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※月 2回発行                   2020年 4月 30日号（No.326） 

 

Ⅰ. 全人代レベル 

Ⅱ. 国務院レベル 

Ⅲ. 中央行政部門レベル 

1. 「薬品登録管理規則」」 

        2. 「薬品製造監督管理規則」 

Ⅳ. 司法解釈 

1. 「新型コロナウイルスによる肺炎・感染症の蔓延に係る民事事 

件の法に基づく適切な審理における若干問題に関する指導意見（一）」 

Ⅴ. 地方レベル 

Ⅵ. その他（意見募集稿等） 

 

 
 

Ⅰ.  全人代レベル 

該当なし 

 

Ⅱ.  国務院レベル 

該当なし 

 

Ⅲ.  中央行政部門レベル 

 

1. 「薬品登録管理規則」 

（原文「药品注册管理办法」） 

国家市場監督管理総局令第 27号、2020年１月 22日公布、2020年 7月 1日施行 

 

2. 「薬品製造監督管理規則」 

（原文「药品生产监督管理办法」） 

国家市場監督管理総局令第 28号、2020年 1月 22日公布、2020年 7月 1日施行 

 

中国国家市場監督管理総局は、2020年 1月 22日、標記の規則を改正し、「薬品

登録管理規則」（以下「2020 年改正登録規則」という。）及び「薬品製造監督管理

規則」（以下「2020 年改正製造規則」という。）を公布した。今回の改正は、2019

年の薬品管理法改正1に対応して、それぞれその内容を改正するものである。今回

の改正は、2020 年 7月 1日から施行される予定である。 

2020 年改正登録規則及び 2020 年改正製造規則の主な改正内容は以下のとおり

である。 

 
1 本ニュースレターNo.311（2019年 9月 20日発行）をご参照ください。 

森・濱田松本法律事務所 
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（1）薬品上市許可保有者制度の新設に関する改正 

2019 年薬品管理法改正により薬品上市許可保有者制度が全国的に実施されるこ

ととなった2。薬品上市許可保有者とは、薬品登録証書を取得した企業又は薬品研究

開発機構等をいう（薬品管理法 30 条）。薬品上市許可保有者は、薬品品質保証シス

テムや薬品上市リリース規程を確立しなければならず（薬品管理法 31 条、33 条）、

薬品の研究開発、製造、経営、使用の全過程における薬品の安全性、有効性及び品

質管理につき責任を負う（「薬品管理法」6条）とされている。 

 この薬品上市許可保有者制度の新設を受けて、2020 年改正登録規則では、薬品上

市許可保有者となるタイミングについて、薬品登録申請者が薬品登録証書を取得す

ると薬品上市許可保有者になるとされた（2020 年改正登録規則 3条）。また、2020

年改正製造規則では、薬品上市許可保有者は、薬品品質保証システムや薬品の上市

リリースについて責任を負うとされた（2020年改正製造規則 3条）。 

 

（2）薬品加速上市登録手続 

 2020年改正登録規則は、速やかな新薬の上市リリースや臨床上の緊急の需要に対

応することを目的として、臨床上緊急に必要な薬品について、薬品加速上市登録手

続を新設した（2020年改正登録規則 59条～75条）。 

 具体的には、①生命に深刻な影響を与える疾患に使用する薬品について、既存薬

より優れた効用を有することの試験段階でのブレークスルー治療薬品手続、②条件

付きでの認可を行う条件付認可手続、③臨床結果が著しい場合に優先して審査認可

手続きを行う優先手続、及び④公衆衛生上の緊急の事態が発生した場合に予防及び

治療のために必要な薬品について特別な承認を行うための特別審査認可手続の 4 つ

の手続きが新たに規定された。 

 

（3）薬品の全ライフサイクルにおける責任の明確化 

 2020 年改正登録規則及び 2020 年改正製造規則は薬品の全ライフサイクルにおい

て関係者が負うべき責任を明確にした。 

 まず、2020年改正登録規則は、薬品研究開発者は研究開発の全過程において情報

の真実性、的確性、完全性及びトレーサビリティを保証しなければならない（2020

年改正登録規則 8 条）とした。また、虚偽の証明、データ、資料の提供による登録

許可の取得につき、薬品管理法 123条により処罰するとした（2020年改正登録規則

111条）。 

 2020年改正製造規則は、薬品製造に従事する者について、製造の全過程において

情報の真実性、的確性、完全性及びトレーサビリティを保証しなければならない

（2020年改正製造規則 3条）とした。また、薬品上市許可保有者及び薬品製造企業

 
2 国務院は、2016 年、「薬品上市許可保有者制度試験運用方案」（国弁発[2016]41 号）を公布し、北

京、上海、江蘇等 10 省（直轄市）において薬品上市許可保有者制度の試験運用を開始していたが、当

該試験運用の結果を踏まえ、2019年に薬品管理法を改正し、薬品上市許可保有者制度を全国で実施する

こととした。 
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が認可を受けず製造住所、製造範囲を変更した場合及び薬品製造企業が許可証の有

効期限を超過して製造を従事した場合、薬品管理法 115 条により処罰するとした

（2020年改正製造規則 68 条）。さらに、薬品上市許可保有者及び薬品製造企業が薬

品製造につき薬品製造品質管理規範に従わない一定の場合、薬品管理法 126 条によ

り処罰するものとした（2020年改正製造規則 69条）。 

 

（「薬品登録管理規則」全 126 条） 

（「薬品製造監督管理規則」全 81条） 

 

Ⅳ.  司法解釈 

 

1. 「新型コロナウイルスによる肺炎・感染症の蔓延に係る民事事件の 

法に基づく適切な審理における若干問題に関する指導意見（一）」 

（原文「最高人民法院关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导

意见（一）」） 

最高人民法院、2020年 4月 16日公布、同日施行  

 

 最高人民法院は、2020年 4月 16日、「新型コロナウイルスによる肺炎・感染症の

蔓延に係る民事事件の法に基づく適切な審理における若干問題に関する指導意見

（一）」（以下「本指導意見」という。）を公布した。 

  本指導意見の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1）不可抗力規則の適用 

  本指導意見は、人民法院が新型コロナウイルス感染症に関わる民事事件を審理す

るにあたり、不可抗力規定を厳格に適用しなければならない旨規定する。新型コロ

ナウイルス感染症又はその蔓延防止措置の直接の影響を受けて生じた民事紛争につ

いて、不可抗力に関して規定する「民法総則」180 条3、「契約法」117 条4及び 118

条5等が適用され得る。当事者は、不可抗力による一部又は全ての責任の免除を主張

するにあたっては、債務の一部又は全部の履行不能が不可抗力により直接引き起こ

されたという事実について、挙証責任を負うとされる。 

 

 
3 不可抗力により、民事義務を履行することができない場合には、民事責任を負わない。法律に別段の
定めがある場合は、その定めに従う。不可抗力とは、予見不能、回避不能、かつ克服不能な客観的状況

を指す（民法総則 180条）。 
4 不可抗力により契約の履行が不能である場合は、不可抗力の影響に基づき、責任を一部又は全部免除

する。但し、法律に別段の定めがある場合を除く。当事者が履行を遅滞した後に不可抗力が発生した場

合は、責任を免除することができない。不可抗力とは、予見不能、回避不能かつ克服不能の客観的な情

況をいう（契約法 117条）。 
5 当事者の一方は、不可抗力により契約の履行が不能である場合は、相手方に与えるおそれのある損失
を軽減するために、遅滞なく相手方に通知しなければならず、かつ合理的な期間内に証明を提供しなけ

ればならない（契約法 118条）。 
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（2）契約紛争の取り扱い 

 当事者の間に別段の合意がある場合を除き、新型コロナウイルス感染症又はその

蔓延防止措置の直接の影響を受けて生じた契約紛争について、地域、業種及び事案

ごとに異なる影響を総合的に考慮し、新型コロナウイルス感染症又はその蔓延防止

措置と契約上の債務の履行不能との因果関係を正確に把握した上で、下記のように

取り扱うべきであるとする。 

① 履行不能の場合 

 契約の履行が不能である場合、不可抗力に関する規定に基づき、新型コロナウ

イルス感染症又はその蔓延防止措置の影響に応じて、一部又は全ての責任を免除

することができる。履行不能又は損害の拡大について当事者に責めに帰すべき事

由6がある場合、当該当事者はそれに応じた責任を負わなければならない。なお、

当事者は、適時通知義務を尽くしたと主張する場合には、当該事実につき挙証責

任を負うとされる。 

② 履行困難の場合 

 契約の履行が単に困難なだけである場合、当事者は改めて協議することができ

る。契約の履行の継続が可能である場合は、人民法院は調停への取り組みを強化

し、契約の履行の継続を促さなければならない。人民法院は、契約の履行が困難

であることを理由に契約を解除するという当事者の請求を支持しない。また、履

行の継続が一方の当事者にとって明らかに不公平となり、当該当事者が履行期限、

履行の態様及び金額等の調整を求める場合、人民法院は事件の実情7に照らし、

これを支持するか否かを決定しなければならない8。契約の変更がなされたにも

関わらず、当事者が依然として一部又は全ての責任の免除を請求したとしても、

人民法院はこれを支持しない。ただし、新型コロナウイルス感染症又はその蔓延

防止措置のため、契約の目的が実現できなくなったときに、当事者が契約の解除

を請求する場合には、人民法院はこれを支持しなければならない。 

 

（3）労働紛争の取り扱い 

 使用者が、「従業員が、新型コロナウイルス感染症の患者、その疑いのある患者、

無症状感染者、法律に基づき隔離された者又は新型コロナウイルス感染症の流行が

 
6 責めに帰すべき事由として、「適時通知義務を尽くしたか否か」、「他方当事者の損失拡大防止措置

を取ったか否か」等が挙げられる（本指導意見の記者会見

http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-226251.html をご参照ください。）。 
7 当事者が疫病又はその防止措置により政府部門から補助金、税金費用減免もしくは他人による経済的

援助、債務の減免等を受けたことは、契約の継続履行ができる否かを判断する際の参考要素になる（本

指導意見 3条 3項）。 
8 これは「契約法適用若干問題解釈（二）」（2009年 4月 24日公布、2009年 5月 13日施行）の事情

変更の法理につき規定する 26 条に依拠するものと思料される。同条は、「契約が成立した後の客観的

状況において、当事者が契約締結時には予見不可能であり、不可抗力によらず商業リスクに該当しない

重大な変化が生じたため、契約の履行を継続することが一方当事者にとって明らかに不公平となり、又

は契約目的の実現が不可能となり、当事者が人民法院に契約の変更もしくは解除を求めた場合、人民法

院は、公平の原則に基づき、かつ事件の実際の状況を踏まえ、変更もしくは解除するか否かを確定しな

ければならない」旨を規定する。したがって、契約変更の可否は、上記に従い裁判により決定されるこ

とが想定される。 

http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-226251.html
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比較的顕著な地域から来た者」であることを唯一の理由にして労働関係の解除を主

張する場合、人民法院はこれを支持しない。なお、人民法院は、労働紛争を適切に

解決するにあたっては、国務院の行政主管部門及び省級人民政府等が打ち出した政

策を考慮しなければならない。 

 

（4）訴訟時効の停止及び延長 

 権利者が、訴訟時効期間の最後の 6 ヶ月以内に、新型コロナウイルス感染症又は

その蔓延防止措置により請求権を行使することができず、「民法総則」194 条 1項 1

号9に基づき訴訟時効の停止を主張する場合、人民法院はこれを支持しなければなら

ない。 

 新型コロナウイルス感染症又はその蔓延防止措置のため、法律が定めた、又は人

民法院が指定した訴訟期限が徒過し、当事者が「民事訴訟法」83 条10に基づき期限

の順延を申し立てる場合、人民法院は、新型コロナウイルス感染症の情勢及び当事

者により提出された証拠を総合的に考慮した上で判断しなければならない。当事者

が、新型コロナウイルス感染症の患者、その疑いのある患者、無症状感染者又は濃

厚接触者であり、法律による隔離措置中に訴訟期限を徒過した場合は、人民法院は

当該当事者による期限の順延の申請を支持しなければならない。 

 

 

Ⅴ.  地方レベル 

該当なし 

 

Ⅵ.  その他（意見募集稿等） 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 訴訟時効期間の最後の 6 ヶ月以内に、次の各号に掲げる障害により、請求権を行使することができな

い場合には、訴訟時効は停止する（民法総則 194条）。 

（1） 不可抗力 

（2） 民事行為無能力者又は制限能力者に法定代理人がなく、又は法定代理人が死亡し、民事行為能力

を喪失し、もしくは代理権を喪失した場合 

（3） 相続開始後、相続人又は相続財産管理人が確定しない場合 

（4） 権利者が義務者又はその他の者によって支配されている場合 

（5） その他権利者が請求権を行使できない障害 
10 当事者が不可抗力その他正当な理由により期間を徒過した場合には、障害が解消した後 10日以内に、

期限の順延を申し立てることができ、許可するか否かは、人民法院が決定する（民事訴訟法 83条）。 
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NEWS 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集（4月 30日更新） 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当事務所では新型コロナウイルス対応に

関するニュースレターや寄稿、官公庁等の最新公開情報のリンクを当事務所 HP

にまとめております。詳細はこちら、英語版はこちらをご参照ください。 

 

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について（4月 27日更新） 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言を受け、当事務所では下記の

対応を実施いたします。 

 

■在宅勤務について 

当事務所の日本国内オフィスでは、少なくとも 5月 8 日（金）まで原則として在

宅勤務態勢をとっております。また、海外オフィス（4 月 27 日時点で、北京・

上海・シンガポール）においても、原則として在宅勤務態勢をとっております。

なお、その他のオフィスにおいても、出勤者を減らすなどの対応をとっており、

今後、状況に応じて在宅勤務となることがあります。 

国内外すべての弁護士等は在宅でセキュリティが確保された形で業務を継続で

きる体制を整えており、今後もクライアントの皆様へのサービスを切れ目なく継

続してまいります。 

このような状況のため、お電話はつながらない可能性もございますので、担当者

の連絡先をご存知の方は、直接電子メール等でご連絡をいただきますようお願い

申し上げます。 

 

また、郵便・FAX 等につきましては迅速に確認できない場合がございます。予め

ご了承いただき、お急ぎの場合には直接担当者までお問い合わせをいただきます

ようお願い申し上げます。 

  

■当事務所主催のセミナーについて 

当面の間、当事務所主催のセミナーに関しては、会場での開催を中止又は延期い

たします。但し、ウェビナー・オンデマンド配信等によるセミナーの開催は継続

してまいりますので、今後のご案内をご確認いただければ幸いです。 

なお、中止もしくは延期となりました場合は、当該セミナーのウェブサイトにそ

の旨を記載するとともに、お申し込みいただいた方に順次メールにてご連絡を差

し上げます。既に中止・延期が決定しているセミナーについては、下記までお問

い合わせくださいますようお願い申し上げます。 

  

■非対面会議への移行について 

クライアント等の皆様との会議につきましても、当面の間、対面での会議は原則

http://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2020/35.html
http://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/506.html
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として行わず、ウェブ会議や電話会議等の非対面形式での実施へと移行いたしま

す。 

 

■代表電話へのお問い合わせについて 

在宅勤務への移行に伴い、代表電話へのお問い合わせを受けられない状態となり

ます。皆さまにはご不便をおかけいたしますが、当事務所ウェブサイトのお問い

合わせフォームからご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

（セミナーに関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

E-mail: mhm_seminar@mhm-global.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
www.mhmjapan.com 

中国プラクティスグループ 

射手矢好雄、石本茂彦、江口拓哉、小野寺良文、康石、本間隆浩、森規光、原潔、 

山口健次郎、鈴木幹太、宇賀神崇、青山慎一、富永裕貴、水本真矢、福島翔平、 

岩佐勇希、真下敬太、木内遼、塩崎耕平、紫垣遼介、本嶋孔太郎 

李珉、姚珊、吉佳宜、崔俊、張超、解高潔、胡勤芳、高玉婷、柴巍、戴楽天、 

呉馳、孟立恵、張雪駿、沈暘 

 
TOKYO 

〒100-8222 東京都千代田区丸の内 2-6-1 

丸の内パークビルディング 

 tokyo-sec@mhm-global.com 

 
SHANGHAI 
上海市浦東新区陸家嘴環路 1000号 

恒生銀行大厦 6階 200120 

 shanghai@mhm-global.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
BEIJING 

北京市朝陽区東三環北路 5号 

北京発展大厦 316号室 100004 

 beijing@mhm-global.com 

http://www.mhmjapan.com/ja/contact.html
http://www.mhmjapan.com/ja/contact.html
mailto:tokyo-sec@mhm-global.com
mailto:shanghai@mhm-global.com
mailto:beijing@mhm-global.com

