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（別紙１）

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務に係る技術的な助言について」（平成12年３月31日付け12畜Ａ第72
8号）の一部改正新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 現 行

（前文：略） （前文：略）
記 記

第１ （略） 第１ （略）

第２ 動物用医薬品販売業 第２ 動物用医薬品販売業
１ 許可の申請 １ 許可の申請
（１）動物用医薬品販売業（以下「医薬品販売業」という。）の （１）動物用医薬品販売業（以下「医薬品販売業」という。）の

許可申請の場合における申請者の欠格条件に該当することの 許可申請の場合における申請者の欠格条件に該当することの
有無に関する書面については、法第５条第３号イからニまで 有無に関する書面については、法第５条第３号イからニまで
、ホ（成年被後見人に限る。）及びへに関する事項について 、ホ（成年被後見人に限る。）及びへに関する事項について
は、当該事項に該当することの有無についての誓約書とする は、当該事項に該当することの有無についての誓約書とする
ことが望ましい。また、同号ホ（麻薬、大麻、あへん又は覚 ことが望ましい。また、同号ホ（麻薬、大麻、あへん又は覚
醒剤の中毒者に限る。）に関する事項については、医師の診 醒剤の中毒者に限る。）に関する事項については、医師の診
断書とすることが望ましい。なお、申請者が法人である場合 断書とすることが望ましい。なお、法人である申請者におけ
は、当該診断書に代えて、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の るその業務を行う役員の場合にあっては、都道府県知事がそ
中毒者でないことを疎明する書類を提出することとして差し の役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたと
支えない。 きには、当該診断書に代えて、同内容に該当しないことを疎

明する書類を提出することとして差し支えない。
（２）～（７） （略） （２）～（７） （略）
（８）規則第92条第５項第３号の「第102条第２号イ若しくはロに （新設）

該当する登録販売者であることを証する書類」とは、規則第1
15条の９第２項に規定する販売従事登録証及び規則第102条第
２号の店舗管理者の要件を満たす登録販売者であることを証
する実務又は業務経験に関する書類と解釈されたい。

（９）規則第93条第２項第３号の「第108条の２第１項において準 （新設）
用する第102条第２号イ若しくはロに該当する登録販売者であ
ることを証する書類」とは、規則第115条の９第２項に規定す
る販売従事登録証及び規則第108条の２第１項において準用す
る第102条第２号の区域管理者の要件を満たす登録販売者であ
ることを証する実務又は業務経験に関する書類と解釈された
い。

（10）規則第94条第１項において準用する第93条第２項第３号の （新設）
「第110条の３第１号若しくは第２号に該当する登録販売者で
あることを証する書類」とは、規則第115条の９第２項に規定
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する販売従事登録証及び規則第110条の３の医薬品営業所管理
者の要件を満たす登録販売者であることを証する実務又は業
務経験に関する書類と解釈されたい。

２ （略） ２ （略）
３ 動物用医薬品店舗販売業 ３ 動物用医薬品店舗販売業
（１）～（14） （略） （１）～（14） （略）
（15）店舗管理者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分 （新設）

に定める者であって、その店舗において医薬品の販売又は授
与に関する業務に従事する者でなければならないとされてい
るので留意されたい。
ア 指定医薬品を販売し、又は授与する店舗 薬剤師
イ 指定医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与する店舗（
アに掲げる店舗を除く。） 薬剤師又は次のいずれかに該
当する登録販売者

（ア）過去５年間のうち薬局、店舗販売業（動物用医薬品特
例店舗販売業を除く。）又は配置販売業において、薬剤
師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者
の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販
売者として業務（店舗管理者又は区域管理者としての業
務を含む。）に従事した期間が通算して２年以上の者

（イ）都道府県知事が（ア）に掲げる者と同等以上の経験を
有すると認めた者

（16）（15）イ（イ）に規定する者については、過去５年間のう （新設）
ち薬局、店舗販売業（動物用医薬品特例店舗販売業を除く。
）若しくは配置販売業又は人用の薬局、店舗販売業若しくは
配置販売業において薬剤師又は登録販売者以外の者として薬
剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期
間並びに登録販売者として業務（店舗管理者又は区域管理者
としての業務を含む。）に従事した期間が通算して２年以上
の者を認めることが望ましい。
なお、当該期間は、月単位で計算することとし、１か月に

80時間以上実務又は業務に従事した場合は、当該月は実務又
は業務に従事したものと認められることに留意されたい。

（17） （略） （15） （略）
（18） （略） （16） （略）
（19） （略） （17） （略）
（20） （略） （18） （略）

ア～エ （略） ア～エ （略）
オ 要指示医薬品については、購入できる者が限定されてい オ 要指導医薬品については、購入できる者が限定されてい
ることから、その適正な販売及び使用を確保するため、ウ ることから、その適正な販売及び使用を確保するため、ウ
を満たすホームページにおいて広告することとし、獣医師 を満たすホームページにおいて広告することとし、獣医師
や農家等、業務上取り扱う者以外の者を主な対象とした新 や農家等、業務上取り扱う者以外の者を主な対象とした新
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聞、雑誌及びちらし等による広告は行わないよう指導をお 聞、雑誌及びちらし等による広告は行わないよう指導をお
願いする。 願いする。

（21）店舗販売業者は、規則第105条の２の規定により、その店舗 （新設）
において、薬剤師若しくは登録販売者以外の者として薬剤師
若しくは登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者
又は登録販売者として業務（店舗管理者としての業務を含む
。）に従事した者から、過去５年間においてその実務又は業
務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその
証明を行わなければならないことに留意されたい。この場合
において、虚偽又は不正の証明を行ってはならない。
また、店舗販売業者は、当該実務又は業務に従事したこと

の証明を行うために必要な記録を保存しなければならないこ
とに留意されたい。

（22） （略） （19） （略）
（23） （略） （20） （略）
（24）規則第110条の８の規定により、（23）の情報提供を行わせ （21）規則第110条の８の規定により、（20）の情報提供を行わせ

るに当たっては、当該薬剤師又は登録販売者にあらかじめ、 るに当たっては、当該薬剤師又は登録販売者にあらかじめ、
次に掲げる事項を確認させるよう努めることとされたので指 次に掲げる事項を確認させるよう努めることとされたので指
導をお願いする。 導をお願いする。
ア～エ （略） ア 動物の種類、年齢及び雌雄の別

イ 症状及び現にかかっている疾病がある場合、その病名
ウ 他の医薬品の使用の状況
エ 当該医薬品に係る購入、譲受又は使用の経験の有無

オ その他（23）の情報提供を行うために確認が必要な事項 オ その他（20）の情報提供を行うために確認が必要な事項
（25） （略） （22） （略）
４ 動物用医薬品配置販売業 ４ 動物用医薬品配置販売業
（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）
（４）規則第108条の２第１項において準用する第102条に規定す （４）配置販売業における区域管理者は、常勤であることとし、

る区域管理者は、常勤であることとし、原則として、常時、 原則として、常時、その区域を直接管理する必要があると解
その区域を直接管理する必要があると解釈されたい。 釈されたい。

（５）区域管理者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分 （新設）
に定める者であって、その業務に係る都道府県の区域におい
て医薬品の販売又は授与に関する業務に従事する者でなけれ
ばならないとされているので留意されたい。
ア 指定医薬品を配置する場合 薬剤師
イ 指定医薬品以外の医薬品を配置する場合（アに掲げる場
合を除く。） 薬剤師又は次のいずれかに該当する登録販
売者

（ア）過去５年間のうち薬局、店舗販売業（動物用医薬品特
例店舗販売業を除く。）又は配置販売業において、薬剤
師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者
の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販
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売者として業務（店舗管理者又は区域管理者としての業
務を含む。）に従事した期間が通算して２年以上の者

（イ）都道府県知事が（ア）に掲げる者と同等以上の経験を
有すると認めた者

（６）（５）イ（イ）に規定する者については、過去５年間のう （新設）
ち薬局、店舗販売業（動物用医薬品特例店舗販売業を除く。
）若しくは配置販売業又は人用の薬局、店舗販売業若しくは
配置販売業において、薬剤師又は登録販売者以外の者として
薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した
期間並びに登録販売者として業務（店舗管理者又は区域管理
者としての業務を含む。）に従事した期間が通算して２年以
上の者を認めることが望ましい。
なお、当該期間は、月単位で計算することとし、１か月に

80時間以上実務又は業務に従事した場合は、当該月は実務又
は業務に従事したものと認められることに留意されたい。

（７） （略） （５） （略）
（８）配置販売業者は、規則第108条の２第１項において準用する （新設）

第105条の２の規定により、その区域において、薬剤師若しく
は登録販売者以外の者として薬剤師若しくは登録販売者の管
理及び指導の下に実務に従事した者又は登録販売者として業
務（区域管理者としての業務を含む。）に従事した者から、
過去５年間においてその実務又は業務に従事したことの証明
を求められたときは、速やかにその証明を行わなければなら
ないことに留意されたい。この場合において、虚偽又は不正
の証明を行ってはならない。
また、配置販売業者は、当該実務又は業務に従事したこと

の証明を行うために必要な記録を保存しなければならないこ
とに留意されたい。

（９） （略） （６） （略）
（10） （略） （７） （略）
（11）規則第110条の10第１項において準用する規則第110条の８ （８）規則第110条の10第１項において準用する規則第110条の８

の規定により、（９）の情報提供を行わせるに当たっては、 の規定により、（６）の情報提供を行わせるに当たっては、
当該薬剤師又は登録販売者にあらかじめ、次に掲げる事項を 当該薬剤師又は登録販売者にあらかじめ、次に掲げる事項を
確認させるよう努めることとされたので指導をお願いする。 確認させるよう努めることとされたので指導をお願いする。
ア～エ （略） ア～エ （略）
オ その他（９）の情報提供を行うために確認が必要 オ その他（６）の情報提供を行うために確認が必要な事項

（12） （略） （９） （略）
５ 動物用医薬品卸売販売業 ５ 動物用医薬品卸売販売業
（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）
（４）卸売販売業においては、規則第110条の３の規定により、指 （４）卸売販売業においては、規則第110条の３の規定により、指

定医薬品以外の医薬品のみを販売する場合の医薬品営業所管 定医薬品以外の医薬品のみを販売する場合の医薬品営業所管
理者については、薬剤師以外の者として、登録販売者であっ 理者については、薬剤師以外の者として、登録販売者をもっ
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て、次のいずれかに該当する者をもって行わせることができ て行わせることができることとしたので留意されたい。
ることとしたので留意されたい。
ア 過去５年間のうち薬局、店舗販売業（動物用医薬品特例
店舗販売業を除く。）、配置販売業又は卸売販売業におい
て、薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録
販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登
録販売者として業務（店舗管理者、区域管理者又は医薬品
営業所管理者としての業務を含む。）に従事した期間が通
算して２年以上の者

イ 都道府県知事がアに掲げる者と同等以上の経験を有する
と認めた者

（５）（４）イに規定する者については、過去５年間のうち薬局 （新設）
、店舗販売業（動物用医薬品特例店舗販売業を除く。）、配
置販売業若しくは卸売販売業又は人用の薬局、店舗販売業、
配置販売業若しくは卸売販売業において薬剤師又は登録販売
者以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下
に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務（店舗管
理者、区域管理者又は医薬品営業所管理者としての業務を含
む。）に従事した期間が通算して２年以上の者を認めること
が望ましい。
なお、当該期間は、月単位で計算することとし、１か月に

80時間以上実務又は業務に従事した場合は、当該月は実務又
は業務に従事したものと認められることに留意されたい。

（６） （略） （５） （略）
（７） （略） （６） （略）
（８） （略） （７） （略）
（９）卸売販売業者は、規則第110条の４第１項において準用する （新設）

第105条の２の規定により、その営業所において、薬剤師若し
くは登録販売者以外の者として薬剤師若しくは登録販売者の
管理及び指導の下に実務に従事した者又は登録販売者として
業務（医薬品営業所管理者としての業務を含む。）に従事し
た者から、過去５年間においてその実務又は業務に従事した
ことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わな
ければならないことに留意されたい。この場合において、虚
偽又は不正の証明を行ってはならない。
また、卸売販売業者は、当該実務又は業務に従事したこと

の証明を行うために必要な記録を保存しなければならないこ
とに留意されたい。

６ 動物用医薬品特例店舗販売業 ６ 動物用医薬品特例店舗販売業
（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）
（３）特例店舗販売業の許可に当たって指定する品目は、指定医 （３）特例店舗販売業の許可に当たって指定する品目は、それぞ

薬品以外の医薬品であって、それぞれ別表第１に掲げる薬効 れ別表第１に掲げる薬効用途別分類、有効成分及び効能効果
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用途別分類、有効成分及び効能効果の範囲に該当するもので の範囲に該当するものであって、かつ、次の各号に適合する
あり、かつ、次の各号に適合するものであることが望ましい ものであることが望ましい。
。
ア 一般に薬理作用が緩和であり、毒薬、劇薬及び医薬部外 ア 一般に薬理作用が緩和であり、かつ、蓄積性又は習慣性
品に該当しないものであること。 がないこと。

イ 貯蔵保管が容易であり、経時変化が起こりやすくないも イ 経時変化が起こりやすくないものであること。
のであること。

ウ 注射による投与等、用法及び用量からみて、一般にその ウ 剤型、用法及び用量等からみて、一般にその使用方法が
使用方法が困難でないものであること。 容易であること。

（削る。） エ 容器又は被包が壊れやすく、又は破れやすいものでない
こと。

（４）～（９） （略） （４）～（９） （略）
７ （略） ７ （略）
８ 動物用医薬品登録販売者試験 ８ 動物用医薬品登録販売者試験等
（１）動物用医薬品登録販売者試験 （１）動物用医薬品登録販売者試験等

法第36条の８第１項に規定する試験（以下「動物用医薬品 法第36条の８第１項に規定する試験（以下「動物用医薬品
登録販売者試験」という。）は、医薬品、医療機器等の品質 登録販売者試験等」という。）は、規則第115条の４から第11
、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36 5条の７までの規定により実施される試験（以下「動物用医薬
年厚生省令第１号。以下「施行規則」という。）第159条の３ 品登録販売者試験」という。）又は医薬品、医療機器等の品
第１項に規定する登録販売者試験とするので留意されたい。 質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和

36年厚生省令第１号。以下「施行規則」という。）第159条の
３第１項に規定する登録販売者試験とするので留意されたい
。

（削る。） （２）動物用医薬品登録販売者試験は筆記試験とし、次の事項に
ついて試験を実施するようお願いする。
ア 医薬品に共通する特性と基本的な知識
イ 動物の身体の働きと医薬品
ウ 主な医薬品とその作用
エ 薬事に関する法規と制度
オ 医薬品の適正使用と安全対策

（削る。） （３）動物用医薬品登録販売者試験の公示
動物用医薬品登録販売者試験を実施する期日及び場所並び

に受験願書の提出期間は、あらかじめ都道府県知事が公示す
るものとする。
なお、公示の方法は必ずしも都道府県公報等により行う必

要はなく、都道府県の公示板への掲示やホームページへの掲
載等でも差し支えないが、動物用医薬品登録販売者試験を受
けようとする者に広く周知を図ることができる手段により行
うことが望ましい。

（削る。） （４）受験資格
動物用医薬品登録販売者試験を受けようとする者には、受

験資格として、規則第115条の６第２項各号に規定する学歴や
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動物用医薬品の販売等に関する実務に従事したことを求める
こととする。規則第115条の６第１項第１号の「次項各号のい
ずれかに該当することを証する書類」とは、次に掲げる書類
をいう。
ア 規則第115条の６第２項第１号から同項第３号までのいず
れかに該当する者についてはその学校の卒業証明書又は卒
業証書の写し

イ 規則第115条の６第２項第４号に該当する者についてはそ
の学校の卒業証明書又は卒業証書の写し及びその者が１年
以上薬局又は店舗販売業（動物用医薬品特例店舗販売業を
除く。以下同じ。）若しくは配置販売業において実務に従
事したことを証する薬局開設者、店舗販売業者又は配置販
売業者の証明書

ウ 規則第115条の６第２項第５号に該当する者についてはそ
の者が４年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業の
実務に従事したことを証する薬局開設者、店舗販売業者又
は配置販売業者の証明書

（削る。） （５）受験資格を有すると見込まれる者
申請時に受験資格を有しないが、受験日前日までに受験資

格を有すると見込まれる者については申請時には見込み証明
書を提出させ、受験日前日までに改めて受験資格を有するこ
とを証明する書類の提出を求めることとして差し支えない。

（削る。） （６）合格の通知及び公示
動物用医薬品登録販売者試験の合格者には合格通知書を交

付するとともに、合格者の受験番号を公示することとする。
なお、公示の方法は必ずしも都道府県公報等により行う必要
はなく、都道府県の公示板への掲示やホームページへの掲載
等でも差し支えない。また、試験終了後に試験問題並びにそ
の正答及び合格基準について公表することが望ましい。 その
他、都道府県により以下の内容について併せて整備を行うよ
うお願いする。
ア 合格者名簿の設置と保管

試験合格者の名簿を都道府県に備え付けた上で、永年保
管することとする。登録がなされた場合又は登録が消除さ
れた場合は、その旨を合格者名簿にも追記することとする
。なお、試験合格者の死亡等の事実が判明した場合は名簿
から削除しても差し支えない。

イ 合格通知書の再発行等
合格通知書を紛失等した場合の合格通知書の再発行又は

合格証明書の発行の手続については都道府県において規定
することとする。なお、その際、不正に複数の合格通知書
等を入手しないよう、試験合格者名簿で登録の有無を確認
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の上、再発行等を行うようにされたい。
（２）販売従事登録 （７）販売従事登録

試験合格者が法第36条の８第２項の登録（以下「販売従事 試験合格者が法第36条の８第２項の登録（以下「販売従事
登録」という。）を行う場合の手続、販売従事登録証の様式 登録」という。）を行う場合の手続、販売従事登録証の様式
及び交付については次のとおりとする。 及び交付については次のとおりとする。
ア 登録販売者名簿の設置と記載事項 ア 登録販売者名簿の設置と記載事項

登録販売者名簿を都道府県に備え付けることについて規 登録販売者名簿を都道府県に備え付けることについて規
定し、当該名簿への記載事項を以下のとおり定めることと 定し、当該名簿への記載事項を以下のとおり定めることと
する。 する。
なお、登録番号については、都道府県番号（２桁）－西 なお、登録番号については、都道府県番号（２桁）－西

暦年（２桁）－登録順（５桁）のとおり付番し、初めに動 暦年（２桁）－登録順（５桁）のとおり付番し、初めに動
物用と付すこと（例えば、北海道で2015年に登録申請し、 物用と付すこと（例えば、北海道で2008年に登録申請し、
登録順１番である場合、「動物用01－15－00001」と付番す 登録順１番である場合、「動物用01－08－00001」と付番す
ること）。また、その他都道府県知事が必要と認める事項 ること）。また、その他都道府県知事が必要と認める事項
として、過去に薬事関係の処分を受けた者についてはその として、過去に薬事関係の処分を受けた者についてはその
理由、処分期間等を記載するようお願いする。 理由、処分期間等を記載するようお願いする。

（ア） （略） （ア）登録番号及び登録年月日
（イ）本籍地都道府県名（日本国籍を有していない者につい （イ）本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
ては、その国籍）、氏名、生年月日及び性別

（ウ）動物用医薬品登録販売者試験に合格した年月及び試験 （ウ）動物用医薬品登録販売者試験等に合格した年月及び試
施行地都道府県 験施行地都道府県

（エ） （略） （エ）その他都道府県知事が必要と認める事項
イ 販売従事登録に添付すべき書類について イ 販売従事登録に添付すべき書類について

販売従事登録に当たっての添付書類等は以下のとおりで 販売従事登録に当たっての添付書類等は以下のとおりで
あり、原則として原本のみ認めることとする。また、動物 あり、原則として原本のみ認めることとする。また、動物
用医薬品登録販売者試験に合格したことを証明する書類は 用医薬品登録販売者試験等に合格したことを証明する書類
合格通知書（写しを含む。）又は合格証明書の提出を求め は合格通知書の提出を求めることとするが、施行規則第159
ることとする。 条の３第１項に規定する登録販売者試験に合格した者の場
なお、既に施行規則第159条の８第２項に規定する販売従 合は合格通知書の写し又は合格証明書とする。

事登録証の交付を受けている者が登録を行う場合、販売従 なお、既に施行規則第159条の８第２項に規定する販売従
事登録証の写しをもって、また、いったん登録を消除した 事登録証の交付を受けている者が登録を行う場合、販売従
者が再度登録を行う場合、消除により失効済みの処理を行 事登録証の写しをもって、また、いったん登録を消除した
った販売従事登録証をもって、合格したことを証明する書 者が再度登録を行う場合、消除により失効済みの処理を行
類として差し支えない。また、規則第115条の８第２項第３ った販売従事登録証をもって、合格したことを証明する書
号に規定する書類については、法第５条第３号イからニま 類として差し支えない。また、規則第115条の８第２項第３
で、ホ（成年被後見人に限る。）及びヘに関する事項につ 号に規定する書類については、法第５条第３号イからニま
いては、当該事項に該当することの有無についての誓約書 で、ホ（成年被後見人に限る。）及びヘに関する事項につ
とし、同号ホ（麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者に いては、当該事項に該当することの有無についての誓約書
限る。）に関する事項については、医師の診断書とする。 とし、同号ホ（麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者に

限る。）に関する事項については、医師の診断書とする。
（ア）動物用医薬品登録販売者試験に合格したことを証明す （ア）動物用医薬品登録販売者試験等に合格したことを証明

る書類 する書類
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（イ）～（エ） （略） （イ）～（エ） （略）
ウ・エ （略） ウ・エ （略）

（３）販売従事登録の変更又は消除及び登録証の書換え交付、再 （８）販売従事登録の変更又は消除及び登録証の書換え交付、再
交付又は返納 交付又は返納
販売従事登録の変更、消除、登録証の書換え交付、再交付 販売従事登録の変更、消除、登録証の書換え交付、再交付

、返納の手続等について以下のとおりとする。 、返納の手続等について以下のとおりとする。
ア 販売従事登録の変更、販売従事登録証の書換え交付 ア 販売従事登録の変更、販売従事登録証の書換え交付

（２）ア（イ）の事項に変更があった場合、変更があっ （７）ア（イ）の事項に変更があった場合、変更があっ
た日から30日以内に、当該変更があった登録販売者により た日から30日以内に、当該変更があった登録販売者により
販売従事登録の変更を届出させることとする。併せて、販 販売従事登録の変更を届出させることとする。併せて、販
売従事登録証の記載事項の変更を伴う場合には、販売従事 売従事登録証の記載事項の変更を伴う場合には、販売従事
登録証を添えて、販売従事登録証の書換え交付を申請させ 登録証を添えて、販売従事登録証の書換え交付を申請させ
ることが望ましい。 ることが望ましい。

イ 販売従事登録の消除、販売従事登録証の返納 イ 販売従事登録の消除、販売従事登録証の返納
登録販売者が指定医薬品以外の医薬品の販売等に従事し 登録販売者が指定医薬品以外の医薬品の販売等に従事し

ようとしなくなった場合又は死亡し、若しくは、失踪の宣 ようとしなくなった場合又は死亡し、若しくは、失踪の宣
告を受けた場合、30日以内に登録販売者又はその死亡等の 告を受けた場合、30日以内に登録販売者又はその死亡等の
届出義務者に販売従事登録の消除を申請させ、併せて販売 届出義務者に販売従事登録の消除を申請させ、併せて販売
従事登録証を返納させることとする。登録販売者が指定医 従事登録証を返納させることとする。登録販売者が指定医
薬品以外の医薬品の販売等に従事しようとしなくなったた 薬品以外の医薬品の販売等に従事しようとしなくなったた
め消除の申請がなされた場合には、動物用医薬品登録販売 め消除の申請がなされた場合には、動物用医薬品登録販売
者試験の合格通知書を消除対象者に返却することとする。 者試験の合格通知書を消除対象者に返却することとする。
この場合、合格通知書の代わりに、返納された販売従事登 この場合、合格通知書の代わりに、返納された販売従事登
録証に失効済みの処理を行った上で返却してもよい。また 録証に失効済みの処理を行った上で返却してもよい。また
、消除申請があった場合のほか、死亡したこと若しくは失 、消除申請があった場合のほか、死亡したこと若しくは失
踪の宣告を受けたことが確認された場合又は欠格事項に該 踪の宣告を受けたことが確認された場合又は欠格事項に該
当する場合若しくは不正により登録を受けたことが判明し 当する場合若しくは不正により登録を受けたことが判明し
た場合には、都道府県知事が販売従事登録を消除すること た場合には、都道府県知事が販売従事登録を消除すること
とする。この場合、登録の消除から５日以内に販売従事登 とする。この場合、登録の消除から５日以内に販売従事登
録証を返納させることとする。 録証を返納させることとする。

なお、消除対象者が他の都道府県において試験に合格し
た者である場合には、当該都道府県に消除の事実及び消除
理由を連絡することとする。

ウ （略） ウ （略）
（４）動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令（平成27年 （新設）

農林水産省令第68号）による改正前の規則第115条の３に規定
する動物用医薬品登録販売者試験に係る合格者名簿の設置等
の手続については、従前のとおり、以下の対応をお願いする
。
ア 合格者名簿の設置と保管

試験合格者の名簿を都道府県に備え付けた上で、永年保
管することとする。登録がなされた場合又は登録が消除さ
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れた場合は、その旨を合格者名簿に追記することとする。
なお、試験合格者の死亡等の事実が判明した場合は名簿か
ら削除しても差し支えない。

イ 合格通知書の再発行等
合格通知書を紛失等した場合の合格通知書の再発行又は

合格通知書の発行の手続については、都道府県において規
定することとする。なお、その際、不正に複数の合格通知
書等を入手しないよう、試験合格者名簿で登録の有無を確
認の上、再発行等を行うこと。

ウ 試験合格者名簿との照合
販売従事登録に当たっては、試験合格者名簿と照合の上

で合格の事実を確認すること。また、他の都道府県で試験
に合格した者については、当該都道府県に確認すること。

エ 販売従事登録の消除
消除対象者が、他の都道府県において試験に合格した者

である場合には、当該都道府県に消除の事実及び理由を連
絡すること。

（５）登録販売者の資質の向上に関する留意点 （新設）
登録販売者は、法上、指定医薬品以外の医薬品の販売、情

報提供等を担う立場にあることから、店舗販売業者、配置販
売業者及び卸売販売業者は、登録販売者に対し一定の水準以
上の研修を実施し、その質の向上を図る必要がある。このた
め、規則第101条第１項第４号、第107条第１項第２号及び第1
10条の５第１項により研修の実施が義務付けられている。
この研修については、専門性、客観性、公正性等の確保の

観点から、店舗販売業者等が自ら登録販売者に対し研修を適
切に行うことに加え、外部機関が行う研修を受講させる必要
があることに留意されたい。
また、都道府県においても、引き続き、薬事監視等の際に

は、適切な研修が行われているか否かを確認し、必要に応じ
て指導をお願いする。

第３～第９ （略） 第３～第９ （略）

別表第1 別表第1
特例店舗販売業の取扱品目 特例店舗販売業の取扱品目

〔内用剤〕 〔内用剤〕

薬効用途別分類 有効成分 効能効果 薬効用途別分類 有効成分 効能効果

健胃消化剤 アクリノール、アセンヤク、ア （略） 健胃消化剤 アクリノール、アセンヤク、ア 胃腸炎、過食
ニス実、アミノ安息香酸エチル ニス実、アミノ安息香酸エチル 、食滞、食欲



- 11 -

整腸剤 、アミラーゼ、アロエ、ウイキ 整腸剤 、アミラーゼ、アロエ、ウイキ 不振、消化不
ョウ、塩化ナトリウム、エンメ ョウ、塩化ナトリウム、エンメ 良、消化器衰
イソウ、オウゴン、オウバク、 イソウ、オウゴン、オウバク、 弱、消化器潰
オウレン、ガジュツ、カッコン オウレン、ガジュツ、カッコン 瘍、飼料中毒
、カルボキシメチルセルロース 、カルボキシメチルセルロース 、下痢、腸内
、カンフル、グアヤコール、ク 、カンフル、グアヤコール、ク 異常発酵、疝
エン酸、クレオソート、ケイ酸 エン酸、クレオソート、ケイ酸 痛等
アルミニウム(カオリン)、ケイ アルミニウム(カオリン)、ケイ
ヒ、ケンゴシ、ゲンチアナ、ゲ ヒ、ケンゴシ、ゲンチアナ、ゲ
ンノショウコ、ゴバイシ、コロ ンノショウコ、ゴバイシ、コロ
ンボ、コンズランゴ、サフラン ンボ、コンズランゴ、サフラン
、酸化マグネシウム、サンザシ 、酸化マグネシウム、サンザシ
、サンショウ、ジアスターゼ、 、サンショウ、ジアスターゼ、
次硝酸ビスマス、ジフェンヒド 次硝酸ビスマス、ジフェンヒド
ラミン、シャクヤク、ショウキ ラミン、シャクヤク、ショウキ
ョウ、ショウズク、人工カルル ョウ、ショウズク、人工カルル
ス塩、水酸化アルミニウム、セ ス塩、水酸化アルミニウム、セ
ルラーゼ、センキュウ、センブ ルラーゼ、センキュウ、センブ
リ、タイソウ、ダイオウ、炭酸 リ、タイソウ、ダイオウ、炭酸
水素ナトリウム、炭酸マグネシ 水素ナトリウム、炭酸マグネシ
ウム、胆汁酸、タンニン酸、タ ウム、胆汁酸、タンニン酸、タ
ンニン酸アルブミン、チョウジ ンニン酸アルブミン、チョウジ
、沈降炭酸カルシウム、テトラ 、沈降炭酸カルシウム、テトラ
ガストリン、テトラーゼ、トウ ガストリン、テトラーゼ、トウ
ガラシ、トウヒ、動物胆、納豆 ガラシ、トウヒ、動物胆、納豆
菌、ニガキ、ニクズク、乳酸菌 菌、ニガキ、ニクズク、乳酸菌
、ニンジン、ハッカ、パンクレ 、ニンジン、ハッカ、パンクレ
アチン、ハンゲ、ビオタミラー アチン、ハンゲ、プロテオリク
ゼ、ビオヂアスターゼ、ヒドロ イフアーゼ、ペプシン、ベルベ
キシナフトエ酸アルミニウム、 リン、ホミカ、ボレイ、ミヤエ
プロテオリクイフアーゼ、ペプ ント、ミヤラクト、宮入菌、モ
シン、ベルベリン、ホミカ、ボ ッコウ、薬用炭、酪酸菌、リパ
レイ、ミヤエント、ミヤラクト ーゼ、リュウキョウ、硫酸銅、
、宮入菌、モッコウ、薬用炭、 硫酸ナトリウム、リン酸二水素
酪酸菌、リパーゼ、リュウキョ カルシウム、リン酸二水素ナト
ウ、硫酸銅、硫酸ナトリウム、 リウム、ロートコン又はそれら
リン酸二水素カルシウム、リン に類似する薬理作用を有する成
酸二水素ナトリウム、ロートコ 分(毒薬、劇薬及び医薬部外品に
ン又はそれらに類似する薬理作 該当しない製剤に限る。)
用を有する成分(毒薬、劇薬及び
医薬部外品に該当しない製剤に
限る。)
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消泡剤 （略） （略） 消泡剤 （略） （略）

下剤 （略） （略） 下剤 （略） （略）

抗原虫剤 （略） （略） 抗原虫剤 （略） （略）

駆虫剤 （略） （略） 駆虫剤 （略） （略）

解熱・鎮痛・消炎 （略） （略） 解熱・鎮痛・消炎 （略） （略）
剤 剤
鎮咳・去たん剤 鎮咳・去たん剤

保健強壮剤、栄養 アスコルビン酸(ビタミンC)、ア （略） 保健強壮剤、栄養 アスコルビン酸(ビタミンC)、ア 虚弱、貧血、
剤 スパラギン酸カリウム、アミノ 剤 スパラギン酸カリウム、アミノ 卵殻異常、ア

酸、イノシトール、ウコン、エ 酸、イノシトール、ウコン、エ シドーシス、
ルゴカルシフェロール(ビタミン ルゴカルシフェロール(ビタミン 発育不良、骨
D2)、塩化カリウム、塩化ナトリ D2)、果糖、肝臓末、肝油、グリ 軟症、くる病
ウム、果糖、肝臓末、乾燥硫酸 セロリン酸カルシウム、グルク 、発育促進、
マグネシウム、肝油、グリシン ロン酸、グルコン酸、グルコン ビタミン欠乏
、グリセロリン酸カルシウム、 酸カルシウム、グルタチオン、 症、ミネラル
グルクロン酸、グルコン酸、グ クロストリジウム菌、血液粉末 欠乏症、補血
ルコン酸カルシウム、グルタチ 、酵母、コリン、コレカルシフ 強壮、授乳期
オン、クロストリジウム菌、血 ェロール(ビタミンD3)、シアノ 妊娠期の栄養
液粉末、酵母、コリン、コレカ コバラミン(ビタミンB12)、硝酸 補給、食欲不
ルシフェロール(ビタミンD3)、 チアミン、セレン、炭酸カルシ 振、産卵率艀
シアノコバラミン(ビタミンB12) ウム、胆汁酸、チアミン(ビタミ 化率の低下防
、硝酸チアミン、セレン、炭酸 ンB、)、沈降炭酸カルシウム、 止、育雛率の
カルシウム、胆汁酸、チアミン( デキストラン鉄、糖密、トコフ 向上、羽毛障
ビタミンB、)、沈降炭酸カルシ ェロール(ビタミンE)、ニコチン 害の防止、繁
ウム、デキストラン鉄、糖密、 酸、ニコチン酸アミド、乳酸カ 殖泌乳障害、
トコフェロール(ビタミンE)、ニ ルシウム、乳酸菌、ニョウ素水 中毒、産前産
コチン酸、ニコチン酸アミド、 素酸、ニンジン、ニンニク、ハ 後起立不能、
乳酸カルシウム、乳酸菌、ニョ チミツ、パントテン酸、ビオチ 運動障害、肝
ウ素水素酸、ニンジン、ニンニ ン、ビタミンA、ビタミンK4、ビ 障害、下痢時
ク、ハチミツ、パントテン酸、 リドキシン (ビタミンB6)、ピ の脱水症状、
ビオチン、ビタミンA、ビタミン ロリン酸第二鉄、ブドウ糖、プ 消化器疾患、
K4、ビリドキシン (ビタミンB6 ロピオン酸カルシウム、プロピ 消化器衰弱、
)、ピロリン酸第二鉄、ブドウ糖 レングリコール、ボレイ、ミネ ケトージス、
、プロピオン酸カルシウム、プ ラル類、メナジオン(ビタミンK3 受胎率受精率
ロピレングリコール、ボレイ、 )、葉酸、ヨウ素塩ヨードカゼイ の改善等
ミネラル類、無水クエン酸ナト ン、酪酸菌、リボフラビン(ビタ
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リウム、メナジオン(ビタミンK3 ミンB2)、リン酸水素カルシウム
)、葉酸、ヨウ素塩ヨードカゼイ 、リン酸二水素カルシウム又は
ン、酪酸菌、リボフラビン(ビタ それらに類似する薬理作を有す
ミンB2)、リン酸水素カルシウム る成分(毒薬、劇薬及び医薬部外
、リン酸二水素カルシウム又は 品に該当しない製剤に用る。)
それらに類似する薬理作を有す
る成分(毒薬、劇薬及び医薬部外
品に該当しない製剤に用る。)

利尿剤 （略） （略） 利尿剤 （略） （略）

〔外用剤〕 〔外用剤〕

薬効用途別分類 有効成分 効能効果 薬効用途別分類 有効成分 効能効果

鎮痛、鎮痒、収斂 アミノ安息香酸エチル、安息香 （略） 鎮痛、鎮痒、収敏 アミノ安息香酸エチル、安息香 消炎、鎮痛、
、消炎剤(火傷、 酸、アンモニア、イオウ、イク 、消炎剤(火傷、 酸、アンモニア、イオウ、イク 鎮痒、打僕、
外傷、凍傷治療剤 タモール、イソプロピルメチル 外傷、凍傷治療剤 タモール、ウンデシレン酸、エ 関節炎、筋炎
を含む。) フェノール、ウンデシレン酸、 を含む。) フェドリン、オウバク、カルシ 、神経炎、腱

エフェドリン、オウバク、カル フェロール、カンフル、肝油、 炎、腱鞘炎、
シフェロール、カンフル、肝油 グアヤコール、酢酸アルミニウ 靱帯炎、捻挫
、グアヤコール、酢酸アルミニ ム、酢酸鉛、サリチル酸、サリ 、気管支カタ
ウム、酢酸鉛、酢酸ヒドロコル チル酸メチル、酸化亜鉛(亜鉛華 ル、肺炎、乳
チゾン、サリチル酸、サリチル )、次硝酸ビスマス、ジフェンヒ 房炎、皮膚炎
酸メチル、酸化亜鉛(亜鉛華)、 ドラミン、ジブカイン、センキ 、火傷、外傷
次硝酸ビスマス、ジフェンヒド ュウ、ダイオウ、テレピン油、 、凍傷、滞熱
ラミン、ジブカイン、センキュ トウガラシ、ハッカ、ビタミンA 部の冷却等
ウ、ダイオウ、テレピン油、ト 、フェノール、木タール、ユー
ウガラシ、ハッカ、ビタミンA、 カリ油、ヨウ素、ロートコン又
フェノール、木タール、ユーカ はそれらに類似する薬理作用を
リ油、ヨウ素、リドカイン、ロ 有する成分(毒薬、劇薬及び医薬
ートコン又はそれらに類似する 部外品に該当しない製剤に限る
薬理作用を有する成分(毒薬、劇 。)
薬及び医薬部外品に該当しない
製剤に限る。)

皮膚消毒剤、乳頭 （略） （略） 皮膚消毒剤、乳頭 （略） （略）
消毒剤、化膿性疾 消毒剤、化膿性疾
患治療剤、湿疹皮 患治療剤、湿疹皮
膚炎治療剤、皮膚 膚炎治療剤、皮膚
保護剤、皮膚洗浄 保護剤、皮膚洗浄
剤 剤
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寄生性皮膚疾患治 （略） （略） 寄生性皮膚疾患治 （略） （略）
療剤(溶剤を含む 療剤(溶剤を含む
。) 。)

止血剤 （略） （略） 止血剤 （略） （略）

点眼剤 （略） （略） 点眼剤 （略） （略）

〔観賞魚用薬浴剤〕 （略） 〔観賞魚用薬浴剤〕 （略）
〔蚕用剤〕 （略） 〔蚕用剤〕 （略）
〔殺虫剤及び防虫剤〕 〔殺虫剤及び防虫剤〕

薬効用途別分類 有効成分 効能効果 薬効用途別分類 有効成分 効能効果

殺虫剤 アレスリン(ビナミン)、イミダ （略） 殺虫剤 アレスリン(ビナミン)、エトフ ダニ、ノミ、
クロプリド、エトフェンプロッ ェンプロックス、カーバメイト シラミ、ハエ

防虫剤 クス、カーバメイト、カルバリ 防虫剤 、カルバリル、ジクロルボス、 成虫、ハ工幼
ル、ジクロルボス、ジノテフラ ジョチュウギク、シロマジン、 虫(ウジ)、カ
ン、シフルトリン、ジョチュウ スミスリン(フェノトリン)、テ 成虫、力幼虫
ギク、シロマジン、スミスリン( トラクロルビンホス、テフルベ (ボウフラ)、
フェノトリン)、チアメトキサム ンズロン、トリクロルホン(メト サシバエ、ワ
、テトラクロルビンホス、テフ リホナート)、トリフルムロン、 クモ、トリサ
ルベンズロン、トリクロルホン( ピベロニルブトキサイド、ピレ シダニ、ハジ
メトリホナート)、トリフルムロ トリン、フェニトロチオン、フ ラミ、アブ、
ン、ピベロニルブトキサイド、 タルスリン、プロチオホス、プ ハムシブユ、
ピリプロキシフェン、ピレトリ ロポクスール、プロモプロピラ その他の吸血
ン、フェニトロチオン、フタル ート、ペルメトリン、レスメト 昆虫、蜜蜂寄
スリン、プロチオホス、プロポ リン又はそれらに類似する薬理 生ダニ(ミツ
クスール、プロモプロピラート 作用を有する成分(毒薬、劇薬及 バチへギイタ
、ペルメトリン、レスメトリン び医薬部外品に該当しない製剤 ダニ)等の駆
又はそれらに類似する薬理作用 に限る。) 除
を有する成分(毒薬、劇薬及び医
薬部外品に該当しない製剤に限
る。)

水産用殺虫剤、水 （略） （略） 水産用殺虫剤、水 （略） （略）
産用防虫剤 産用防虫剤

〔畜舎消毒剤〕 〔畜舎消毒剤〕

薬効用途別分類 有効成分 効能効果 薬効用途別分類 有効成分 効能効果
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畜舎消毒剤 アルキルジアミノエチルグリシ （略） 畜舎消毒剤 アルキルジアミノエチルグリシ 畜・鶏舎及び
ン、アルキルトルエン、塩化ジ ン、アルキルトルエン、塩化ジ その設備の殺
デシルジメチルアンモニウム、 デシルジメチルアンモニウム、 菌・消毒踏込
塩化トリメチルアンモニウムメ 塩化トリメチルアンモニウムメ 槽の消毒、畜
チレン、塩化ベンザルコニウム チレン、塩化ベンザルコニウム 産用器具の消
、塩化ナトリウム、オルソジク 、オルソジクロロベンゼン、ク 毒、家畜診療
ロロベンゼン、クレゾール、ジ レゾール、ジフルベンズロン、 ・繁殖用器械
クロルイソシアヌル酸ナトリウ 二塩素イソシアヌール酸、ポリ の消毒、鶏コ
ム、ジフルベンズロン、二塩素 アルキルポリアミノエチルグリ クシジウムオ
イソシアヌール酸、ペルオキソ シン、ポリオキシエチレンアル ーシストの消
一硫酸水素カリウム（塩化ナト キルフェノールエーテル、ポリ 毒等
リウム）、ポリアルキルポリア オクチルポリアミノエチルグリ
ミノエチルグリシン、ポリオキ シン、ポリヘキサメチレンビグ
シエチレンアルキルフェノール アナイド、ヨウ素又はそれらに
エーテル、ポリオクチルポリア 類似する薬理作用を有する成分(
ミノエチルグリシン、ポリヘキ 毒薬、劇薬及び医薬部外品に
サメチレンビグアナイド、ヨウ 該当しない製剤に限る。)
素又はそれらに類似する薬理作
用を有する成分(毒薬、劇薬及び
医薬部外品に
該当しない製剤に限る。)

〔簡易診断薬〕 （略） 〔簡易診断薬〕 （略）
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（別紙２）

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務の取扱いについて」（平成12年３月31日付け12畜Ａ第729号）の一部
改正新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 現 行

（前文：略） （前文：略）
記 記

第１ 医薬品等の製造販売業の許可に関する事項 第１ 医薬品等の製造販売業の許可に関する事項
１ （略） １ （略）
２ 許可申請書に添付する書類について ２ 許可申請書に添付する書類について

医薬品等の製造販売業の許可申請書に添付する書類は、次に 医薬品等の製造販売業の許可申請書に添付する書類は、次に
よることとすること。 よることとすること。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）
（３）規則第４条第１項第２号の「法第12条の２第３号に該当す （３）規則第４条第１項第２号の「法第12条の２第３号に該当す

ることの有無を明らかにする書類」、第91条の２第１項第２ ることの有無を明らかにする書類」、第91条の２第１項第２
号の「法第23条の２の２第３号に該当することの有無を明ら 号の「法第23条の２の２第３号に該当することの有無を明ら
かにする書類」又は第91条の80第１項第２号の「法第23条の かにする書類」又は第91条の80第１項第２号の「法第23条の
21第３号に該当することの有無を明らかにする書類」とは、 21第３号に該当することの有無を明らかにする書類」とは、
法第５条第３号イからニまで、ホ（成年被後見人に限る。） 法第５条第３号イからニまで、ホ（成年被後見人に限る。）
及びヘに関する事項については、当該事項に該当することの 及びヘに関する事項については、当該事項に該当することの
有無についての誓約書とし、その書式は、別記様式第１号の 有無についての誓約書とし、その書式は、別記様式第１号の
例によること。また、同号ホ（麻薬、大麻、あへん又は覚醒 例によること。また、同号ホ（麻薬、大麻、あへん又は覚醒
剤の中毒者に限る。）に関する事項については、医師の診断 剤の中毒者に限る。）に関する事項については、医師の診断
書とすること。なお、申請者が法人である場合は、医師の診 書とすること。
断書に代えて、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者でな
いことを疎明する書類を提出することとして差し支えない。

（４）（３）の誓約書については、申請者が法人である場合の業 （４）（３）の誓約書については、申請者が法人である場合の業
務を行う役員の誓約書は、別記様式第１号の住所、氏名欄に 務を行う役員の誓約書は、別記様式第１号の住所、氏名欄に
当該法人の住所及び名称を、また、代表者がある場合にあっ 当該法人の住所及び名称を、また、代表者がある場合にあっ
ては代表者の氏名を記載するとともに、別記様式第１号の記 ては代表者の氏名を記載するとともに、別記様式第１号の記
の１に業務を行う役員を連名で記載して差し支えないことと の１に業務を行う役員を連名で記載して差し支えないことと
すること。この場合、全員に誓約条項の該当事実がなければ すること。この場合、全員に誓約条項の該当事実がなければ
「全員該当しない」と記載し、それ以外のときは同様式の備 「全員該当しない」と記載し、それ以外のときは同様式の備
考により該当者について記載し、「他の者は該当しない」と 考により該当者について記載し、「他の者は該当しない」と
記載すること。 記載すること。なお、当該法人における業務上薬事に関する

通常の業務に係る意思決定等に直接関与していないとみなさ
れる者については、医師の診断書に代えて、「麻薬、大麻、
あへん又は覚せい剤の中毒者」でないことを疎明する書類を
提出することとして差し支えないこと。
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（５） （略） （５） （略）
３～７ （略） ３～７ （略）

第２ 医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品の製造業の許可、医 第２ 医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品の製造業の許可、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、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、医
療機器及び体外診断用医薬品の製造業及び医療機器等外国製造業 療機器及び体外診断用医薬品の製造業及び医療機器等外国製造業
者の登録並びに医療機器の修理業の許可に関する事項 者の登録並びに医療機器の修理業の許可に関する事項
１ （略） １ （略）
２ 許可申請書、認定申請書及び登録申請書に添付する書類につ ２ 許可申請書、認定申請書及び登録申請書に添付する書類につ
いて いて
医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品の製造業若しくは医 医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品の製造業若しくは医

療機器の修理業の許可申請書、医薬品、医薬部外品及び再生医 療機器の修理業の許可申請書、医薬品、医薬部外品及び再生医
療等製品の医薬品等外国製造業者及び再生医療等製品外国製造 療等製品の医薬品等外国製造業者及び再生医療等製品外国製造
業者の認定申請書又は医療機器及び体外診断用医薬品の製造業 業者の認定申請書又は医療機器及び体外診断用医薬品の製造業
若しくは医療機器等外国製造業者の登録申請書に添付する資料 若しくは医療機器等外国製造業者の登録申請書に添付する資料
は次によることとすること。 は次によることとすること。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）
（３）規則第11条第１項第２号の「法第13条第４項第２号に該当 （３）規則第11条第１項第２号の「法第13条第４項第２号に該当

することの有無を明らかにする書類」、規則第20条第１項第 することの有無を明らかにする書類」、規則第20条第１項第
１号の「法第13条の３第３項において準用する法第13条第４ １号の「法第13条の３第３項において準用する法第13条第４
項第２号に該当することの有無を明らかにする書類」、規則 項第２号に該当することの有無を明らかにする書類」、規則
第91条の10第１項第２号の「法第23条の２の３第４項に該当 第91条の10第１項第２号の「法第23条の２の３第４項に該当
することの有無を明らかにする書類」、規則第91条の17第１ することの有無を明らかにする書類」、規則第91条の17第１
項第１号の「法第23条の２の４第２項において準用する法第 項第１号の「法第23条の２の４第２項において準用する法第
23条の２の３第４項に該当することの有無を明らかにする書 23条の２の３第４項に該当することの有無を明らかにする書
類」、規則第91条の87第１項第２号の「法第23条の22第４項 類」、規則第91条の87第１項第２号の「法第23条の22第４項
第２号に該当することの有無を明らかにする書類」、規則第 第２号に該当することの有無を明らかにする書類」、規則第
91条の96第１項第１号の「法第23条の24第３項において準用 91条の96第１項第１号の「法第23条の24第３項において準用
する法第23条の22第４項第２号に該当することの有無を明ら する法第23条の22第４項第２号に該当することの有無を明ら
かにする書類」又は第135条第１項第２号の「法第40条の２ かにする書類」又は第135条第１項第２号の「法第40条の２
第４項第２号に該当することの有無を明らかにする書類」と 第４項第２号に該当することの有無を明らかにする書類」と
は、法第５条第３号イからニまで、ホ（成年被後見人に限る は、法第５条第３号イからニまで、ホ（成年被後見人に限る
。）及びヘに関する事項については、当該事項に該当するこ 。）及びヘに関する事項については、当該事項に該当するこ
との有無についての誓約書とし、その書式は、別記様式第１ との有無についての誓約書とし、その書式は、別記様式第１
号の例によること。また、同号ホ（麻薬、大麻、あへん又は 号の例によること。また、同号ホ（麻薬、大麻、あへん若し
覚醒剤の中毒者に限る。）に関する事項については、医師の くは覚せい剤の中毒者に限る。）に関する事項については、
診断書とすること。なお、申請者が法人である場合は、医師 医師の診断書とすること。
の診断書に代えて、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
でないことを疎明する書類を提出することとして差し支えな
い。

（４）（３）の誓約書については、申請者が法人である場合の業 （４）（３）の誓約書については、申請者が法人である場合の業
務を行う役員の誓約書は、別記様式第１号の住所、氏名欄に 務を行う役員の誓約書は、別記様式第１号の住所、氏名欄に
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当該法人の住所、名称を、また、代表者がある場合にあって 当該法人の住所、名称を、また、代表者がある場合にあって
は代表者の氏名を記載するとともに、別記様式第１号の記の は代表者の氏名を記載するとともに、別記様式第１号の記の
１に業務を行う役員を連名で記載して差し支えないこととす １に業務を行う役員を連名で記載して差し支えないこととす
ること。この場合、全員に誓約条項の該当事実がなければ「 ること。この場合、全員に誓約条項の該当事実がなければ「
全員該当しない」と記載し、それ以外のときは同様式の備考 全員該当しない」と記載し、それ以外のときは同様式の備考
により該当者について記載し、「他の者は該当しない」と記 により該当者について記載し、「他の者は該当しない」と記
載すること。 載すること。なお、当該法人における業務上薬事に関する通

常の業務に係る意思決定等に直接関与していないとみなされ
るものについては、医師の診断書に代えて、「麻薬、大麻、
あへん又は覚せい剤の中毒者」でないことを疎明する書面を
提出することとして差し支えないこと。

（５）・（６） （略） （５）・（６） （略）
３～７ （略） ３～７ （略）

第３ 医薬品等の承認、医薬品及び再生医療等製品の再審査及び再 第３ 医薬品等の承認、医薬品及び再生医療等製品の再審査及び再
評価並びに医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績評価に関す 評価並びに医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績評価に関す
る事項 る事項
１ （略） １ （略）
２ 承認申請書の添付資料等 ２ 承認申請書の添付資料等
（１）添付資料の内容及び資料の添付を省略することができる範 （１）添付資料の内容及び資料の添付を省略することができる範

囲は、別紙３「動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医 囲は、別紙３「動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医
療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造販売承認申請の添 療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造販売承認申請の添
付資料等について」、別紙４「動物用体外診断用医薬品の製 付資料等について」、別紙４「動物用体外診断用医薬品の製
造販売承認申請添付資料等について」及び別紙５「生薬製剤 造販売承認申請添付資料等について」及び別紙５「生薬製剤
の製造販売承認申請に際し必要とされる添付資料について」 の製造販売承認申請に際し必要とされる添付資料について」
によるものとすること。ただし、全てのフルオロキノロン系 によるものとすること。ただし、全てのフルオロキノロン系
等製剤については、（２）のオの（ア）の資料を添付するも 等製剤については、（２）のエの（ア）の資料を添付するも
のとすること。 のとすること。

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略）
３～16 （略） ３～16 （略）

第４～第15 （略） 第４～第15 （略）


