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１ 薬機法「いろは」の手前

医薬品、医療機器等医薬品、医療機器等医薬品、医療機器等医薬品、医療機器等のののの品質、品質、品質、品質、有効性及有効性及有効性及有効性及びびびび安全性安全性安全性安全性のののの確保等確保等確保等確保等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（略称：薬機法（略称：薬機法（略称：薬機法（略称：薬機法もしくはもしくはもしくはもしくは医薬品医療機器法）医薬品医療機器法）医薬品医療機器法）医薬品医療機器法）
法令，通知の構成概要

薬機法薬機法薬機法薬機法 施行令施行令施行令施行令薬機法薬機法薬機法薬機法 施行規則，ＧＶＰ省令，ＱＭＳ省令施行規則，ＧＶＰ省令，ＱＭＳ省令施行規則，ＧＶＰ省令，ＱＭＳ省令施行規則，ＧＶＰ省令，ＱＭＳ省令 等等等等局長通知，課長通知，事務連絡局長通知，課長通知，事務連絡局長通知，課長通知，事務連絡局長通知，課長通知，事務連絡 等等等等告示第告示第告示第告示第１２２１２２１２２１２２号号号号 等等等等
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そのそのそのその他，業界自主基準他，業界自主基準他，業界自主基準他，業界自主基準 等等等等

１ 薬機法「いろは」の手前 法令，通知の探し方① 厚生労働省のＨＰ（データベースサービス）
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

② 広島県のＨＰ（薬事関係通知集）
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/59/tuchisyu28-2.html※ 発出年月日の順に，半期毎で一覧表示

③ 厚生労働省のＨＰ（薬事法等の一部を改正する法律について）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045726.html広島県薬務課 4



１ 薬機法「いろは」の手前 主な省令の略称と概要
省令名省令名省令名省令名 略称略称略称略称 概要概要概要概要医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 ＧＶＰ省令 製造販売業者の許可要件市販後の安全管理体制医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令 ＱＭＳ体制省令 製造販売業者の許可要件市販前の製造・品質管理体制医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 ＱＭＳ省令 対象品目毎の承認要件製造販売業者が対象医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 （医療機器）ＧＬＰ省令 対象品目毎の承認要件非臨床試験実施のラボが対象医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 （医療機器）ＧＣＰ省令 対象品目毎の使用成績評価基準臨床試験実施の医療機関が対象医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 （医療機器）ＧＰＳＰ省令 指定品目の使用成績調査製造販売業者が対象広島県薬務課 5
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１ 薬機法「いろは」の手前



１ 薬機法「いろは」の手前

医療機器の保険適用戦略の重要性
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� 医療機器は保険適用されなければ，医療現場での使用は躊躇されます。
� 保険適用の評価区分は左図のとおりです。
� 治験デザインが保険償還条件になることもあり，開発当初からの保険適⽤戦略が重要です。

平成２６年４月２３日（水）中央社会保険医療協議会総会（第276回）資料より
【参考通知】平成２８年２月１０日付け〇 医政発0210第4号，保発0210第7号「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」〇 医政経発0210第7号，保医発0210第3号「医療機器に係る保険適用希望書の提出方法等について」

１ 薬機法「いろは」の手前
薬機法だけクリアしても医療機器は売れない産学連携産学連携産学連携産学連携のののの場合場合場合場合:「技術」「技術」「技術」「技術」をををを知知知知るるるる大学、「市場」大学、「市場」大学、「市場」大学、「市場」をををを知知知知るるるる産業界産業界産業界産業界一般的な産学連携では、先端科学研究を行っている大学が保有する画期的な「技術シーズ」を元に、市場ニーズに精通し事業化ノウハウを有する企業がイノベーティブな製品・サービスを創出するという「技術移転モデル」が想定されています。医工連携医工連携医工連携医工連携のののの場合場合場合場合:「市場」「市場」「市場」「市場」をををを知知知知るるるる大学、「技術」大学、「技術」大学、「技術」大学、「技術」をををを知知知知るるるる産業界産業界産業界産業界一方、医療機器開発においては、大学(大学病院)は医療機器の買い手=市場となります。そこで働く医師や看護師等の意見は市場ニーズそのものです。医工連携とは、医療現場(大学)が持つ市場ニーズを、技術シーズを有する企業が具現化することでイノベーティブな医療機器を創出する「ニーズ移転モデル」であり、そのことが産学連携と大きく異なります。このため医工連携では次（のスライド）のような失敗が起こりやすくなります。経済産業省 医工連携事業化促進事業の成果を踏まえて「医工連携による医療機器事業化ガイドブック」（2015年3月版）

一般的一般的一般的一般的なななな「産学連携」「産学連携」「産学連携」「産学連携」とととと異異異異なるなるなるなる「医工連携」「医工連携」「医工連携」「医工連携」

医工連携による医療機器事業化ポータルサイ ト
(MEDIC:http://www.med-device.jp/) 
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１ 薬機法「いろは」の手前
薬機法だけクリアしても医療機器は売れない典型的な（医工連携における）失敗例①；市場ニーズに合致しない医療機器の開発ものづくり企業、特に異業種参入した企業が、自社の技術力をベースに画期的なハイテク医療機器を開発しようとするケースはこれまで数多くありました。医療現場から「ローテクでも安価な製品が良い」というニーズがあっても、「医療機器市場に参入したからには高付加価値製品を出したい」と言った理由で製品コンセプトに反映しなかったり、画期的な医療機器であるほど薬事対応や販路開拓が困難となるにも関わらず、「新技術に対応できない規制が悪い」、「優れた製品は自然と売れる」といった過信でハイテク製品開発が進められ、結果的に上市できない・上市しても売れない機器となってしまうことがあります。典型的な（医工連携における）失敗例②；ビジネスが成立しない医療機器の開発大学病院のような先端医療を行う医療機関では、市場ニーズだけでなく、自ら研究開発を行い要素技術まで確立している場合もあります。医療機器ビジネス経験が浅いものづくり企業が「このアイデア（要素技術）を製品化すれば間違いなく売れる」という大学教授（医師）の言葉を信じて医療機器開発を続けた結果、その医師以外は誰も評価（購入）しないニッチ製品だったケースがあります。また「もっと良い製品ができる」と言われ改良に次ぐ改良が延々と続き、製品上市が遅れ、投資回収ができないといったことも生じます。 経済産業省 医工連携事業化促進事業の成果を踏まえて「医工連携による医療機器事業化ガイドブック」（2015年3月版）

医工連携による医療機器事業化ポータルサイ ト
(MEDIC:http://www.med-device.jp/) 
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１ 薬機法「いろは」の手前

薬機法をクリアした医療機器とは？
品質品質品質品質、有効性有効性有効性有効性及び安全性安全性安全性安全性が確保された医療機器

� 有効性と安全性が確保された医療機器

保健衛生の向上安全性安全性有効性有効性 品質品質 � 例；ガーゼと人工心臓ではリスクが異なる

� 医療機器のリスクに応じた評価が必要

� 承認（認証）申請書に基づき評価を行う

� 品質が確保された医療機器

� 承認（認証）書に一致する医療機器

� 適切な設計開発管理に基づく医療機器

� 適切な製造管理工程で製造された医療機器広島県薬務課 10



１ 薬機法「いろは」の手前 そもそも医療機器とは？

色々とありますが・・・薬で治せない病気を治せるのも医療機器です。

よくあるよくあるよくあるよくある相談事項相談事項相談事項相談事項 相談先相談先相談先相談先

医療機器への該当性

（例；健康器具、ヘルスケアアプリ、医療機器のクラス分類）

薬務課

必要な許可や取得方法について

（製造販売業許可、製造業登録、修理業許可、販売業等）

薬務課

保険適用区分 厚労省医政局経済

課の出張相談等

開発当初から薬事承認までの道筋 コーディネータ

PMDA薬事戦略相談

薬務課広島県薬務課 11

１ 薬機法「いろは」の手前

医療機器から見た広島県薬務課の組織

薬務課薬務課薬務課薬務課としてはとしてはとしてはとしては申請者申請者申請者申請者にににに許可要件許可要件許可要件許可要件をををを満満満満たしてもらいたしてもらいたしてもらいたしてもらい、早、早、早、早くくくく許可許可許可許可したいしたいしたいしたい！！！！

薬務課長薬務課長 薬事G薬事G製薬振興G製薬振興G麻薬G麻薬G肝炎対策G肝炎対策G
参事参事

○薬事グループ

○製薬振興グループ

� 販売業・貸与業（手続きは各保健所）

� 監視指導（広告含む）

� 回収（改修）

� 製販業許可、製造業登録、修理業許可

� 該当性、クラス分類等の相談

� 治験等活性化事業広島県薬務課 12



１ 薬機法「いろは」の手前 広島県治験等活性化事業
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相互に連携及び協⼒して本事業を実施することにより，医薬品及び医療・福祉機器の臨床研究及び 治験の⼀層の活性化及び医療技術の⽔準の維持・向上に資する。広島市内の４基幹病院⻑と広島県との協定書締結による事業事業事業事業事業のののの目的目的目的目的
広島大学病院 広島市立広島市民病院

広島赤十字・原爆病院 県立広島病院 広島県締結日 平成27年4月1日
事 業 内 容

○ 受託調整窓口 ○ 被験者相互紹介
○ 人材の育成支援 ○ 実務者連絡会
○ 広報活動 ○ 臨床研究⽀援

県のホームページに各種資料や活動内容をアップしています。
← 昨年度，医療関連産業新規参入ガイドブックも作成しました。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/chiken/

１ 薬機法「いろは」の手前
ポイント整理
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１ 法令，通知の構成概要及び探し方，主な省令の略称と概要
２ 医療機器開発から廃止までの薬機法関与
３ 医療機器の保険適用戦略の重要性
４ 薬機法だけクリアしても医療機器は売れない
５ 薬機法をクリアした医療機器とは？
６ そもそも医療機器とは？
７ 医療機器から⾒た県薬務課の組織
８ 広島県治験等活性化事業



２ 薬機法「いろは」
目次
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１ 医療機器のクラス分類と法規制
２ 医療機器のクラス分類毎の一般的名
称の数

３ 医療機器の流通と管理体制（例）
４ 製造販売業許可，製造業登録，修理
業許可について

５ 手順書の作成と修正の重要性
６ QMS品質マニュアル等の事例
７ 製販業総括と販売業管理者の兼務

８ 製造販売業の管理者資格要件
９ ＱＭＳ体制省令，ＱＭＳ制度
10 製造販売業の遵守事項
11 広告規制について
12 更新調査時の指摘事項の例
13 医療機器製造業の登録範囲
14 購買／登録製造所の管理
15 ＰＭＤＡ関⻄⽀部の活用

２ 薬機法「いろは」 医療機器のクラス分類と法規制平成２８年３月内閣官房・文部科学省・厚生労働省・経済産業省「医療機器開発支援ハンドブック」より抜粋，一部改編
http://www.med-device.jp/pdf/handbook_201604v4.pdf
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一般医療機器一般医療機器一般医療機器一般医療機器 管理医療機器管理医療機器管理医療機器管理医療機器 高度管理医療機器高度管理医療機器高度管理医療機器高度管理医療機器クラス Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳリスクによる分類 人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどない 人の生命及び健康に影響を与えるおそれがある 人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある販売業・貸与業 （一部許可要） 届出 許可修理業 許可（特定区分または非特定区分）製造販売業 第三種 許可 第二種 許可 第一種 許可製造業 登録登録登録登録（法改正に伴い，「許可」から簡略化）医療機器の製造販売手続き医療機器の例 電動式患者台，聴診器，メス Ｘ線診断装置，ＭＲＩ，内視鏡 心臓用カテーテル，放射線治療装置「届出」 「認証」or「承認」 「承認」認証基準があるものは，民間の登録認証機関による第三者「認証」が可能。その他は「承認」。品目毎に製造販売業者がＰＭＤＡに届出 品目毎に，品質，有効性及び安全性等をＰＭＤＡが審査



２ 薬機法「いろは」 医療機器のクラス分類毎の一般的名称の数
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分類分類分類分類 クラスクラスクラスクラス 一一一一 般般般般 的的的的 名名名名 称称称称 のののの 数数数数高度管理高度管理高度管理高度管理医療機器医療機器医療機器医療機器 ⅣⅣⅣⅣ 353353353353ⅢⅢⅢⅢ 774774774774管理医療機器管理医療機器管理医療機器管理医療機器 ⅡⅡⅡⅡ 1,9761,9761,9761,976一般医療機器一般医療機器一般医療機器一般医療機器 ⅠⅠⅠⅠ 1,1951,1951,1951,195合合合合 計計計計 4444,,,,298298298298
515151512802802802806966966966961821821821821,2091,2091,2091,209

特定保守管理医療機器特定保守管理医療機器特定保守管理医療機器特定保守管理医療機器設置管理設置管理設置管理設置管理医療機器医療機器医療機器医療機器22226767676712412412412450505050243243243243（平成（平成（平成（平成２８２８２８２８年年年年１０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日現在，広島県薬務課調日現在，広島県薬務課調日現在，広島県薬務課調日現在，広島県薬務課調べべべべ）））） （注１） 『特定保守管理医療機器』欄の数字は，一般的名称の内数（注２） 『設置管理医療機器』欄の数字は，特定保守管理医療機器の内数（注３） 一般・管理・⾼度それぞれに特定保守管理医療機器，設置管理医療機器に指定されているものがあります。

新医療機器の承認やプログラム医療機器への対応のため，一般的名称は新設・変更されています。自社製品の一般的名称の定義等が変更されていないかどうかは，各社で確認する必要があります。
ＰＭＤＡ医療機器基準関連情報ＨＰより
http://www.std.pmda.go.jp/stdDB/index.html

２ 薬機法「いろは」 医療機器の流通と管理体制（例）
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総括製造販売責任者国内品質業務運営責任者 安全管理責任者
製造業者責任技術者 製造業者責任技術者
品質管理品質管理品質管理品質管理・・・・出荷管理出荷管理出荷管理出荷管理

販売・貸与業者営業所管理者修理業者責任技術者 医療機

関等

製造販売後製造販売後製造販売後製造販売後のののの安全管理安全管理安全管理安全管理

製造販売業者製造販売業者製造販売業者製造販売業者

ＱＭＳＱＭＳＱＭＳＱＭＳ

ＧＶＰＧＶＰＧＶＰＧＶＰ

三役連携

学会，行政，海外，他社，安全管理情報
製造 市販後改良ニーズ設計



２ 薬機法「いろは」 製造販売業許可，製造業登録，修理業許可について
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https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kiki/
広島県ホームページ
� 今年度，ＨＰを大幅リニューアル！
� 許可取得，更新，変更，廃止時の具体的な手続きを記載
� 体制省令等，薬機法で大きく変更した事項の説明ページを新設
� 修理業関連は電子申請ソフト様式番号も追加
ホームページのホームページのホームページのホームページの加筆加筆加筆加筆・・・・修正等修正等修正等修正等

のののの御要望御要望御要望御要望をおをおをおをお知知知知らせくださいらせくださいらせくださいらせください。。。。

今後今後今後今後もももも改善改善改善改善していきますしていきますしていきますしていきます。。。。

２ 薬機法「いろは」 手順書の作成と修正の重要性〇 ＧＶＰ省令第５条ＧＶＰ省令第５条ＧＶＰ省令第５条ＧＶＰ省令第５条 第一種製造販売業者は，製造販売後安全管理を適切かつ円滑に行うため，次に掲げる手順を記載した製造販売後安全管理業務手順書を作成しなければならない。〇 ＱＭＳ省令第５条ＱＭＳ省令第５条ＱＭＳ省令第５条ＱＭＳ省令第５条 製造販売業者等は，この章の規定に従って，品質管理監督システムを確立し，文書化し，実施するとともに，その実効性を維持しなければならない。〇 ＱＭＳ体制省令第３条ＱＭＳ体制省令第３条ＱＭＳ体制省令第３条ＱＭＳ体制省令第３条 第一種医療機器製造販売業者（略）は，ＱＭＳ省令第５条第１項の規定による品質管理監督システムの確立，文書化及び実施並びにその実効性の維持のために必要な組織の体制（略）を整備しなければならない。
広島県薬務課 20

手順書は業務を適切かつ円滑に行うために作成するのであり，実行性を維持する為

にも，法令や実務と同様，変化する必要がある。（手順書は業許可の為ではない）

法令

手順

書

実務

� 手順書は法令や通知の規定に対応する必要はあるが，一言一句揃える必要は無い。
� 法令や実務は日々変化する。手順書も作成後の改善が大事になる。
� 新規許可時は法令と手順書の整合性確認，更新調査時は手順書と実務の整合性確認がポイントとなる。



２ 薬機法「いろは」 QMS品質マニュアル等の事例
〇平成２７年度厚⽣労働科学研究国内で最終製品の保管のみを⾏う製造所（倉庫業）の品質マニュアルモデル↓ＰＭＤＡホームページhttp://www.pmda.go.jp/review-services/gmp-qms-gctp/qms/0006.html
〇大阪府薬事審議会医療機器等基準評価部会（平成２７年度事業）品質管理監督システム基準書モデルhttp://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/kiki_taisaku/kikikijyun.html
〇東京都健康安全センター・品質管理監督システム基準書 （限定第三種医療機器製造販売業者⽤）・安全管理業務⼿順書（ＧＶＰ）（限定第三種医療機器製造販売業者⽤）・医療機器修理業業務⼿順書，チェックリストhttp://www.tokyo-eiken.go.jp/k_iryou/k-kanshi/k_tejyuncheck/広島県薬務課 21

２ 薬機法「いろは」 製販業総括と販売業管理者の兼務
〇根拠通知等「薬事法等の⼀部を改正する法律等の施⾏について」(H26.8.6薬食発0806第3号)「医療機器の製造販売業及び製造業の許可に関するＱ＆Ａについて」（H25.1.11事務連絡）「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の⼀部を改正する法律等施⾏について」(H16.7.9薬食発第0709004号)

広島県薬務課 22

〇製造販売業の総括と販売業管理者の兼務製販の種類 機器販売業の管理者 医薬品卸売販売業の管理薬剤師第１種機器製販の総括 兼務不可（保健衛⽣上の危害の発⽣のおそれ）第２種機器製販の総括 同⼀所在地で各業務に⽀障を来さない等の合理性がある範囲において兼務を認める ※安全管理統括部門（安責含む）は販売に係る部門その他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのある部門から独立していること。（ＧＶＰ省令第４条第１項第３号）



２ 薬機法「いろは」 ＱＭＳ体制の管理者の兼務【ＱＭＳ省令上の兼務既定】・総括製造販売責任者（ＱＭＳ省令第７１条第２項）管理監督者若しくは管理責任者⼜は国内品質業務運営責任者と兼務可・国内品質業務運営責任者（ＱＭＳ省令第７２条第５項）管理責任者と兼務可⇒これら兼務は，それぞれの業務上，支障のない範囲に限り可能です。また，資格要件を満たしていない者の兼務は認められません。
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管理監督者管理責任者 総括製造販売責任者国内品質業務運営責任者製造管理及び品質管理部門ＩＳＯ１３４８５ 旧ＧＱＰ 安全管理（統括）部門安全管理責任者
(H26.8.6薬食発0806第3号)第１種製販；総括-国内品責第２種製販；総括-国内品責又は安責第３種製販；三者の兼務可

２ 薬機法「いろは」 製造販売業の管理者資格要件
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対象製品種別対象製品種別対象製品種別対象製品種別責任者要件等責任者要件等責任者要件等責任者要件等 一般医療機器一般医療機器一般医療機器一般医療機器 管理医療機器管理医療機器管理医療機器管理医療機器 高度管理医療機器高度管理医療機器高度管理医療機器高度管理医療機器製造販売業の種類製品のリスク分類 第三種医療機器製造販売業クラスⅠ 第二種医療機器製造販売業クラスⅡ 第一種医療機器製造販売業クラスⅢ，クラスⅣ総括製造販売責任者の要件（いずれか） 学歴 高校（専門課程） 大学（専門課程） 大学（専門課程）学歴＋従事経験 高校（科目修得）＋３年 高校（専門課程）＋３年 高校（専門課程）＋３年従事経験＋講習 ― ５年＋講習 ５年＋講習安全管理責任者の要件 従事経験 ― ― 薬機法安全確保業務等で３年国内品質業務運営責任者の要件 従事経験 薬機法品質管理業務で３年
↓

ISO 9001 ，ISO 13485 も可 薬機法品質管理業務で３年
↓

ISO 9001 ，ISO 13485 も可 薬機法品質管理業務で３年



２ 薬機法「いろは」

体制（第１項）：必要な組織の体制の整備

・ 第５条第１項 品質管理監督システムの確立，文書化及び実施並びにその実効性の維持

・ 第８条及び第６７条 品質管理監督文書の管理及び保管

・ 第９条及び第６８条 記録の管理及び保管

人員（第２項）：必要な人員の配置

・ 総括がＱＭＳ省令第７１条第１項各号に掲げる業務を行えるように配置すること。

・ 管理監督者がＱＭＳ省令第２章第３節の規定を遵守できるように配置すること。広島県薬務課 25

ＱＭＳ体制省令，ＱＭＳ制度
製造販売業者の許可基準（ＱＭＳ体制省令第３条）

２ 薬機法「いろは」

１ 製造所ごとの調査から製品の製造工程全体を１つの単位として調査

２ 製品群による調査の合理化，基準適合証の交付

広島県薬務課 26

ＱＭＳ体制省令，ＱＭＳ制度
ＱＭＳ制度の概要（法改正に伴う主な改正点）

３ 調査実施者の見直し

申請に基づくＱＭＳ調査権者から都道府県は外されました。ＱＭＳ調査申請に係る手続き

については，各調査権者（ＰＭＤＡ又は第三者認証機関）に問い合わせてください。

※製品群通知の別表（国が随時更新）

厚生労働省ＨＰ「薬事法の一部を改正する法律について」 ⇒ 関係通知等

⇒（参考資料）医療機器の一般的名称の製品群該当性一覧表（〇年〇月〇日時点）



２ 薬機法「いろは」 製造販売業の遵守事項
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〇 ＧＶＰ省令，ＱＭＳ体制省令及びＱＭＳ省令への適合〇 法定表示，添付文書・法定表示について医療機器は、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に、薬機法で定められた事項を表示しなければならない。（法第63条，施行規則第222条から第224条）・添付文書等の記載について医療機器には、添付する文書又はその容器若しくは被包に、最新の論文その他により得られた知見に基づき、法令で定められた事項を記載しなければならない。（法第63条の2，施行規則第225条から227条の３）・添付文書は，一定の要件を満たした場合は製品への添付を省略可能。（平成２６年９月１日付薬食安発0901第04号）〇 医療機器の基準・（基本要件）性状，品質及び性能の適正を図るために必要な基準（法第41条第３項）であり，クラスⅠ医療機器を含めて，すべての医療機器に共通の基準となっている。・基本要件以外にも42条基準，認証基準，承認基準等の基準が設けられている。・基準も定期的に改正されるため，製造販売業者は基準改正に対応しなければならない。

２ 薬機法「いろは」 製造販売業の遵守事項
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回収（改修）への対応（法第６８条の９，第６８条の１１，平成26年11月21日付薬食発1121第10号局長通知）〇 回収件数の年度推移Ｈ２３年度Ｈ２３年度Ｈ２３年度Ｈ２３年度 Ｈ２４年度Ｈ２４年度Ｈ２４年度Ｈ２４年度 Ｈ２５年度Ｈ２５年度Ｈ２５年度Ｈ２５年度 Ｈ２６年度Ｈ２６年度Ｈ２６年度Ｈ２６年度 Ｈ２７年度Ｈ２７年度Ｈ２７年度Ｈ２７年度医療機器 ４０８ ３８６ ４０５ ３６５ ４５２医薬品 １６６ １２９ １５０ １０３ １２２医薬部外品 １９ ８ ２１ １７ ９化粧品 ７５ ７４ ７５ ８１ ７４
クラスクラスクラスクラスⅠⅠⅠⅠ クラスクラスクラスクラスⅡⅡⅡⅡ クラスクラスクラスクラスⅢⅢⅢⅢ２ ４２７ ２３１９ ９３ １００ ８ １０ ６９ ５
〇 Ｈ２７年度クラス別の件数※

※ 回収のクラス分類（健康被害発生又はそのおそれの程度により分類）クラスⅠ：重篤な健康被害又は死亡の原因となりうる状況クラスⅡ：一時的な若しくは医学的に治癒可能な健康被害の原因となる可能性があるか又は重篤な健康被害のおそれはまず考えられない状況クラスⅢ：健康被害の原因となるとはまず考えられない状況ＰＭＤＡ 回収情報（医療機器）2014年度以降
http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/devices/0054.html

法定表示や添付文書の誤りに基づく回収も多く発生しています。回収情報を御確認いただき，自社の品質管理にも御活用ください。 ☆ 医療機器のクラス分類と回収のクラス分類は別物です



２ 薬機法「いろは」 広告規制について
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医薬品医療機器法の規制条⽂（概要）■虚偽・誇大広告等の禁止（法第６６条）〇医薬品等の名称，製造⽅法，効能・効果，性能に関する虚偽・誇⼤な記事の広告・記述・流布の禁⽌。〇医師等が保証したと誤解を与えるおそれのある記事の広告・記述・流布の禁⽌。〇堕胎暗示，わいせつ文書・図画の使用禁止。■特定疾病用医薬品の広告の制限（法第６７条）〇使⽤にあたって，⾼度な専門性が要求される，がん，⾁腫及び⽩⾎病の医薬品の医薬関係者以外の⼀般⼈を対象とする広告の制限。■承認前医薬品等の広告の禁止（法第６８条）〇承認（または認証）前の医薬品，医療機器⼜は再⽣医療等製品について，その名称，製造⽅法，効能，効果又は性能に関する広告の禁止。 ＨＰでも広告に該当すれば，薬機法違反となりますので，御注意ください！

（参考）厚生労働省「医薬品等の広告規制について」ＨＰ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou

/iyakuhin/koukokukisei/

２ 薬機法「いろは」 広告規制について
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医薬品等適正広告基準（昭和５５年１０月９日薬発第1339号厚⽣省薬務局⻑通知）①目的：医薬品等の広告が虚偽，誇大にわたらないようにするとともにその適正化を図ること。②広告を⾏う者の責務：使用者が当該医薬品等を適正に使用することができるよう，正確な情報の伝達に努めること。③主な基準：〇虚偽，誇大なおそれのある広告の禁止〇医薬品等の過量消費⼜は乱⽤助⻑を促すおそれのある広告の禁止〇医療⽤医薬品等の一般人向け広告の禁止 〇他社製品のひぼう広告の制限〇医薬関係者等の推せん表現の禁止 〇医薬品等の品位の保持 等

（参考）厚生労働省「医薬品等の広告規制について」ＨＰ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou

/iyakuhin/koukokukisei/



２ 薬機法「いろは」 広告規制について
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医療機器の広告について（平成22年８⽉17日薬食監麻発0817第1号厚⽣労働省医薬⾷品局監視指導・⿇薬対策課⻑通知）概要医薬品等適正広告基準の「⼀般⼈が使⽤するおそれのないもの」とは，設置管理医療機器及び特定の資格者（例えば，医師，⻭科医師，診療放射線技師等）しか扱うことができない医療機器である。【医薬品等適正広告基準 抜粋】第３（基準）５医療⽤医薬品等の広告の制限（１）医師若しくは⻭科医師…(略)…医療関係者以外の⼀般⼈を対象とする広告は⾏わないものとする。（２）医師，⻭科医師，はり師等医療関係者が⾃ら使⽤することを目的として供給される医療⽤具で，一般人が使用するおそれのないものを除き，一般人が使用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのあるものについても（１）と同様にするものとする。

（参考）厚生労働省「医薬品等の広告規制について」ＨＰ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou

/iyakuhin/koukokukisei/

２ 薬機法「いろは」 広告規制について
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薬事法における医薬品等の広告の該当性（平成１０年９月２９日医薬監第148号厚⽣省医薬安全局監視指導課⻑通知）
●個客を誘引する（顧客の購入意欲を昂進させる）
意図が明確であること。

●特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
●一般人が認知できる状態であること。

いわゆる「広告の三要件」

（参考）厚生労働省「医薬品等の広告規制について」ＨＰ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou

/iyakuhin/koukokukisei/



２ 薬機法「いろは」 広告規制について
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医療機器等の販売等の相手先に関する留意事項について
（平成２８年８月２９日付け事務連絡）

医療機器等の販売等の相手先は承認等がなされた使用目的又は効果，
使用方法等や各種法令を遵守することは当然のことであり，医療機器等
販売業者等はそれらに反する意図を持っていることが明らかな場合には
販売等を⾏わないなど，医療機器等の使用による保健衛生上の危害の発
生及び拡大の防止に努めること。

（参考）厚生労働省「医薬品等の広告規制について」ＨＰ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou

/iyakuhin/koukokukisei/

特に製造販売業者は，自社製品がどのように広告され，どこに販売され，どのように使用

されているのか，常に市場情報のフィードバックを受けてください。

状況によっては，「知らなかった」では済みません。

２ 薬機法「いろは」 更新調査時の指摘事項の例
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〇共通・ ⼿順書の法令名が薬事法やＧＱＰ省令のままになっている。国内品質業務運営責任者が，品質保証責任者のままになっている。 ⇒ 文書指摘はしませんが，修正をお願いします。・ ⼿順書と法令⼜は実務の間で整合が取れていない（プロセス，様式，記録等）。〇ＧＶＰ安全管理情報を収集した記録が無い。⼀部が抜けている（医療関係者からの情報等）。収集した安全管理情報に対する検討結果の記録が無い。⇒ ＧＶＰ省令第７条の安全管理情報収集先から，漏れなく情報収集を⾏ってください。また，情報が無かった場合はその旨を記録し，あった場合は検討結果を含めて記録してください。【安全管理情報収集先】ＧＶＰ省令第７条第１項第１〜６号１医療関係者からの情報 ２学会報告，文献報告その他研究報告に関する情報 ３厚⽣労働省その他政府機関，都道府県及び独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総合機構からの情報 ４ 外国政府，外国法人等からの情報 ５ 他の製造販売業者等からの情報 ６ その他安全管理情報



２ 薬機法「いろは」 医療機器製造業の登録範囲
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製造工程製造工程製造工程製造工程 医療機器医療機器医療機器医療機器（右以外）（右以外）（右以外）（右以外） クラスクラスクラスクラスⅠⅠⅠⅠ医療機器医療機器医療機器医療機器 医療機器医療機器医療機器医療機器プログラムプログラムプログラムプログラム 医療機器プログラムの記医療機器プログラムの記医療機器プログラムの記医療機器プログラムの記録媒体録媒体録媒体録媒体設計 ○ × ○ ○主たる製造工程（主たる組立て等） ○ ○ × ×滅菌 ○ ○ × ×国内における最終製品の保管 ○ ○ × ○・クラスⅠ以外の医療機器は新たに「設計」の工程が製造業の登録対象となる。・製造実態がある施設のうち、製品実現について実質的に責任を有する施設が製造業の登録対象となる。・「滅菌」の工程は滅菌行為を行うすべての製造所が登録対象となる。・最終製品を保管する施設のうち、市場への出荷判定時に製品を保管している施設が登録対象となる。・医療機器プログラムは「設計」のみ登録対象となるが，記録媒体があれば「保管」の工程も登録対象となる。

２ 薬機法「いろは」
購買／登録製造所の管理
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・製販／製造が独立したＱＭＳの場合

製造業者

供給者

供給者

製販業者

製販の範疇製販の範疇製販の範疇製販の範疇 製造製造製造製造の範疇の範疇の範疇の範疇

第３０回医療機器・体外診断用医薬品ＱＭＳ講習会（主催：（一社）日本医療機器産業連合会）説明資料より



２ 薬機法「いろは」

�薬事承認までの道筋をつける
�ＡＭＥＤからの予算獲得
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ＰＭＤＡ関西支部も活用した

薬事戦略相談，対面助言を

御検討ください。※テレビ会議システム利用料が今年度は減免（相談費用は別途必要となります。）
ＰＭＤＡ関西支部の活用

２ 薬機法「いろは」
ポイント整理
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１ 医療機器のクラス分類と法規制
２ 医療機器のクラス分類毎の一般的名
称の数

３ 医療機器の流通と管理体制（例）
４ 製造販売業許可，製造業登録，修理
業許可について

５ 手順書の作成と修正の重要性
６ QMS品質マニュアル等の事例
７ 製販業総括と販売業管理者の兼務

８ 製造販売業の管理者資格要件
９ ＱＭＳ体制省令，ＱＭＳ制度
10 製造販売業の遵守事項
11 広告規制について
12 更新調査時の指摘事項の例
13 医療機器製造業の登録範囲
14 購買／登録製造所の管理
15 ＰＭＤＡ関⻄⽀部の活⽤
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改良改善 改良改善 廃止
定期的な

更新

医療機器の開発から廃止までの薬機法関与
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医師との相談 プロトタイプ（３Ｄプリンタ） ＰＭＤＡ相談 自社単独or他社協同 市場への責任バイオデザイン
保険適用戦略まとめ

リスクマネジメント

御清聴，ありがとうございました。
何かありましたら，お気軽に御連絡ください。
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問い合せ先
（広島県健康福祉局薬務課製薬振興グループ）
電話 ０８２（５１３）３２２３
ﾒｰﾙ fuyakumu@pref.hiroshima.lg.jp

次年度講習会やＨＰ作成の参考にするため，

アンケートへの御協力も，お願い致します。


