に関する資料を添付の上で提出す提出す
 ること。ること。


 

このような試験資料に基づく使用上の注意このような試験資料に基づく使用上の注意
 の変更についての処理期間は、通常の審の変更についての処理期間は、通常の審

 査と同様の時間を要する可能性がある。査と同様の時間を要する可能性がある。
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DMFDMFについてについて


 

原薬が原薬がDMFDMFに登録されている場合、その原薬のに登録されている場合、その原薬の
 登録内容の中に資料として物理化学的性質、規登録内容の中に資料として物理化学的性質、規
 格および検査方法、製造方法、安定性等に関す格および検査方法、製造方法、安定性等に関す
 る資料が含まれていれば、原則として省略するこる資料が含まれていれば、原則として省略するこ
 とは可能。とは可能。


 

ただし、ただし、DMFDMF登録時点において登録時点において、その登録内容、その登録内容
 については、については、審査されたものではない。審査されたものではない。


 

DMFDMFの登録内容についての登録内容について問題がある場合問題がある場合、、
 DMFDMF登録保有者に対して登録保有者に対して当所から指摘する可当所から指摘する可

 能性がある。能性がある。


 

万が一登録保有者に十分な対応がなされない場万が一登録保有者に十分な対応がなされない場
 合には申請者に確認することもある。合には申請者に確認することもある。
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後発動物用医薬品の生物学的同等性後発動物用医薬品の生物学的同等性
ガイドラインについてガイドラインについて


 

H23.12.28H23.12.28付けで「後発動物用医薬品の生物付けで「後発動物用医薬品の生物
 学的同等性ガイドライン」が施行。これに伴い学的同等性ガイドライン」が施行。これに伴い
 後発品の申請の際に、後発品の申請の際に、残留確認試験が原則残留確認試験が原則
 として必要として必要。。


 

なお、本ガイドラインのなお、本ガイドラインの猶予期間は１年猶予期間は１年。。
 H24.12.28H24.12.28以降に実施される後発品に係る試以降に実施される後発品に係る試

 験については当ガイドラインに準拠した試験験については当ガイドラインに準拠した試験
 を実施すること。を実施すること。
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承認されたそのあとに・・・承認されたそのあとに・・・  

承認後の動物用医薬品等の承認後の動物用医薬品等の  
使用に関する注意事項使用に関する注意事項  

--特に新キノロン系製剤について特に新キノロン系製剤について--
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承認指令書とともに再審査を受けなければならない承認指令書とともに再審査を受けなければならない
 （新薬指示）とされた製剤については、指定された期（新薬指示）とされた製剤については、指定された期
 間に、承認された用法用量の下、その有効性及び安間に、承認された用法用量の下、その有効性及び安
 全性についての使用成績調査を実施し、再審査の添全性についての使用成績調査を実施し、再審査の添
 付資料としなければなりません。付資料としなければなりません。


 

特に「新キノロン系製剤」においては、特に「新キノロン系製剤」においては、使用上の注意使用上の注意
 が「本剤は第一次選択薬が無効の症例のみに限り使が「本剤は第一次選択薬が無効の症例のみに限り使
 用すること。」とされており、用法用量に従った再審査用すること。」とされており、用法用量に従った再審査
 の添付資料が必要です。の添付資料が必要です。


 

なお、適用外使用（一次選択薬としての使用）が多く、なお、適用外使用（一次選択薬としての使用）が多く、
 それに起因する問題が発生した場合には、再審査時それに起因する問題が発生した場合には、再審査時
 に承認内容を見直す可能性があります。に承認内容を見直す可能性があります。

使用成績調査について（使用成績調査について（1/11/1））
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