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１．法令：医薬品医療機器等法法 薬 機器 法
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医療機器の定義にプログラムを追加

（定義）

第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。

本薬局方に収められ る物一 日本薬局方に収められている物

二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等（機
械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を
得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。）及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。）及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同
じ。）でないもの（医薬部外品及び再生医療等製品を除く。）

三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でない
もの（医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。）

２ この法律で「医薬部外品」とは、＜略＞

３ この法律で「化粧品」とは、 ＜略＞

４ この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若し
ぼ がくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等（再生医療等製品を

除く。）であつて、政令で定めるものをいう。

＜略＞

13 この法律で「製造販売 とは その製造（他に委託して製造をする場合を含み 他から委託を受けて製造をす13 この法律で「製造販売」とは、その製造（他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をす
る場合を除く。以下「製造等」という。）をし、又は輸入をした医薬品（原薬たる医薬品を除く。）、医薬部外品、化
粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を、それぞれ販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラ
ム（医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下同じ。）を電気通信回線を通じて提供することをいう。

＜略＞

18 この法律にいう「物」には、プログラムを含むものとする。
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政令で示される規制対象となる範囲は？

施行令 別表第一（第一条関係）

機械器具 一 ～ 八十四（略）機械器具 八十四（略）

医療用品 一 ～ 六 （略）

歯科材料 一 ～ 九 （略） 一般的名称の数 （H28.10.20現在）

クラス衛生用品 一 ～ 四 （略）

プログラム
一 疾病診断用プログラム

クラス
類別

Ⅲ Ⅱ Ⅰ

一 疾病診断用プログラム 0 154 -

二 疾病治療用プログラム 7 5 -

二 疾病治療用プログラム
三 疾病予防用プログラム

プログラムを記録した記録媒体

疾病治療用 ラ 7 5

三 疾病予防用プログラム 0 0 -

一 疾病診断用プログラム
を記録した記録媒体 0 0 -

一 疾病診断用プログラムを記録した記録媒体
二 疾病治療用プログラムを記録した記録媒体
三 疾病予防用プログラムを記録した記録媒体

二 疾病治療用プログラム
を記録した記録媒体 0 0 -

三 疾病予防用プログラム
を記録した記録媒体 0 0 -

※副作用又は機能の障害が生じた場合においても、
人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほと

クラスⅠは医療機器より除外
命 響

んどないものを除く。
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２．プログラム（ソフトウェア）
が単独で医療機器にが単独で医療機器に
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法改正によりプログラムは単体でも医療機器に

 汎用ＰＣ等のＩＴ機器にインストールして医療機器としての性能を発揮するプログラム

 単体プログラム及びこれを記録した記録媒体も規制の対象

改正後(2014.11.25～）改正前(～2014.11.24）

ソフト部分
（プログラム）

ソフト部分
（プログラム）

ソフト部分のみでは薬事法の規制対象とならず

プログラム単体で医療機器医に
※ 欧米では、既に医療機器として

位置付けられていた。

ハード部分
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ソフト部分のみでは薬事法の規制対象とならず、
ハード部分に組み込んだ状態で規制
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整理：医療機器プログラムの範囲の明確化のために（１）

・ ＩＴ機器（汎用ＩＴ品である(PCやモバイル端末等）に
インストールして、センサー等を制御し、人体から
直接データを収集等を行うためのプログラムは
どのように扱うか？どのように扱うか？

汎用品を含む構成にて 既存の医療機器と同等に扱うべき！汎用品を含む構成にて、既存の医療機器と同等に扱うべき！
［機械器具の範囲で扱い、プログラムは構成品扱い］

＜次の整理が必要＞
医療機器プログラムの範囲のイメージ

＜次の整理が必要＞
• 汎用品は（名称、バージョンを特

定する必要はあるが）製造販売
業から出荷する必要はなくても
良いこと

医療機器
プ グ ム

ハードウェア込み
療機 従来

プログラム＋
センサ 等の 良いこと。

• 専用ソフトウェアについては、指
定したサイトからのDownload 
（ダウンロード）も可能とすること。

プログラム医療機器(従来品) センサー等の
専用構成品

All Rights Reserved Copyright JIRA
7

（ダウン ド）も可能とする と。
従来と同じ取扱い範囲
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整理：医療機器プログラムの範囲の明確化のために（２）

既存の電気医療機器に含まれるプログラムの扱いは？

医療機器の構成品の扱い
（医療機器プログラムには該当しない）

医療機器に直接又はネット回線等で接続し、
制御することを目的とするためのプログラム等
はどのように扱うか？

汎用品を含む構成にて、既存の医療機器
として扱うべき！

［機械器具の範囲で扱い プログラムは構成品扱い］［機械器具の範囲で扱い、プログラムは構成品扱い］

医療機器プログラムの範囲のイメージ

ハードウェア制御
プログラム

ハードウェア込み 医療機器
プ グプログラム医療機器(従来品) プログラム
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従来と同じ取扱い範囲
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医療機器プログラムの範囲（基本的な考え方）

医療機器プログラム既存の医療機器の範疇

医療機器で測定、分析等した
結果を、追加処理した情報を
診療のために提供すること

測定機能を有するものは、既
存の医療機器の範囲で扱う。 診療のために提供すること。存の医療機器の範囲で扱う。

明確化（１）

医療機器で測定、分析等した
結果を 追加処理した情報を医療機器を直接制御するも 結果を、追加処理した情報を、
他の医療機器の操作等のた
めのパラメータ等として提供す
ること

医療機器を直接制御するも
のは、既存の医療機器の付
属品として扱う。

ること。
明確化（２）

All Rights Reserved Copyright JIRA
92016/11/14 平成２８年度広島県医薬品等製造販売（製造）業管理者等講習会

医療機器の分割(部分的な扱い)は想定していない

従来の医療機器

表示部

センサー等
処理部

医療機器を分割して、市販品と現地で組合わせて
本来の医療機器とすることは意図されていない。

センサー等 プログラム 市販のワークステーション等ンサ 等 プ グラ 市販のワ ク テ ション等
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このような扱いは想定していない
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３．医療機器プログラムへの該当性機器 該
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プログラムの医療機器への該当性

該当性に関するパブリックコメント（9/29～10/13）を経て、通知「プログラムの医療機器への該当性
に関する基本的な考え方について（平成26年11月14日 薬食監麻発1114第5号）」にて明示された。

1. 該当性の判断に当たっての基本的な考え方について

• プログラム医療機器は、有体物の医療機器と同様に、汎用コンピュータや携帯情報端末等にイン
ストールされた有体物の状態で人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること又は人の身
体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされているもの体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされているもの。

• ただし、施行令別表第1により、プログラム医療機器については、機能の障害等が生じた場合でも
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ものは、医療機器の範囲から除外されて
いるため 該当性の判断に当たっては この影響を勘案することが必要であるいるため、該当性の判断に当たっては、この影響を勘案することが必要である。

• 無体物である特性等を踏まえ、人の生命及び健康や機能に与える影響等を考慮し、プログラム医
療機器の該当性の判断を行うに当たり、次の２点について考慮すべきものであると考えられる。

（1）プログラム医療機器により得られた結果の重要性に鑑みて疾病の治療、診断等にどの程度寄
与するのか。

（2）プログラム医療機器の機能の障害等が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与える
おそれ（不具合があった場合のリスク）を含めた総合的なリスクの蓋然性がどの程度あるか。

• 以上を踏まえ、該当性が明確でない汎用コンピュータ等に組み込まれて使用されるプログラムにつ
いて、(1)医療機器に該当すると考えられるプログラム及び(2)医療機器に該当しないと考えられるプ
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ログラムの代表的なものについて、別添のとおり、例示する。
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２．臨床研究等における取扱いについて

医師又は歯科医師が主体的に実施する妥当な臨床研究において用いられる医療機器の提供に
ついては、医薬品医療機器等法が適用されない場合があるので、その取扱いについては

「臨床研究において用いられる未承認医療機器の提供等に係る薬事法の適用について」（平成22
年3月31日付け薬食発0331第7号厚生労働省医薬食品局長通知）

及び及び

「臨床研究において用いられる未承認医療機器の提供等に係る薬事法の適用について」に関する
質疑応答集(Q&A)について」（平成23年3月31日付け薬食監麻発0331第7号厚生労働省医薬食品
局監視指導・麻薬対策課長通知）局監視指導 麻薬対策課長通知）

を参照されたい。

なお、個々の具体的な事例における医薬品医療機器等法の適用につき判然としない場合には、

監視指導 麻薬 策 相談 等を れを す監視指導・麻薬対策課において相談・助言等を行っていることから、これを活用すること。

＜追加説明＞
人を対象とする医学系研究については「疫学研究に関する倫理指針」及び「臨床研究に関する倫理指
針」があった 近年の研究の多様化に伴い 両指針の適用関係が不明確になってきたことや 研究を針」があった、近年の研究の多様化に伴い、両指針の適用関係が不明確になってきたことや、研究を
めぐる不正事案が発生したこと等を踏まえて見直しの検討を行い「人を対象とする医学系研究に関す
る倫理指針」（平成26年文部科学省・厚生労働省告示第３号）として両指針を統合された。
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(1)医薬品医療機器等法において医療機器に該当するプログラム(1)

１）医療機器で得られたデータ（画像を含む）を加工・処理し、診断又は治療に用いるための指標、
画像、グラフ等を作成するプログラム

① 診断に用いるため、画像診断機器で撮影した画像を汎用コンピュータ等に表示するプログラム（
診療記録としての保管・表示用を除く）

② 画像診断機器で撮影した画像や検査機器で得られた検査データを加工・処理し、病巣の存在す② 画像診断機器で撮影した画像や検査機器で得られた検査デ タを加工 処理し、病巣の存在す
る候補位置の表示や、病変又は異常値の検出の支援を行うプログラム(CADe（Computer-Aided 
Detection）)

③ CADe 機能に加え 病変の良悪性鑑別や疾病の進行度等の定量的なデータ 診断結果の候補③ CADe 機能に加え、病変の良悪性鑑別や疾病の進行度等の定量的なデータ、診断結果の候補
やリスク評価に関する情報等を提供して診断支援を行うプログラム（CADx（Computer-Aided 
Diagnosis））

④ 放射性医薬品等を用いて核医学診断装置等で撮影した画像上の放射性医薬品等の濃度の経④ 放射性医薬品等を用いて核医学診断装置等で撮影した画像上の放射性医薬品等の濃度の経
時的変化データを処理して生理学的なパラメータ（組織血流量、負荷応答性、基質代謝量、受容
体結合能等）を計算し、健常人群等との統計的な比較を行うプログラム

⑤ デ⑤ 簡易血糖測定器等の医療機器から得られたデータを加工・処理して糖尿病の重症度等の新た
な指標の提示を行うプログラム

⑥ 一つ又は複数の検査機器から得られた検査データや画像を加工・処理し、診断のための情報を
提示するプログラム（例えば、眼底カメラ、眼撮影装置、その他眼科向検査機器から得られた画
像や検査データを加工・処理し、眼球の組織・細胞や層構造について、形状・面積・厚さ・体積・
濃度・色等を表示、形態情報との相関比較を行うプログラム）
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(1)医薬品医療機器等法において医療機器に該当するプログラム(2)

2) 治療計画・方法の決定を支援するためのプログラム（シミュレーションを含む）

① CT等の画像診断機器から得られる画像データを加工・処理し、歯やインプラントの位置のイメー① CT等の画像診断機器から得られる画像デ タを加工 処理し、歯やインプラントの位置のイメ
ジ画像の表示、歯科の矯正又はインプラント治療の術式シミュレーションにより、治療法の候補の
提示及び評価・診断を行い、治療計画の作成、及び期待される治療結果の予測を行うプログラム

② 放射線治療における患者への放射線の照射をシミュレーションし 人体組織における吸収線量② 放射線治療における患者への放射線の照射をシミュレ ションし、人体組織における吸収線量
分布の推定値を計算するためのプログラム（RTPS（放射線治療計画システム））

③ 画像を用いて脳神経外科手術、形成外科、耳鼻咽喉科、脊椎外科等の手術をナビゲーションす
るためのプログラムるためのプログラム

④ CT等の画像診断機器で撮影した画像を加工・処理して、整形外科手術の術前計画を作成する
ためのプログラム

⑤ 画像診断機器や検査機器で得られたデータを加工・処理し、手術結果のシミュレーションを行い
、術者による術式・アプローチの選択の支援や、手術時に手術機器で使用するパラメータの計算
を行うプログラム（例えば、角膜トポグラフィ機能をもつレフラクト・ケラトメータで取得した角膜形
状データを基に、屈折矯正手術における角膜不正成分を考慮した手術結果のシミュレーションを
行い、レーザの照射データを作成するプログラム（屈折矯正手術レーザ照射データ作成プログラ
ム））

⑥ 患者の体重等のデータから麻酔薬の投与量を容易な検証ができない方法により算出し、投与を
支援するプログラム
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(2)医薬品医療機器等法において医療機器に該当しないプログラム(1)

１）医療機器で取得したデータを、診療記録として用いるために転送、保管、表示を行うプログラム

① 医療機器で取得したデータを 可逆圧縮以外のデータの加工を行わずに 他のプログラム等に① 医療機器で取得したデ タを、可逆圧縮以外のデ タの加工を行わずに、他のプログラム等に
転送するプログラム（データ表示機能を有しないデータ転送プログラム）

② 診療記録として患者情報及び検査情報の表示、編集を行うために、医療機器で取得したデータ
のデータフォーマットの変換 ファイルの結合等を行うプログラムのデータフォーマットの変換、ファイルの結合等を行うプログラム

③ CT等の画像診断機器で撮影した画像を診療記録のために転送、保管、表示するプログラム

④ 検査項目の入力、表示、出力を行い、患者ごとの複数の検査結果を継時的に保管・管理するプ
ログラム

⑤ 事前に入力した患者IDや氏名等のパラメータを複数の医療機器に転送し、設定するプログラム（
パラメータそのものは加工せず転送するものに限る）ラメ タそのものは加 せず転送するものに限る）

2) データ（画像は除く）を加工・処理するためのプログラム（診断に用いるものを除く）

① 医療機器で得られたデータを加工・処理して、汎用コンピュータ等で表示するプログラム（例えば
、睡眠時無呼吸症候群の在宅治療で使用するCPAP(持続式陽圧呼吸療法)装置のデータ（無呼
吸・低呼吸指数、供給圧力、使用時間等）を、SDカード等から汎用コンピュータ等で読み込み一
覧表等を作成・表示するプログラム）

② 腹膜透析装置等の医療機器を稼働させるための設定値パラメータ又は動作履歴データを用い
て、汎用コンピュータ等でグラフの作成、データの表示、保管を行うプログラム

③ 検査データの有意差検定等の統計処理を行うプログラム

All Rights Reserved Copyright JIRA
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③ 検査デ タの有意差検定等の統計処理を行うプログラム
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(2)医薬品医療機器等法において医療機器に該当しないプログラム(2)

3）教育用プログラム

① 医学教育の一環として 医療関係者がメディカルトレーニング用教材として使用する 又は以前① 医学教育の 環として、医療関係者がメディカルトレ ニング用教材として使用する、又は以前
受けたトレーニングを補強するために使用することを目的としたプログラム

② 教育の一環として、手術手技の実施状況を撮影し、手術室外の医局等のディスプレイ等にビデ
オ表示することでライブ情報を共有させるためにデジタル画像を転送・表示させるためのプログラオ表示することでライブ情報を共有させるためにデジタル画像を転送・表示させるためのプログラ
ム

4）患者説明用プログラム

① 患者へ治療方法等を説明するため、アニメーションや画像により構成される術式等の説明用プ
ログラム

） プ グ5）メンテナンス用プログラム

① 医療機器の消耗品の交換時期、保守点検の実施時期等の情報を転送、記録、表示するプログ
ラム（医療機関内の複数の医療機器の使用状況等をネットワーク経由で記録・表示させるプログ
ラムを含む）

② 輸液ポンプ等の医療機器の動作履歴や稼働状況の自己点検プログラム

③ 内視鏡洗浄消毒器等の医療機器の運転履歴 機器ID 担当者ID等を記録・表示するプログラム③ 内視鏡洗浄消毒器等の医療機器の運転履歴、機器ID、担当者ID等を記録・表示するプログラム
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(2)医薬品医療機器等法において医療機器に該当しないプログラム(3)

6）院内業務支援プログラム

① インターネットを利用して診療予約を行うためのプログラム① を 用 診療 約を行う ラ

② 総合コンピュータシステム（レセコン・カルテコン）において、入力されたカルテ情報から情報提供
用文書の出力、受付、会計業務、レセプト総括発行等の集計作業を行うプログラム

③ 医療機器の販売管理 在庫管理 入出庫管理 設置場所の管理のためのプログラム③ 医療機器の販売管理、在庫管理、入出庫管理、設置場所の管理のためのプログラム

④ 医療機器の添付文書の集中管理を行うため、複数の医療機器の添付文書を保管・表示するプ
ログラム

健康管 プ グ7）健康管理用プログラム

① 日常的な健康管理のため、個人の健康状態を示す計測値（体重、血圧、心拍数、血糖値等）を
表示、転送、保管するプログラム

② 電子血圧計等の医療機器から得られたデータを転送し、個人の記録管理用として表示、保管、
グラフ化するプログラム

③ 個人の服薬履歴管理や母子の健康履歴管理のために、既存のお薬手帳や母子手帳の情報
の一部又は全部を表示、記録するプログラム

④ 個人の健康履歴データを単なる記録のために健康管理サービス提供者と共有するプログラム（
診断に使用しないものに限る）

⑤ 携帯情報端末内蔵のセンサ等を利用して個人の健康情報（体動等）を検知し、生活環境の改善
を目的として家電機器などを制御するプログラム

⑥ 携帯情報端末内蔵のセンサ等を利用して個人の健康情報（歩数等）を検知し、健康増進や体力
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⑥ 携帯情報端 蔵 等を 用 健康情報（歩数等）を検 、健康増 体
向上を目的として生活改善メニューの提示や実施状況に応じたアドバイスを行うプログラム
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(2)医薬品医療機器等法において医療機器に該当しないプログラム(4)

7）健康管理用プログラム(続き）

⑦ 健康診断のため、氏名等の受診者情報、受付情報、検査項目、検査機器の使用状況や問診す⑦ 健康診断のため、氏名等の受診者情報、受付情報、検査項目、検査機器の使用状況や問診す
る医師のスケジュール等健康診断の実施に関する情報及び健康診断の検査・診断データを管理
し、健康診断の結果の通知表を作成するプログラム

⑧ 健康診断の結果を入力、保管、管理し、受診者への報告用データや結果を表形式等に作成する⑧ 健康診断の結果を入力、保管、管理し、受診者 の報告用デ タや結果を表形式等に作成する
プログラム

⑨ 保健指導の指導状況を入力、保管、管理し、実績報告のためのデータを作成するプログラム

⑩ 健康診断の問診結果 受診者の生活習慣関連情報 生活習慣改善の指導状況 改善状況に関⑩ 健康診断の問診結果、受診者の生活習慣関連情報、生活習慣改善の指導状況、改善状況に関
する情報を入力、保管、管理し、生活習慣の改善のために学会等により予め設定された保健指
導の助言候補から該当候補を提示するプログラム

8) 般医療機器（機能の障害等が生じた場合でも人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほ8) 一般医療機器（機能の障害等が生じた場合でも人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほ
とんどないもの）に相当するプログラム（新施行令により、医療機器の範囲から除外されるもの）

① 汎用コンピュータや携帯情報端末等を使用して視力検査及び色覚検査を行うためのプログラム
（ 般医療機器の「視力表」や「色覚検査表」と同等の機能を発揮するプログラム）（一般医療機器の「視力表」や「色覚検査表」と同等の機能を発揮するプログラム）

② 携帯情報端末内蔵のセンサ等を用いて、体動を検出するプログラム（一般医療機器の「体動セ
ンサ」と同等の機能を発揮するプログラム）

③ 「ディスクリート方式臨床化学自動分析装置」等の一般医療機器である分析装置から得られた測
定値を転送、保管、表示（グラフ化）するプログラム

④ 添付文書の用法用量・使用上の注意や、治療指針、ガイドラインなど公知の投与量の増減に対
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④ 添付文書 用法用量 使用 注意 、治療指針、 ラ な 投与量 増減 対
応する薬剤の投与量を提示するプログラム（薬物投与支援用プログラム）

2016/11/14 平成２８年度広島県医薬品等製造販売（製造）業管理者等講習会

該当性の検討は？

通知は考え方をのべているもの

類似の内容があるか？

・医師が使用する 医療機器は医師等医療関係者医師が使用する

参考 す

医療機器は医師等医療関係者
が使用するもの

診断 使用す・参考にするもの 診断のために使用するもの

判 迷う 合 都道府 薬務主管部（ ） 生労働省判断に迷う場合は、都道府県の薬務主管部（局）又は、厚生労働省
医薬・生活衛生局医療機器審査管理課、監視指導・麻薬対策課等へ
問い合わせてください
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４．一般的名称・認証基準般 準
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医療機器プログラムの一般的名称 Ⅰ

H26.11.25の法の施行に合わせて、次の医療機器プログラムの一般的名称、150件を定めた。

これらは、認証基準がある一般的名称の内、医療機器プログラムとして、単体で医療機器
化する可能性があるものを選択し、合わせて認証基準も制定している。

この扱いは、認証基準を制定しておかないと、ハード込の医療機器は認証とできるが、
装置 付帯的機能 ある画像処理を単独 「医療機器プ グ ム と 扱うと承認装置の付帯的機能である画像処理を単独で「医療機器プログラム」として扱うと承認に
なる（？）ことへの対応として行われた。

一部を取り出す部を取り出す

X線CT装置：認証 医療機器プログラム：
承認＝＞認証 扱いに！

All Rights Reserved Copyright JIRA
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承認＝＞認証 扱いに！
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医療機器 機械器具とプログラムの機能は？

医療機器（機械器具）
患者さんから診断等のために
情報を収集し診療に提供

医療機器（プログラム）
他の医療機器で収集されたデータを
さらに処理して診療にために提供さらに処理して診療にために提供

診療

データを処理

データを収集・処理デ タを収集 処理
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認証基準がある一般的名称の「○○用プログラム」について

別
表
番

医療機器の名称
日本工業規
格・・・

使用目的、効能又は効果
○○用プログラム

名称（案）
定義（案）

業界で検討案より抜粋

番
号

格・・・ 名称（案）

15 １ 部位限定Ｘ線ＣＴ診断
装置

２ 全身用Ｘ線ＣＴ診断装
置

Ｚ4751-2-44
又は
IEC60601－2－
44

患者に関する多方向からのＸ線透
過信号をコンピュータ処理し、再
構成画像を診療のために提供する
こと。

部位限定及び/又は
全身用Ｘ線ＣＴ診断
装置用プログラム

部位限定Ｘ線ＣＴ診断装置、全身用Ｘ線
ＣＴ診断装置で得られた情報を更に処理
して診療のために提供するプログラムで
ある。置 44 こと。 ある。

33 １ 連続測定電子体温計
２ 再使用可能な能動型機

器接続体温計プローブ
３ 人体開口部単回使用体

温計プローブ

Ｔ0601－1 人体の開口部内又は体表面の温度
について、体温計、その温度プ
ローブ、変換アダプタ又はその組
合せた測温部を接触又は位置させ、
連続的に体温やその変化を測定し

連続測定電子体温計
用プログラム

各種体温データをさらに処理して診断に
寄与する単体プログラム

温計プロ ブ 連続的に体温やその変化を測定し、
デジタル表示すること。

53 １ 眼底カメラ Ｔ0601－1 被検眼に接触せずに瞳孔を通じて
眼底を観察、撮影又は記録し，眼
底画像情報を診断のために提供す
ること。

眼底カメラ用プログ
ラム

眼底カメラで撮影した眼底画像情報をさ
らに処理して診断のために提供するプロ
グラム。

ること。

414 １ 電動式液晶サーモグラ
フィ装置

T0601-1 体表温度分布を計測、表示又は分
析するために用いること。

電動式液晶サーモグ
ラフィ装置用プログ
ラム

サーモグラフィ装置で得られた記録デー
タをさらに処理して診断に寄与する単体
プログラム

５ 汎用画像診断装置ワー
クステーション

汎用画像診断装置
ワークステーション

汎用画像診断装置ワークステーションを
構成するプログラムをいう 病態に係わクステ ション ワ クステ ション

用プログラム
構成するプログラムをいう。病態に係わ
る判断、評価又は診断を行うための情報
を提供する機能を有するものに限る。

594 1 心臓運動負荷モニタリン
グシステム

T0601-1 運動中の心電図の測定及び記録に
用いること。

心臓運動負荷モニタ
リングシステム用プ
ログラム

心臓運動負荷モニタリングシステムによ
り得られた記録データをさらに処理して
診断に寄与する単体プログラムログラム 診断に寄与する単体プログラム

595 1 心電・血圧ホルタ記録器 T0601-1 長時間の心電図及び血圧の測定及
び記録に用いること。

心電・血圧ホルタ記
録器用プログラム

心電・血圧ホルタ記録器により得られた
記録データをさらに処理して診断に寄与
する単体プログラム

600 1 観血血圧モニタ T0601-1 血圧を観血的に測定及び表示する 観血血圧モニタ用プ 観血血圧モニタにより得られた記録デー
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600 1 観血血圧モニタ T0601 1 血圧を観血的に測定及び表示する
こと。

観血血圧モニタ用プ
ログラム

観血血圧モニタにより得られた記録デ
タをさらに処理して診断に寄与する単体
プログラム
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一般的名称の追加 H26.11.25（1）

クラス分類告示

コード 一般的名称

クラス
分類

特定
保守

設置
管理

修理
区分別表

第1
別表
第2

別表
第3

1806 37626032 汎用Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ - -1806 37626032 汎用Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ

1807 37626042 汎用一体型Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ - -

1808 70001012 乳房撮影組合せ型Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ - -

1809 37621032 汎用Ｘ線透視診断装置用プログラム Ⅱ - -

1810 37621042 汎用一体型Ｘ線透視診断装置用プログラム Ⅱ - -

1811 37612012 循環器用Ｘ線透視診断装置用プログラム Ⅱ - -

1812 37630012 乳房用Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ - -

1813 37615012 泌尿器・婦人科用Ｘ線透視診断装置用プログラム Ⅱ - -

1814 37675032 腹部集団検診用Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ - -

1815 37627052 胸部集団検診用Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ - -1815 37627052 胸部集団検診用Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ

1816 37627062 胸･腹部集団検診用Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ - -

1817 37675042 腹部集団検診用一体型Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ - -

1818 37627072 胸部集団検診用一体型Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ - -

1819 37627082 胸･腹部集団検診用一体型Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ - -

1820 70002012 歯科用パノラマＸ線診断装置用プログラム Ⅱ - -

1821 37668012 歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ - -

1822 37636012 口外汎用歯科Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ - -

1823 37677032 頭蓋計測用Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ - -

1824 37677042 頭蓋計測用一体型Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ1824 37677042 頭蓋計測用一体型Ｘ線診断装置用プログラム Ⅱ - -

1825 37619012 Ｘ線ＣＴ診断装置用プログラム Ⅱ - -

1826 70006012 アーム型Ｘ線ＣＴ診断装置用プログラム Ⅱ - -

1827 40640012 ガンマカメラ用プログラム Ⅱ - -

1828 40642012 ＳＰＥＣＴ装置用プログラム Ⅱ - -

1829 40644012 核医学診断用ポジトロンＣＴ装置用プログラム Ⅱ - -

1830 36208012 超音波画像診断装置用プログラム Ⅱ - -

1831 40779012 超音波骨密度測定装置用プログラム Ⅱ - -

1832 37611012 ＭＲ装置用プログラム Ⅱ - -

1833 70023012 コンピ ーテッドラジオグラフ用プログラム Ⅱ
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1833 70023012 コンピューテッドラジオグラフ用プログラム Ⅱ - -

1834 70026012 Ｘ線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ用プログラム Ⅱ - -

1835 14032032 連続測定電子体温計用プログラム Ⅱ - -
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医療機器プログラムの一般的名称 Ⅱ

厚生労働省告示第422号（H27.10.09）にて、承認申請に基づき、新たな名称が追加された。
その後数回追加されている

該当する一般的名称がない場合、その旨を記載し申請し、承認時に新たに一般的名称
（クラス分類、定義等）が制定される

H28.10.20現在

クラス分類告示
コード 一般的名称

クラ
ス分
類

特定
保守

設置
管理

修理
区分別表

第1
別表
第2

別表
第3

イリ 薬物動態解析プ グ1111 61215003 ハイリスク薬物動態解析プログラム Ⅲ － －

1112 41049003 腹膜透析用治療計画プログラム Ⅲ － －

1113 40887003 放射線治療計画プログラム Ⅲ － －

1114 40887013 放射線治療用QAQCプログラム Ⅲ － －

1115 71039003 眼科手術用治療計画プログラム Ⅲ － －

1120 71052003 電気刺激治療装置用パラメータ選択プログラム Ⅲ － －

1127 71052003 植込み能動型機器管理用プログラム Ⅲ － －

1960 71040002 呼吸装置治療支援プログラム Ⅱ － －装置治 援

1961 71041002 骨強度分析プログラム Ⅱ － －

1962 71042002 コンタクトレンズ選択支援プログラム Ⅱ － －

1963 71043002 歯科インプラント用治療計画支援プログラム Ⅱ － －

1964 71044002 歯科矯正用治療支援プログラム Ⅱ － －1964 71044002 歯科矯正用治療支援プ グラム Ⅱ

1965 58120002 創外固定器治療計画支援プログラム Ⅱ － －

1966 71045002 糖尿病診断補助プログラム Ⅱ － －

1967 71046002 末梢血流量評価プログラム Ⅱ － －

1968 71047002 ICG検査用画像解析プログラム Ⅱ － －
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1968 71047002 ICG検査用画像解析プログラム Ⅱ

1976 61213002 循環動態解析プログラム Ⅱ － －
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機械器具とプログラムの定義等の比較（１）

医療機器 プログラム医療機器

一般的名称 全身用X線ＣＴ診断装置 Ｘ線ＣＴ診断装置用プログラム般的名称 全身用X線ＣＴ診断装置 Ｘ線ＣＴ診断装置用プログラム

体のどの部分でも撮影できる十分な大きさのガ
ントリーを備えた診断用Ｘ線コンピュータ断層
撮影（CT）装置をいう。複数のＸ線管と検出器
の固定式環状配列を1個以上備えた設計又は

部位限定Ｘ線ＣＴ診断装置、全身用Ｘ線ＣＴ診
断装置から得られた情報をさらに処理して診断
等のために使用する医療機器プログラム。当該
プ グラムを記録した記録媒体を含む場合もあ

定義

の固定式環状配列を1個以上備えた設計又は、
ガントリーの映像範囲内で中心軸の周りを高速
で回転する単一又は複数のＸ線管と検出器のア
センブリを用いた設計が含まれる。2次元又は3
次元の画像を生成することに加え 体位に対す

プログラムを記録した記録媒体を含む場合もあ
る

次元の画像を生成することに加え、体位に対す
る角度を複数指定してスパイラルCTや他の特殊
な撮影を行うこともできる。情報の取り込み、
画像の再構成、及び表示については、様々なデ
ジタル技術が利用されるジタル技術が利用される。

認証
基準

規格
Ｚ4751－2－44 又は
ＩＥＣ60601－2－44

Ｚ4751－2－44 又は
ＩＥＣ60601－2－44

使用目的
患者に関する多方向からのＸ線透過信号をコン 患者に関する多方向からのＸ線透過信号をコン基準 使用目的

又は効果

患者に関する多方向からのＸ線透過信号を ン
ピュータ処理し、再構成画像を診療のために提供
すること。

患者に関する多方向からのＸ線透過信号を ン
ピュータ処理し、再構成画像を診療のために提供
すること。
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機械器具とプログラムの定義等の比較（２）

医療機器 プログラム医療機器

般的名称
汎用画像診断装置ワークステーション 汎用画像診断装置ワークステーション用プログ

一般的名称
汎用画像診断装置ワ クステ ション 汎用画像診断装置ワ クステ ション用プログ

ラム

デジタルＸ線装置、Ｘ線コンピュータ断層撮影
装置(CT)、透視検査装置、磁気共鳴画像(MRI)
装置 ガンマカメラ PET装置 SPECT装置など

汎用画像診断装置ワークステーションを構成す
るプログラムであり、得られた情報をさらに処
理して診断等のために使用する医療機器プログ装置、ガンマカメラ、PET装置、SPECT装置など

の画像診断装置とともに使用するよう設計され
ている独立型の汎用画像処理ワークステーショ
ンをいう。ハードの種類、構成は問わない。
PACS装置のコンポーネントの一つと見なされる

理して診断等のために使用する医療機器プログ
ラム。当該プログラムを記録した記録媒体を含
む場合もある。

定義

PACS装置のコンポーネントの つと見なされる
ことがある。通常、画像装置を直接操作するた
めのコントロールを備えていない点で、オペ
レータコンソールとは異なる。本品は、オンラ
インとオフラインの双方でデータの受渡しが可インとオフラインの双方でデ タの受渡しが可
能であり、一般にオペレータコンソールから離
れた場所に配置されている。各画像装置で収集
された患者の画像や情報をさらに処理したうえ
で、表示する機能を提供できる機器構成になっ、表示す 機能 提供 き 機器構成 な
ている。病態に係わる判断、評価又は診断を行
うための情報を提供する機能を有するものに限
る。

規格 JIS C6950-1 JIS C6950-1

認証
基準

規格 JIS C6950-1 JIS C6950-1 

使用目的
又は効果

画像診断装置等から提供された人体の画像情報を
コンピュータ処理し、処理後の画像情報を診療の
ために提供すること（自動診断機能を有するもの

除 ）

画像診断装置等から提供された人体の画像情報を
コンピュータ処理し、処理後の画像情報を診療の
ために提供すること（自動診断機能を有するもの
除 ）
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を除く。）。 を除く。）。
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医療機器プログラムの承認・認証状況 （承認：2016.11.21. 公表まで、
認証：2016.09.30 公表まで）

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 総計
放射線治療計画プログラム 1 1 1 1 4
眼科手術用治療計画プログラム 1 1 2
呼吸装置治療支援プログラム 2 2
骨強度分析プログラム 1 1

2015（H27） 2016（H28)
一般的名称

骨強度分析プログラム 1 1
歯科矯正用治療支援プログラム 1 1
循環動態解析プログラム 1 1
植込み能動型機器管理用プログラム 1 1
創外固定器治療計画支援プログラム 1 1
電気刺激治療装置用パラメータ選択プログラム 1 1

像診断装置 ク シ プ グ ム汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム 1 1
腹膜透析用治療計画プログラム 1 1

承認　計 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 16
汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム 1 2 13 9 8 2 7 10 3 7 3 1 4 1 2 2 2 77
眼撮影装置用プログラム 2 2 1 1 4 2 1 1 14
パルスオキシメータ用プログラム 1 2 1 1 1 6ル オキシ タ用 グラ
Ｘ線画像診断装置ワークステーション用プログラム 3 1 1 5
長時間心電用データレコーダ用プログラム 2 1 1 1 5
セントラルモニタ用プログラム 4 4
眼底カメラ用プログラム 1 2 1 4
自動視野・眼撮影装置用プログラム 1 1 1 3
睡眠評価装置用プログラム 2 1 3睡眠評価装置用プログラム 2 1 3
超音波装置ワークステーション用プログラム 1 2 3
歯科診断用口腔内カメラ用プログラム 1 1 2
脳波計用プログラム 1 1 2
発作時心臓活動記録装置用プログラム 1 1 2
ＭＲ装置ワークステーション用プログラム 1 1

プ グＳＰＥＣＴ装置用プログラム 1 1
Ｘ線ＣＴ診断装置用プログラム 1 1
ホルタ解析装置用プログラム 1 1
医用電子血圧計用プログラム 1 1
筋電計用プログラム 1 1
経皮血中ガス分析装置・パルスオキシメータ組合せ生体現象監視用機器用プログラム 1 1経皮血中ガス分析装置 パルスオキシメ タ組合せ生体現象監視用機器用プ グラム 1 1
口外汎用歯科Ｘ線診断装置用プログラム 1 1
骨Ｘ線吸収測定装置用プログラム 1 1
歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線診断装置用プログラム 1 1
心電図電話伝送装置用プログラム 1 1
多項目モニタ用プログラム 1 1
体成分分析装置用プログラム 1 1
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体成分分析装置用プログラム 1 1
超音波画像診断装置用プログラム 1 1
汎用心電計用プログラム 1 1

認証　計 3 10 15 17 12 7 15 15 3 8 7 6 6 5 4 3 3 6 145
合計 3 10 15 17 12 7 15 15 4 10 10 7 8 6 5 4 3 1 7 1 1 0 161

医療機器プログラムの承認・認証状況 （承認：2016.11.21 公表まで、
認証：2016.08.31 公表まで）

類別名称：
プ01 疾病診断用プログラム ２７
プ02 疾病治療用プログラム ９
プ 疾病 防 プ グ

一般的名称からみた、機能等による承認・認証件数

プ03 疾病予防用プログラム ０

プ02, 
9 治療計画, 

管理, 1、0.6%

プ01, 
27

25％

画像(写真）

処理, 21
13 0%

11
6.8%

75％

画像処理, 92,

13.0%

類別名称：承認・認証件数 57.1%

データ処理, 36
22.4%

承認, 16

9.9%

認証, 145

90 9%
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90.9%
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５．医療機器プログラムの
販売時の扱い販売時の扱い
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医療機器プログラムの広告（新設）

医療機器の販売業者は、医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供することについて
広告をす 次 掲げ 事 を表 す す広告をするときは、次に掲げる事項を表示することとする。

① 販売業者の氏名又は名称及び住所

② 電話番号その他連絡先② 電話番号そ 他連絡先

③ その他必要な事項

○○プログラム
ダウンロード販売

製造販売業者には求められていないので、カタログ
の作成等は可能

（広告）
医療機関への販売は、販売業の行為として行う必要
がある。

販売業者 ○○株式会社
東京都○○区東京都○○区・・・

TEL 03-××××
E-mail ・・・・・＠・・・.co.jp
その他必要な事項
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医療機器プログラムに関する表示の特例（新設）

① 医療機器プログラムを記録した記録媒体については、法第63条第1項各号（直接の容器等の記載事項）に

規定する事項は 当該記録媒体又は当該記録媒体の直接の容器若しくは被包に記載することに加え 当該規定する事項は、当該記録媒体又は当該記録媒体の直接の容器若しくは被包に記載することに加え、当該
医療機器プログラムとともに、当該医療機器プログラムを使用する者が容易に閲覧できる方法で当該事項を
記録した電磁的記録を提供しなければならない。

両方の表示対応が必要

メディアへの法定表示

（記録媒体又は直接の

画面への法定表示

医療機器プログラム（記録媒体 直接
容器若しくは被包） 画面で確認できること

医療機器 グラ

販 売 名：○○○
製造販売業者：○○○○○○○

△△△△

・
・

△△△△
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医療機器プログラムに関する表示の特例（新設）

② 電気通信回線を通じて提供される医療機器プログラムについては、法第63条第1項各号（直接の容器等の

記載事項）に規定する事項の記載は、次に掲げるところにより当該事項の情報が当該医療機器プログラム
を使用する者に対して提供されることをもってこれに代えることができる。を使用する者に対して提供されることをもってこれに代えることができる。

イ 当該医療機器プログラムの販売業者が、当該医療機器プログラムを使用する者が電気通信回線を通じて
当該医療機器プログラムの提供を受ける前に、当該事項の情報を提供すること。

ロ 当該医療機器プログラムの製造販売業者が、当該医療機器プログラムを使用する者が容易に閲覧でき当該医療機器プ グラ の製造販売業者が、当該医療機器プ グラ を使用する者が容易に閲覧でき
る方法で当該事項の情報を記録した電磁的記録を当該医療機器プログラムとともに提供すること。

ダウンロ ド販売 両方 表ダウンロード販売
の場合

ダウン ド前に確認

医療機器プログラム
インストール後

必要に応じて確認

両方の表示
が必要

販売業者の画面

ダウンロード前に確認

販 売 名：○○○
製造販売業者：○○○
・

インストール後の

必要に応じて確認

販 売 名：○○○
製造販売業者：○○○
・

ダウンロード前
に法定表示が
確認できること

・ インストール後の
画面

法定表示事項を
画面で確認でき

・

画面で確認でき
ること
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医療機器プログラムの添付文書の取扱いに関する特例

添付文書等記載事項が電磁的記録として当該医療機器プログラム内に組み込まれている医療機器プログラ
ムについては 法第63条の2第1項（添付文書等の記載事項）の規定にかかわらず 添付文書等記載事項がムについては、法第63条の2第1項（添付文書等の記載事項）の規定にかかわらず、添付文書等記載事項が
記載されていることを要しないこととする。

電磁的提供いずれか 電磁的提供
画面へ添付文書
記載事項を表示

いずれか
紙面で提供

医療機器プログラム

添付文書

医療機器 グラ

添付文書記載事項
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製造工程 ～ 販売：記録媒体での提供

ソフトウェアの設計開発
ISO13485/IEC62304等に従う

製造販売業

ユーザー

開発計画
リリース

商品企画
ザ

市場出

要求分析
システム試験 薬事手続

市場出
荷判定構造設計

詳細設計
結合および試験

詳細設計

コーディングおよび試験

メディア
販売

記録媒体
作成 販売

コ ディングおよび試験

(13485/62304等の範囲) <ハード・ソフト共通>
①有効性/安全性の確認

外部委託可能

①有効性/安全性の確認
②動作環境の指定
③必要な情報の提供
この部分は、ソフト薬事でも変わらない。 ラベリング

業態
不要
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販売業／貸与業
製造業（設計）

製造業（国内における
最終製品の保管）
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製造工程 ～ 販売：電気通信回線を通じて提供

ソフトウェアの設計開発
ISO13485/IEC62304等に従う

製造販売業

ユーザー

開発計画
リリース

商品企画

市場出

要求分析
システム試験 薬事手続

市場出
荷判定構造設計

詳細設計
結合および試験

販売
詳細設計

コーディングおよび試験

販売
契約 Download

コ ディングおよび試験

(13485/62304等の範囲) <ハード・ソフト共通>
①有効性/安全性の確認

外部委託可能
販売
（ Download)

マスターファイ
ル①有効性/安全性の確認

②動作環境の指定
③必要な情報の提供
この部分は、ソフト薬事でも変わらない。

業態
不要

（ Download)

サーバーe-ラベリング
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販売業
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電気通信回線を通じて提供（downloadの扱い）

製造販売業

商品企画

ユーザー

市場出

薬事手続

インストール
販売業からのD l d市場出

荷判定
・販売業からのDownload
・販売業が指定したところからのDownload

どちらか
販売
契約

ストア

サイバーモール
（販売業が指定する扱い、
クサイバーモール会社
は業態は不要）

どちらか

販売
（ Download)

マスター
ファイル 販売業の記録

高度／管理 での記録

は業態は不要）

e‐ラベリング サーバー
高度／管理 での記録
販売台数の管理
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６．使用環境（クラウド等）使用環境（ ）
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使用環境に関する検討事項（１）

医療機器プログラムは、サーバーに置かれるが、使用時に個別PC側で処理される。医療機器プ グラムは、サ に置かれるが、使用時に個別 側で処理される。

ユーザー

医療機器
プログラム

医療機器
プログラム

ユ ザ

プログラム

動作時にプログラムを都度

クラウド
（販売業が指
定する扱い、
クラウドサービ 動作時に グラ を都度

Downloadして使用：都度販売と考える
クラウドサービ
ス会社は業態
は不要）

ユ ザ

販売業の記録

ユーザー

販売業
販売業の記録
高度／管理 での記録
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使用環境に関する検討事項（２）

医療機器プログラムは、サーバーに置かれ、個別PCからサーバーにある医療機器
プログラムを直接操作し、データをセットし、処理結果を得る

ユーザー

データ医療機器
プログラム

ユ ザ

結果

操作し結果を得る

プログラム

クラウド
（販売業が指
定する扱い、

データを送り処理結果を返す

定する扱 、
クラウドサー
ビス会社は業
態は不要）

ユ ザユーザー

販売業業の記録販売業業の記録
高度／管理 での記録販売業
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使用環境に関する検討事項（３） （確認中）

医療機器プログラムは、サーバーに置かれ、個別PCからデータ転送用プログラムで
データを送り サーバーで処理し その結果を戻す ユーザーは直接医療機器プロデータを送り、サーバーで処理し、その結果を戻す。ユーザーは直接医療機器プロ
グラムを操作しない。

ユーザー

医療機器
プログラム

ユ ザ

プログラム
クラウド
(クラウドサービス
会社は業態は不
要)

データ転送
用プログラム

データを送り、処
理結果を返す

要)

ユ ザ

用プログラム

ユーザー
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医療機器プログラムの使用等について（確認中）

承認・認証された医療機器プログラム承認 認証された医療機器プ グラ
を国外の解析センターやクラウド等で処理！

外国での処理は？

本件は 薬機法 扱 はな本件は、薬機法の扱いではな
く、医療法や個人情報保護法の
扱いと、考えられる

行政通知「診療録等の保存を行う場所について」の一部
改正について（医政発0325 第15 号 H25.03.25)にて、法
令対応が求められている＝＞国内か？

All Rights Reserved Copyright JIRA
432016/11/14 平成２８年度広島県医薬品等製造販売（製造）業管理者等講習会

参考情報 個人情報保護法の改正

「個人情報保護法に改正について」（2016.02） 個人情報保護委員会 資料より

このような
扱いか？
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法令・行政通知等の掲載

厚労省HP厚労省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045726.html

PMDA：基準等掲載ＨＰ
http://www.std.pmda.go.jp/stdDB/index.html

http://www pmda go jp/review services/drug reviews/about reviews/devices/0040 htmlhttp://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0040.html

医機連：三者協議会 Bulletin医機連 者協議会
http://www.jfmda.gr.jp/bulletin/

医療機器セ タ （有料）医療機器センター：JAAME Search（有料）
https://search.jaame.or.jp/jaames/

医療機器プロ
グラム関連

厚労科研「医薬品医療機器等法における医療機器プログラムの取り扱い」
http://www.jaame.or.jp/mdsi/program.html
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ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました
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参考資料参考資料

・ 医療機器プログラムの取扱いについて（プログラム基本通知）

医療機器プ グラムの取扱いに関する に いて・ 医療機器プログラムの取扱いに関するQ&Aについて

・ 医療機器プログラムの取扱いに関するQ&Aについて（その２）医療機器プログラムの取扱いに関するQ&Aについて（その２）

・ 医療機器プログラムに関するQ&A（業界版）
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医療機器プログラム関連の行政通知等

No. タイトル 発出日 通知番号

1
プログラムの医療機器への該当性に関する基本的な考え方につ
いて

平成26年11月14日 薬食監麻発1114第5号

薬食機参発 第 号

2 医療機器プログラムの取扱いについて（プログラム基本通知） 平成26年11月21日

薬食機参発1121第33号

薬食安発1121第1号

薬食監麻発1121第29号

3 医療機器プログラムの取扱いに関するQ&Aについて 平成26年11月25日 事務連絡3 医療機器プログラムの取扱いに関するQ&Aについて 平成26年11月25日 事務連絡

4
医療機器プログラムの製造販売認証申請における取扱いについ
て

平成26年11月25日 薬食機参発1125第6号

5
医療機器プログラムの製造販売承認（認証）申請書及び添付資

平成 年 月 日 事務連絡5
医療機器プ グラ 製造販売承認（認証）申請書及び添付資
料の記載事例について

平成27年2月10日 事務連絡

6
医療機器プログラムの経過措置期間（平成27年2月24日まで）に
係る製造販売承認申請等の対応について

平成27年2月19日 薬食機参発0219第1号

7 医療機器プログラムの申請の取扱いについて 平成27年3月31日 薬食機参発0331第4号

8
経過措置対象の医療機器プログラムの回収情報資料の記載例に
ついて

平成27年6月24日 事務連絡

医療機器プ グラ 取扱 関す （そ ）9 医療機器プログラムの取扱いに関するQ&Aについて（その2） 平成27年9月30日 事務連絡

10 医療機器プログラムに関するQ&A（業界版） 平成27年9月30日 医機連通知
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医療機器プログラムの取扱いについて(プログラム基本通知)

1 本通知の適用の範囲

本通知は、法第2条第4項に規定する「医療機器」の定義に該当するプログラムを対象とし、それ以外
の医療機器に該当しないプログラムについては本通知の対象としないこと。なお、プログラムの医療機
器への該当性については、記3によること。

2 用語の定義2 用語の定義

本通知に用いられる用語の定義は以下によるものとする。
（1）プログラム

電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
（2）医療機器プログラム

医療機器のうちプログラムであるものをいう。
（3）記録媒体

磁気ディスク 光学ディスク フラッシュメモリなどのデータを記録するものをいう磁気ディスク、光学ディスク、フラッシュメモリなどのデ タを記録するものをいう。
（4）電気通信回線

インターネットなどの電気通信網をいう。両方向からの通信を伝送する有線又は無線であり、一方
向にしか情報を送信できない放送は含まない。

3 プログラムの医療機器への該当性について

プログラムが医療機器に該当するか否かについては、「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施行令」（昭和36年政令第11号 以下「施行令」という ）別表第一に示すプ性の確保等に関する法律施行令」（昭和36年政令第11号。以下「施行令」という。）別表第 に示すプ
ログラムに該当するかどうかにより判断されることになるが、その具体例等については、「プログラム
の医療機器への該当性に関する基本的な考え方について」（平成26年11月14日付け薬食監麻発1114第5号
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知）を参照すること。
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4 電気通信回線を通じた医療機器プログラムの提供について

電気通信回線を通じた医療機器プログラムの提供には ダウンロード販売に加え 医療機器プログラ電気通信回線を通じた医療機器プログラムの提供には、ダウンロ ド販売に加え、医療機器プログラ
ムの所有権は移転せずに使用権を認める形態が含まれること。

利用者から提供されたデータを使用して診断等を行うサービスは、利用者はデータの提供のみを行い
、医療機器プログラムを使用しないため、医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供と解されな

と ただ 電気通信回線を通じ 利用者が医療機器プ グラ を操作 利用者が提供するデいこと。ただし、電気通信回線を通じて利用者が医療機器プログラムを操作し、利用者が提供するデー
タから自動的に診断等の結果が提供される場合等においては、医療機器プログラムの電気通信回線を通
じた提供と解される場合があることに留意すること。

5 般的名称について5 一般的名称について

医療機器プログラムに関する一般的名称については、これまでの一般的名称とは別に、クラス分類告
示（「薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医
療機器及び一般医療機器」（平成16年告示第298号））において新設予定であること。また、一般的名称療機器及 般医療機器」（平成 年告 第 号）） 新設予定 。 、 般的名称
のクラス分類については、クラス分類通知（「薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大
臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（告示）及び薬事法第2条第8項の規定
により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器（告示）の施行について」（平成16年7月20日付け
薬食発第0720022号厚生労働省医薬食品局長通知））等で示しているクラス分類ルールに基づき判断され薬食発第 号厚 労働省医薬食品局長通知））等 示 る ラ 分類 に基 き判断され
るものであること。なお、医療機器プログラムについては、原則として能動型機器に関するクラス分類
ルールを適用するものであること。

ただし、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に与えるおそれがほとん
どないプログラム及びこれを記録した記録媒体は、施行令別表第一により医療機器の範囲から除かれてどな プ グラ 及び れを記録した記録媒体は、施行令別表第 により医療機器 範囲から除かれて
いるため、一般医療機器に該当する医療機器プログラムの一般的名称は規定されていないこと。

6 製造販売業の許可について

（1）高度管理医療機器に該当する医療機器プログラム等（医療機器プログラムを記録した記録媒体を含（1）高度管理医療機器に該当する医療機器プログラム等（医療機器プログラムを記録した記録媒体を含
む。）を製造販売しようとする者は、第一種医療機器製造販売業許可が必要となること。

（2）管理医療機器に該当する医療機器プログラム等（医療機器プログラムを記録した記録媒体を含む。
）を製造販売しようとする者は、第二種医療機器製造販売業許可が必要となること。
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7 製造業の登録について7 製造業の登録について
医療機器プログラム等を製造しようとする者は、以下の種類に応じ、該当する製造工程について、

製造業の登録が必要となること。
（1）医療機器プログラム 設計
（2）医療機器プ グラムを記録した記録媒体たる医療機器（2）医療機器プログラムを記録した記録媒体たる医療機器

イ 設計
ロ 国内における 終製品の保管

なお、製造業の登録の申請や登録すべき製造工程の考え方等については、「医療機器及び体外診断、製 業 録 申請 録す 製 程 考 等 、 医療機器及 体外診断
用医薬品の製造業の取扱いについて」（平成26年10月3日付け薬食機参発1003第1号厚生労働省大臣官
房参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当）通知）を参照すること。

8 製造販売承認申請の取扱いについて8 製造販売承認申請の取扱いについて
承認申請については、「医療機器の製造販売承認申請について」（平成26年11月20日付け薬食発1120第5
号医薬食品局長通知）及び「医療機器の製造販売承認申請に際し留意すべき事項について」（平成26
年11月20日付け薬食機参発1120第1号厚生労働省大臣官房参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理
担当）通知）を参照すること担当）通知）を参照すること。

医療機器プログラム等の承認申請書の各欄の記載事項は、以下によるものとする。
（1）類別欄
（2）一般的名称欄（ ） 般的名称欄
（3）販売名欄
（4）使用目的又は効果欄
（5）形状、構造及び原理欄
（6）原材料欄 製造方法欄 保管方法及び有効期間欄

詳細は午後の申請書
記載事例の説明にて（6）原材料欄、製造方法欄、保管方法及び有効期間欄

（7）性能及び安全性に関する規格欄
（8）使用方法欄
（9）製造販売する品目の製造所欄

記載事例の説明にて
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9 QMS 調査の取扱いについて9 QMS 調査の取扱いについて

医療機器プログラム等については、他の医療機器と同様に、承認又は認証（一部変更に係る承認又は認
証を含む。）を受けようとするとき承認又は認証の取得後5年を経過するごとに、「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」（平成16年厚生労働省令第169号）への適
合状況についての調査（以下「QMS調査」という。）を受けなければならないこと。

ただし、プログラムの区分について基準適合証の交付を受けている場合にあっては、当該基準適合証に
記載の登録製造所と同一の登録製造所で製造される医療機器プログラム等については、当該基準適合

有効期 査 受 な証の有効期間においてQMS調査を受けることを要しないこと。

その他、QMS調査については、「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う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の改正について」（平成26年8月27日付け薬食監麻発
0827第4号厚生労働省医薬食品局監視指導 麻薬対策課長通知）等の関係通知を参照すること0827第4号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知）等の関係通知を参照すること。

10 基本要件の取扱いについて

医療機器プログラム等については、他の医療機器と同様に、「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第41条第3項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準」（平成
17年厚生労働省告示第122号。以下「基本要件基準」という。）への適合性が求められること。

なお、基本要件基準の取扱いについては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律第41条第3項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器及び体外診断用医薬品の基準の取
扱いについて」（平成26年11月5日薬食機参発1105第5号厚生労働省大臣官房参事官（医療機器・再生
医療等製品審査管理担当）通知）を参照すること医療等製品審査管理担当）通知）を参照すること。
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11 販売業及び貸与業について11 販売業及び貸与業について
（1）医療機器プログラム等を販売、授与、若しくは貸与、若しくは販売、授与、若しくは貸与の目的で陳

列、又は電気通信回線を通じて提供する場合には、高度管理医療機器たる医療機器プログラム等にあ
っては、販売業又は貸与業（以下「販売業等」という。）の許可が必要となること。管理医療機器た
る医療機器プ グラム等にあ ては 販売業等の届出が必要となることる医療機器プログラム等にあっては、販売業等の届出が必要となること。

（2）電気通信回線を通じて医療機器プログラムを提供する場合は、販売業の対象となり、貸与業は当該行
為の対象とならないこと。

（3）インターネットモール事業者は販売業の対象とならないが、販売業者は、インターネットモールを通（ ） ネッ 事業者 販売業 対象 、販売業者 、 ネッ
じて医療機器プログラムを提供する場合には、「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165条の2の規
定に基づき、当該ホームページに以下の事項を表示すること。
① 販売業者の氏名又は名称及び住所① 販売業者の氏名又は名称及び住所
② 電話番号その他連絡先
③ その他必要な事項

・営業所の所在地（少なくとも一か所を記載。）
・許可番号又は届出番号

（4）医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する場合には、「薬局等構造設備規則」（昭和36年
厚生省令第2号）の対象とならないこと。

（5）医療機器プログラム等の販売業等の管理者の基準については 施行規則第162条に基づき 販売等に（5）医療機器プログラム等の販売業等の管理者の基準については、施行規則第162条に基づき、販売等に
関する業務への従事経験は必要とならないこと。

12 修理業について
医療機器プログラムのバージョンアップ等を行う行為は、プログラムの内容を変更するものであり、修医療機器プ グラ ジョ アップ等を行う行為は、プ グラ 内容を変更するも であり、修
理の定義（故障、破損、劣化等の箇所を本来の状態・機能に復帰させる）に該当しないため、修理業
にはあたらないこと。
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13 法定表示について13 法定表示について
（1）記録媒体を通じて提供する場合

法第63条第1項の各号に掲げる事項（以下「法定表示」という。）については、以下の2点を満たさな
ければならない。
① 当該記録媒体又は当該記録媒体の直接の容器若しくは被包に法定表示を記載すること① 当該記録媒体又は当該記録媒体の直接の容器若しくは被包に法定表示を記載すること。
② 当該医療機器プログラムを使用する者が容易に閲覧できる方法により、法定表示を記録した電磁的
記録を記録し、又は当該記録媒体とともに当該電磁的記録を提供しなければならないこと。具体的に
は、以下の方法が考えられる。、以下 法 考 。

イ ヘルプ画面やプロパティ情報から表示させる。
ロ 法定表示を記載したPDF ファイルのショートカットキーを取扱い説明書などとともに使用者がわ

かりやすい場所に配置しておくこと。
また 法定表示の表示機能の付し方については あらかじめ当該医療機器プログラム内に法定表示のまた、法定表示の表示機能の付し方については、あらかじめ当該医療機器プログラム内に法定表示の
表示機能を組み込んでおくことでも、インストールする際に、当該医療機器プログラムが入った記録
媒体とは別の記録媒体を用いて法定表示の表示機能を組み込むことでも差し支えない。

（2）電気通信回線を通じて提供する場合
電気通信回線を通じて提供される医療機器プログラムについては、法定表示を物理的に記載すること
が不可能であるため、以下の2点を満たすことによって、法定表示の記載に代えることができる。
① 当該医療機器プログラムの販売業者が、当該医療機器プログラムを使用する者が電気通信回線を通
じて当該医療機器プログラムの提供を受ける前に 当該事項の情報を提供することじて当該医療機器プログラムの提供を受ける前に、当該事項の情報を提供すること。
② 当該医療機器プログラムの製造販売業者が、当該医療機器プログラムを使用する者が容易に閲覧で
きる方法により、当該事項を記録した電磁的記録を当該医療機器プログラムとともに提供すること。
具体的には、以下の方法が考えられる。

プ やプ 情 さイ ヘルプ画面やプロパティ情報から表示させる。
ロ 法定表示を記載したPDFファイルのショートカットキーを取扱い説明書などとともに使用者がわ

かりやすい場所に配置しておくこと。
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14 添付文書について
（1）添付文書等記載事項について

医療機器プログラムの法第63条の2の規定による添付文書等記載事項の記載については、他の医療機器
と同様に、「医療機器の添付文書の記載要領の改正について」（平成26年10月2日付け薬食発1002第8
号厚生労働省医薬食品局長通知） 「医療機器の添付文書の記載要領（細則）について」（平成26年号厚生労働省医薬食品局長通知）、「医療機器の添付文書の記載要領（細則）について」（平成26年
10月2日付け薬食安発1002第1号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知）、及び「医療機器の使用上
の注意の記載要領について」（平成26年10月2日付け薬食安発1002第5号厚生労働省医薬食品局安全対
策課長通知）を参照して行うこと。なお、添付文書等記載事項の項目については、当該医療機器プロ
グラ 特性に鑑み 必要な項目 み記載する と 差し支えなグラムの特性に鑑みて必要な項目のみ記載することで差し支えない。

（2）添付文書等の記載方法について
医療機器プログラム等の法第63条の2の規定による添付文書等記載事項の記載については、施行規則第
225条の規定に基づき、当該医療機器プログラム等を使用する者が容易に閲覧できる方法により、当該225条の規定に基 き、当該医療機器プ グラ 等を使用する者が容易に閲覧できる方法により、当該
事項を記録した電磁的記録を当該医療機器プログラム等とともに提供する場合は、添付文書等記載事
項を記載した文書等を当該製品に添付する必要はない。具体的には、（1）により作成された添付文書
のファイルを当該医療機器プログラム等の販売時に同時にダウンロード、または記録媒体中に格納し
た上で提供する等の方法が考えられるた上で提供する等の方法が考えられる。

15 不具合報告について
医療機器プログラム等の法第68条の10の規定による不具合等の報告については、他の医療機器と同様に

「医薬品等の副作用等の報告について」（平成26年10月2日付け薬食発1002第20号厚生労働省医薬食、「医薬品等の副作用等の報告について」（平成26年10月2日付け薬食発1002第20号厚生労働省医薬食
品局長通知）により報告を行い、報告書の記載方法については「医療機器による不具合等報告に係る
報告書の記載方法について」（平成17年3月31日付け薬食発第0331002号厚生労働省医薬食品局長通知
）を参照すること。

16 回収について
医療機器プログラム等の回収の要否の判断基準や回収の手続きについては、その他の医療機器と同様で
あり、回収に当たっての取扱いについては、「医薬品・医療機器等の回収について」（平成26年11月
21日付け薬食発1121第10号厚生労働省医薬食品局監視指導 麻薬対策課課長通知）を参照すること
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医療機器プログラムの取扱いに関するＱ＆Ａについて

〔用いた略語〕

法 ：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（昭和35年法律第145号）

政令 ：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施行令（昭和36年政令第11
号）

施行規則：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施行規則（昭和36年厚生
省令第1号）省令第1号）

施行日：法が施行される日（平成26年11月25日）

法定表示事項：法第63条の規定により、医療機器又はその直接の容器若しくは被包に記載されていなけれ
ばならないとされている事項ばならないとされている事項

添付文書等：医療機器に添付する文書又はその容器若しくは被包であって、第63条の2第1項の規定に基づ
く記載がされたもの

添付文書等記載事項：第63条の2第1項に基づき添付文書等に記載されている事項添付文書等記載事項：第63条の2第1項に基づき添付文書等に記載されている事項

機構 ：独立行政法人医薬品医療機器総合機構

プログラム：電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの
をいうを う

医療機器プログラム：医療機器のうちプログラムであるもの

医療機器プログラム等：医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体

記録媒体：磁気ディスク 光学ディスク フラッシュメモリなどのデータを記録するものをいう記録媒体：磁気ディスク、光学ディスク、フラッシュメモリなどのデ タを記録するものをいう。

電気通信回線：インターネットなどの電気通信網をいう。両方向からの通信を伝送する有線又は無線であ
り、一方向にしか情報を送信できない放送は含まない。
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【1. 承認申請又は認証申請関係】【 承認申請又は認証申請関係】

Q1 医療機器プログラムのほか、記録媒体としても流通させようとする場合、診断に用いる医療機器プロ
グラム等の申請に当たって、申請書中の類別欄については、「疾病診断用プログラム」とのみ記載し
、「疾病診断用プログラムを記録した記録媒体」については省略して記載することでよいか。

A1 貴見のとおりである フレキシブルディスク等を利用した申請においても 「疾病診断用プログラムA1 貴見のとおりである。フレキシブルディスク等を利用した申請においても、「疾病診断用プログラム
」に該当するコードを記載すること。また、記録媒体を含めて流通させる場合には、「形状、構造及
び原理」欄に記載すること。

Q2 形状 構造及び原理欄又は使用方法欄に記載するプラットフォーム（汎用コンピ ータ）の要件とはQ2 形状、構造及び原理欄又は使用方法欄に記載するプラットフォーム（汎用コンピュータ）の要件とは
プログラム基本通知の記の8(5)において示されているもののほか、具体的にどのような内容が考えら
れるか。

A2 当該医療機器プログラム等により実現される機能の内容や臨床的位置づけにより異なるが、例えば以
下のような内容が考えられる下のような内容が考えられる。

・ 電磁両立性に関する規格
・ 画像表示モニタの解像度、輝度、応答速度等
・ 通信規格

Q3 性能及び安全性に関する規格欄には具体的にどのような内容を記載するのか。
A3 当該医療機器プログラム等により実現される機能や臨床的位置づけにより異なるが、外部装置との入

出力性能に関する規格、情報の処理性能に関する規格、画像表示性能に関する規格等について具体的
に記載する必要がある また 当該医療機器プログラムにより実現される機能等に応じて安全性に関に記載する必要がある。また、当該医療機器プログラムにより実現される機能等に応じて安全性に関
する規格を記載すること。なお、認証申請における「指定管理医療機器の付帯的な機能のリストにつ
いて（その1）」（平成17年6月8日付け薬食機発第0608001号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機
器審査管理室長通知）等により示されている付帯的な機能等の取扱いについては、「医療機器プログ
ラムの製造販売認証申請における取扱いに いて （平成26年11月25日付け薬食機参発1125第6号厚生ラムの製造販売認証申請における取扱いについて」（平成26年11月25日付け薬食機参発1125第6号厚生
労働省大臣官房参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当）通知）を参照すること。

Q4 医療機器プログラムを汎用コンピュータにインストールした上で、製造販売しようとする場合には、
汎用 ンピ タも含めた医療機器として承認（認証）申請する必要があると考えてよいか
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汎用コンピュータも含めた医療機器として承認（認証）申請する必要があると考えてよいか。
A4 貴見のとおりである。
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Q5 汎用コンピュータを利用して医療機器を操作するプログラムを医療機器プログラムとして申請するこQ 汎用 タを利用 医療機器を操作する グラ を医療機器 グラ と 申請する
とはできないと考えてよいか。

A5 貴見のとおりである。操作対象の医療機器に含めたものとして申請する必要があり、使用目的や性能
、基本要件基準への適合性等を踏まえ、汎用コンピュータを使用することによる品質、有効性及び安
全性が確保されているか等については、製造販売承認（認証）審査において個別に判断されるもので全性が確保されて るか等に ては、製造販売承認（認証）審査にお て個別に判断されるも で
あること。

Q6 医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供するため、販売業者がインターネットモール事業者
の記録媒体（HDD等）に保存する行為は、販売業者の管理のもと、インターネットモールを通じて医療の記録媒体（HDD等）に保存する行為は、販売業者の管理のもと、インタ ネット ルを通じて医療
機器プログラムのダウンロード販売を行うものであることから、医療機器プログラム等の提供にはあ
たらないと考えてよいか。

A6 貴見のとおりである。

Q7 汎用画像診断装置ワークステーション等において、法施行前にプログラムを単独で流通する旨を承認
書又は認証書に記載して承認又は認証された品目（以下「既存品目」という。）については、医療機
器プログラム等として流通させる場合、法施行後に別途医療機器プログラム等として申請する必要は
ないと考えてよいか。ないと考えてよいか。

A7 差し支えない。ただし、法施行後に医療機器プログラム等として流通しようとする場合には、既存の
医療機器の一般的名称に加えて、医療機器プログラムとしての一般的名称を記載する必要等があるた
め、次回の一部変更承認（認証）申請の機会に併せて、医療機器プログラム等としての一般的名称を
備考欄に記載するとともに プログラム基本通知に従い 必要事項を記載すること備考欄に記載するとともに、プログラム基本通知に従い、必要事項を記載すること。
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【2. 添付文書及び法定表示関係】【 添付文書及び法定表示関係】

Q8 法施行時に現に存在するプログラムであって、承認対象医療機器プログラム等である場合、添付文書等
の添付及び法定表示事項の表示は必要となるか。

A8 既存の承認対象医療機器プログラムの添付文書等の添付及び法定表示事項の表示については、「薬事法
等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」（平成26年政令第等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」（平成26年政令第
269号。以下「改正政令」という。）第21条により3か月の経過措置が設けられている。法施行時に現存
する医療機器プログラムについては、施行日から3か月の間に承認申請すれば、継続して製造販売する
ことが可能である（法附則第9条）。添付文書等及び法定表示事項については、承認を受けた情報を記
載する必要があること また プログラムの特性上 継続して販売しているものについて 承認後直ち載する必要があること。また、プログラムの特性上、継続して販売しているものについて、承認後直ち
に添付文書等の添付及び法定表示事項の表示を行うことが困難な場合も想定されることから、承認日よ
り30日を経過する日までに添付文書等の添付及び法定表示事項の表示を行い、製造販売することとして
いる（改正政令第21条）。
なお 認証対象医療機器プログラム等についても同様の取扱いとするなお、認証対象医療機器プログラム等についても同様の取扱いとする。

Q9 Q7の場合であって、既存品目を医療機器プログラム等として流通させる場合、添付文書等の添付及び法
定表示事項の表示が必要となると考えてよいか。

A9 当該医療機器プログラム等として流通させる場合には プログラム基本通知等を参照し 当該プログラA9 当該医療機器プログラム等として流通させる場合には、プログラム基本通知等を参照し、当該プログラ
ムを使用する者が容易に閲覧できる方法により添付文書等の添付及び法定表示事項の表示を行うよう、
製造販売業者は速やかに対応する必要があること。
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Q10 医療機器プログラム等の添付文書等の添付方法はどのようにすればよいか。Q 医療機器 グラ 等 添付文書等 添付方法はど ようにすればよ か。
A10 医療機器プログラム等の場合は、添付文書等記載事項の特例（施行規則第225条）を適用し、添付文書

等記載事項を当該プログラム内に組み込むこと。
なお、医療機器プログラム等として製造販売する場合は、紙媒体での添付文書等を添付することでも差
し支えない。この場合においては、通常の医療機器と同様に、次の添付省略の条件※を満たすことでし支えな 。 場合にお ては、通常 医療機器と同様に、次 添付省略 条件※を満たす とで
、別の記録媒体やウェブサイトを通じ電子媒体として添付文書等の提供を行うことができること。

※法第63条の2第2項並びに施行規則第227条及び第227条の2に規定する以下の条件を満たす場合。
・ 添付文書等記載事項が機構のホームページ上に掲載されていること。
・ 添付文書等の添付省略について、販売業者等が医療機関（使用者）の承諾をあらかじめ得ているこ添付文書等の添付省略に いて、販売業者等が医療機関（使用者）の承諾をあらかじめ得ているこ
と。

・ 電子媒体として提供される添付文書に紙媒体の添付文書の入手方法が記載されていること。
・ 医療機関（使用者）から求めがあった際には、紙媒体の添付文書等を提供すること。
・ 添付文書等記載事項に変更があった場合には使用者に速やかに情報提供を行うこと。添付文書等記載事項に変更があった場合には使用者に速やかに情報提供を行うこと。

Q11 添付文書等の記載事項を医療機器プログラムに組み込む方法にはどのようなものがあるか。
A11 プログラムが起動している際に、当該プログラム内に組み込まれている機能（ヘルプ機能やプロパテ

ィ等のメニュー）を用いて添付文書等記載事項を表示させる方法がある。また、ダウンロード販売のィ等のメニュ ）を用いて添付文書等記載事項を表示させる方法がある。また、ダウンロ ド販売の
場合は、ダウンロード時に添付文書等のファイルをインストーラと同時に保存させる等（ＲＥＡＤＭ
Ｅファイルと同様）の方法がある。

Q12 医療機器プログラムの添付文書等を紙媒体以外の方法で提供する場合 どのような様式で提供する必Q12 医療機器プログラムの添付文書等を紙媒体以外の方法で提供する場合、どのような様式で提供する必
要があるか。

A12 医療機器プログラムを使用するデバイスの画面表示面積によっては、添付文書等記載事項が読みにく
い場合も想定されるため、必要な情報が提供されていれば任意の様式で差し支えなく、必ずしも紙媒
体と同じ様式で提供される必要はない体と同じ様式で提供される必要はない。
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【3. 回収関係】【 回収関係】

Q13 バージョン情報を含めて、医療機器プログラムの製造番号又は製造記号（以下「製造番号等」という。
）をつけている。バージョンアップを含む回収（改修）により、既に市場に流通している医療機器プロ
グラムの製造番号等が変更となるが、差し支えないか。

A13 差し支えない。

Q14 一般医療機器に相当するプログラムは、どこまで使用目的又は効果、性能等を標榜することができるの
かか。

A14 医療機器ではないものについて、医療機器であると誤認させるような製品が流通することは、保健衛生
上の観点から好ましくない。

① 有体物として 般医療機器が存在する医療機器と同等のプログラムは 当該有体物と同等の性能等を① 有体物として一般医療機器が存在する医療機器と同等のプログラムは、当該有体物と同等の性能等を
、

② 有体物の一般医療機器が存在しないものについては、個別の判断により、一般医療機器相当の性能等
を、医療機器であるという誤解の生じない範囲でのみ標榜することができるが、併せて医療機器でない解 範
ことを明記すること。なお、当然のことではあるが、どちらの場合も管理医療機器又は高度管理医療機
器に相当する使用目的又は効果、性能等は標榜できない。
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医療機器プログラムの取扱いに関するＱ＆Ａについて(その２)

〔用いた略語〕

改正法 ：「薬事法等の一部を改正する法律」（平成25年法律第84号）

法 ：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（昭和35年法律第145号）

施行令 ：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施行令（昭和36年政令第
11号）

プログラム基本通知：「医療機器プログラムの取扱いについて」（平成26年11月21日付け薬食機参発1121
第33号、薬食安発1121第1号、薬食監麻発1121第29号厚生労働省大臣官房参事官（医療機器・再
生医療等製品審査管理担当）、厚生労働省医薬食品局安全対策課長、厚生労働省医薬食品局監
視指導・麻薬対策課長連名通知）視指導 麻薬 策課長 名 ）

経過措置品：「薬事法等の一部を改正する法律」（平成25年法律第84号）附則に基づく経過措置対象の医
療機器プログラム

メディア：CD-ROMやUSBメモリ等の記録媒体
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【1. ダウンロード販売について】【 ダウ ド販売に 】

Q1 医療機器プログラムをダウンロード販売する場合において、製造販売業者から販売業者にメディアで供
給することは可能か。可能な場合、承認（認証）申請書に記載すべき事項があるか。

A1 販売業者がダウンロード用サーバに医療機器プログラムをアップロードする際に必要なプログラム及び
ファイル等（医療機器プログラムを含む 以下「アップロード用プログラム等」という ）を製造販売ファイル等（医療機器プログラムを含む。以下「アップロード用プログラム等」という。）を製造販売
業者がメディアにより供給することは差し支えない。この場合において、製造販売業者は、販売業者が
ダウンロード販売を行うために必要なプログラム及び添付ファイルをもれなくアップロードできるよう
アップロード用プログラム等を設計の上、その手順等を規定し、販売業者に遵守させること。承認等申
請書には 「形状 構造及び原理」欄に当該流通形態によることがわかるよう記載すること請書には、「形状、構造及び原理」欄に当該流通形態によることがわかるよう記載すること。

Q2 Q1の場合において、製造販売業者と顧客の間に複数の販売業者が存在する場合、販売業者間においては
メディアにより流通し、顧客への販売を行う販売業者がダウンロード用サーバにアップロードをするこ
とで差し支えないかとで差し支えないか。

A2 アップロード用プログラム等を販売業者間でメディアにより流通することは差し支えない。 終的にダ
ウンロード用サーバにアップロードする販売業者が適切にその行為を行った上で顧客にダウンロード販
売を行うこと。

Q3 ダウンロード用サーバにアップロードされた医療機器プログラムをメディアにダウンロードし、これを
販売することは可能か。

A3 ダウンロード販売を意図したプログラムをメディアにダウンロードして販売する行為は、製造販売後の
製品に新たに法定表示を行うなどの製造行為を伴うものであり 販売業者において行うことはできない製品に新たに法定表示を行うなどの製造行為を伴うものであり、販売業者において行うことはできない
。

Q4 ダウンロード用サーバにアップロードされた医療機器プログラムを他の販売業者がダウンロードし、当
該販売業者が別のダウン ド用サ バにア プ ドすることは可能か該販売業者が別のダウンロード用サーバにアップロードすることは可能か。

A4 できない。A1のとおり、製造販売業者から供給されるアップロード用プログラム等を用いて、製造販売
業者が規定した手順に従ってアップロードを行うこと。
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【2. 承認（認証）申請書の記載等について】【 承認（認証）申請書 記載等に 】

Q5 医療機器プログラムの承認（認証）申請において、医療機器に該当しない機能を含めて申請することは
可能と考えてよいか。可能な場合、承認（認証）申請書及び添付資料の記載において留意すべき事項が
あるか。

A5 貴見のとおり 承認（認証）申請書及び添付資料においては 当該機能が医療機器プログラムに該当しA5 貴見のとおり。承認（認証）申請書及び添付資料においては、当該機能が医療機器プログラムに該当し
ないものであることが明確になるように記載すること。

Q6 医療機器プログラムの承認（認証）申請において、医療機器に該当しない機能を含めて申請する場合、
当該機能について 申請品目の「使用目的又は効果」に記載することは可能か当該機能について、申請品目の「使用目的又は効果」に記載することは可能か。

A6 できない。なお、施行令別表第1において、不具合等が生じた場合においても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プログラム（機械器具等においては一般医療機器として取り扱われるも
のに相当するもの）は医療機器の範囲から除外されていることにも留意すること。

【3. 経過措置品等の取扱い】

Q7 経過措置品の販売に際し、販売業者及び貸与業者としての記録はどのように対応する必要があるか。
A7 承認（認証）申請中であり未定の事項（ 般的名称等）を除いて 通常の医療機器と同様に販売等の記A7 承認（認証）申請中であり未定の事項（一般的名称等）を除いて、通常の医療機器と同様に販売等の記

録を行うこと。

Q8 オプション機能を有する経過措置品について、承認（認証）前に当該オプション機能を追加で販売する
ことは可能かことは可能か。

A8 オプション機能を含めて経過措置に係る承認（認証）申請を行っている場合、当該オプション機能を追
加で販売することは可能である。
当該経過措置は、改正法の施行時に販売していたものを承認（認証）申請することにより、承認（認証
）に係る処分が行われるまでの間 従前どおりの販売に限り その継続を認めているものであり 当該）に係る処分が行われるまでの間、従前どおりの販売に限り、その継続を認めているものであり、当該
経過措置に係る承認（認証）申請書において、オプション機能の内容が明らかにされている場合におい
て、当該オプション機能を追加する行為に限っては、承認（認証）が得られていない間においても、経
過措置品としての流通の範囲とみなすものである。
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Q9 Q7の場合であって、既存品目を医療機器プログラム等として流通させる場合、添付文書等の添付及び法Q Q 場合 あ 、既存品目を医療機器 グラ 等と 流通さ る場合、添付文書等 添付及び法
定表示事項の表示が必要となると考えてよいか。

A9 当該医療機器プログラム等として流通させる場合には、プログラム基本通知等を参照し、当該プログラ
ムを使用する者が容易に閲覧できる方法により添付文書等の添付及び法定表示事項の表示を行うよう、
製造販売業者は速やかに対応する必要があること製造販売業者は速やかに対応する必要があること。

Q10 医療機器プログラム等の添付文書等の添付方法はどのようにすればよいか。

A10 医療機器プ グラム等 場合は 添付文書等記載事項 特例（施行規則第225条）を適用し 添付文書A10 医療機器プログラム等の場合は、添付文書等記載事項の特例（施行規則第225条）を適用し、添付文書
等記載事項を当該プログラム内に組み込むこと。

なお、医療機器プログラム等として製造販売する場合は、紙媒体での添付文書等を添付することでも差し
支えない。この場合においては、通常の医療機器と同様に、次の添付省略の条件※を満たすことで、別支えない。この場合においては、通常の医療機器と同様に、次の添付省略の条件※を満たすことで、別
の記録媒体やウェブサイトを通じ電子媒体として添付文書等の提供を行うことができること。

※法第63条の2第2項並びに施行規則第227条及び第227条の2に規定する以下の条件を満たす場合。

・ 添付文書等記載事項が機構のホームページ上に掲載されていること。載 載

・ 添付文書等の添付省略について、販売業者等が医療機関（使用者）の承諾をあらかじめ得ていること
。

・ 電子媒体として提供される添付文書に紙媒体の添付文書の入手方法が記載されていること。

・ 医療機関（使用者）から求めがあった際には、紙媒体の添付文書等を提供すること。

・ 添付文書等記載事項に変更があった場合には使用者に速やかに情報提供を行うこと。

Q11 添付文書等の記載事項を医療機器プログラムに組み込む方法にはどのようなものがあるか。

A11 プログラムが起動している際に、当該プログラム内に組み込まれている機能（ヘルプ機能やプロパティ
等のメニュー）を用いて添付文書等記載事項を表示させる方法がある。また、ダウンロード販売の場合
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は、ダウンロード時に添付文書等のファイルをインストーラと同時に保存させる等（ＲＥＡＤＭＥファ
イルと同様）の方法がある。
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【4. 販売及びインストール行為等】【 販売及びイ ト 行為等】

Q12 医療機関からの求めに応じて、医療機器プログラムを推奨する動作環境である汎用コンピュータにイ
ンストールして販売することは可能か。

A12 医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体として承認（認証）を得ている品目については、汎
用コンピ ータ等のハードウ アにインストールして販売することはできない なお 医療機関等への用コンピュータ等のハードウェアにインストールして販売することはできない。なお、医療機関等への
販売後、販売先の依頼に基づき作業を代行する行為は販売業にはあたらない。

Q13 医療機器プログラムの販売に際し、当該プログラムをインストールして使用する汎用コンピュータ等
がインターネット接続を禁止されている場合がある この場合 医療機器プログラムをダウンロード販がインターネット接続を禁止されている場合がある。この場合、医療機器プログラムをダウンロード販
売とし、販売先にあるインターネットに接続された別の汎用コンピュータ等を用いてメディアにダウン
ロードし、当該プログラムを目的の汎用コンピュータ等にインストールすることで対応できると考えて
よいか。

A13 製造販売業者が当該行為を許諾し そのための手順等をダウンロ ドファイルに含めている場合はA13 製造販売業者が当該行為を許諾し、そのための手順等をダウンロードファイルに含めている場合は、
顧客自身が行う限りにおいて差し支えない。

Q14 承認(認証)を得ている医療機器に含まれる解析機能等を新たに医療機器プログラムとして提供する場
合 当該医療機器の 部変更承認（認証）申請を行い プログラム基本通知に従 て 提供形態等の必合、当該医療機器の一部変更承認（認証）申請を行い、プログラム基本通知に従って、提供形態等の必
要事項及び医療機器プログラムとしての一般的名称を当該医療機器の承認（認証）書に記載することで
、別途医療機器プログラムとして新規申請する必要はないと考えてよいか。

A14 貴見のとおり。なお、プログラムとして提供しようとする解析機能等の医療機器への該当性について
は個別に判断されるものであることは個別に判断されるものであること。
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【5. 通関手続き等】【 通関手続き等】

Q15 海外で設計された医療機器プログラムであっても、有体物としての輸入通関手続きが発生しない場合
には、輸入届の提出は不要と考えて良いか。

A15 貴見のとおり。

Q16 メディア販売する医療機器プログラムの輸入に際し、承認（認証）書に記載された設計製造所の国と
メディアを作成する国が異なる場合、輸入通関はどのように行えばよいか。

A16 輸入届には、承認（認証）書に記載された設計製造所を記載し、インボイス等の通関書類上の原産国
（C u tr f Ori i ）に設計製造所の国名が記載されていればよい（Country of Origin）に設計製造所の国名が記載されていればよい。
なお、法定届出事項以外に輸入通関を行うために必要と考えられる情報（例えば、送り主が、設計製造
所ではなくメディア作成者である旨など）がある場合は、輸入届の備考欄に記載すること。

【6 市販後対応（回収等）】【6. 市販後対応（回収等）】

Q17 プログラム基本通知「12 修理業について」において、医療機器プログラムのバージョンアップ等を
行う行為は、修理業に当たらないとされるが、以下の行為を行う場合はどのように扱うか。

(1) 承認（認証）の範囲内のオプション機能を、後売りする場合認 認証 範囲 機 後 合
(2)バグフィックス版を提供する場合（法に係る回収扱い）
(3) 同上（法に係る回収外扱い）

A17 (1)、(2)及び(3)のいずれの場合においても他の医療機器と同様に扱い、製造販売業者の管理の下、販
売業者及び貸与業者（以下「販売業者等」という。）が提供すること。売業者及 貸 業者（以下 販売業者等」 う。） 提供す 。
(1)については販売として取り扱い、(2)及び(3)については製造販売業者が作業を指示し、適切に作業
が行われたか結果を確認すること。

Q18 経過措置品について、医療機器として承認（認証）を取得した後、不具合対応として回収を行うことQ 経過措置品に 、医療機器と 承認（認証）を取得 た後、不具合対応と 回収を行う と
となった。医療機器（法定表示等を行った製品）として出荷した製品と、経過措置品として（法定表示
等がない状態で）出荷した製品について、共通の対策として、バグフィックス済みの医療機器プログラ
ムを新たに配付することとしたいが、このような対応は可能か。

A18 可能である。ただし、代替品の配付を行う場合、製造販売業者は、当該代替品について、医療機器プ
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可能である。ただし、代替品 配付を行う場合、製造販売業者は、当該代替品に て、医療機器プ
ログラムとして出荷し、販売業者等は、製造販売業者の指示の下に代替品が適切にインストールされた
ことを確認し、その結果を製造販売業者に報告すること。
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Q19 医療機器プログラムのバグフィックスのために提供するメディアに法定表示は必要か。Q 医療機器 グラ グ ィック ために提供するメディ に法定表示は必要か。

A19 既に医療機器プログラムがインストールされた汎用コンピュータ等に対して適正にバグフィックスを
行うための機能のみを有するもの（通常の医療機器プログラムがインストールできないものに限る。）
については、そのもの自体は医療機器に該当しないため、法定表示は不要であり、必要な作業手順、検
証方法等を添付することで差し支えない証方法等を添付することで差し支えない。

Q20 医療機器プログラムの提供形態（ダウンロード販売、メディア販売等）を承認（認証）申請書に記載
する際 バグフィックスを行うために必要なプログラム及びファイル等の提供形態を記載する必要はあする際、バグフィックスを行うために必要なプログラム及びファイル等の提供形態を記載する必要はあ
るか。

A20 バグフィックスを行うために必要なプログラムやファイル等の提供形態をあらかじめ承認等申請書に
記載する必要はない。なお、製造販売業者は、回収の実施又は附帯サービスの提供に当たり、その提供
形態 作業手順 検証方法等に そ 妥当性も含め 検討し 記録し おくとともに そ 検討結形態、作業手順、検証方法等についてその妥当性も含めて検討し、記録しておくとともに、その検討結
果に従って作業等が行われるようにすること。

Q21 ダウンロ ド販売された医療機器プログラムの回収に際し ア プデ トを行うためのプログラム及Q21 ダウンロード販売された医療機器プログラムの回収に際し、アップデートを行うためのプログラム及
びファイル等をダウンロードにて提供し、電子メール等でアップデートの完了確認を行うことが可能と
考えてよいか。

A21 貴見のとおり。ダウンロード販売され、顧客が自らインストールを行ったプログラムについては、顧貴見 。 ウ 販売 、顧客 自 行 、顧
客自身が確実にアップデートを行うことができるプログラム及びファイル等をダウンロードにて提供し
、顧客自身にダウンロード及びアップデートを行わせることとして差し支えない。この場合においては
、確実に作業が完了したことが確認できる事項をあらかじめ定め、適切な期間内に顧客から製造販売業
者に当該事項を報告させること。当該報告は電子メール等により行わせることとして差し支えない。者に当該事項を報告 る 。当該報告 電子 等に り行 る 差 支 な 。

例えば、アップデートを行うためのプログラム及びファイル等に自動的に作業の内容及び完了の報告を
オンラインで行う機能を付加しておくことなどが考えられる。なお、当該報告がない場合の顧客への対
応方策については、あらかじめ検討しておくこと。
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医療機器プログラムに関するＱ＆Ａ(業界版)

〔用いた略語〕

改正法 ：「薬事法等の一部を改正する法律」（平成25年法律第84号）

法 ：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（昭和35年法律第145号）

施行令 ：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施行令（昭和36年政令第
11号）

プログラム基本通知：「医療機器プログラムの取扱いについて」（平成26年11月21日付け薬食機参発1121
第33号、薬食安発1121第1号、薬食監麻発1121第29号厚生労働省大臣官房参事官（医療機器・再
生医療等製品審査管理担当）、厚生労働省医薬食品局安全対策課長、厚生労働省医薬食品局監
視指導・麻薬対策課長連名通知）視指導 麻薬 策課長 名 ）

経過措置品：「薬事法等の一部を改正する法律」（平成25年法律第84号）附則に基づく経過措置対象の医
療機器プログラム

メディア：CD-ROMやUSBメモリ等の記録媒体
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Q1:経過措置品＊１である医療機器プログラムを展示会で展示することは可能か、またその場合、どのようQ 経過措置品 ある医療機器 グラ を展示会 展示する とは可能か、またそ 場合、ど よう
な表示をすれば良いか？

A1:可能である。対象製品へは「経過措置品」と表示すること。

経過措置品については、承認又は承認の拒否の処分があるまでの間は製造販売を継続して行えると改正法の
附則に明示されており、未承認であっても展示会にて製品の展示は可能であるが、経過措置品であるこ
とがわかるよう表示すること。

＊１：経過措置品：改正法施行日（平成26年11月25日）に医療機器プログラムとして製造販売されており、
３ヶ月の経過措置期限（平成27年2月24日）までに承認申請された製品で 承認又は承認の拒否の判３ヶ月の経過措置期限（平成27年2月24日）までに承認申請された製品で、承認又は承認の拒否の判
定がされていないもの。

Q2:医療機器プログラムを販売後に依頼に基づきIT機器へインストールする行為は、医療機器販売業の行為
ではないとされているが、どのように扱えばよいか？

A2:本作業は、医療機器販売業や修理業の業務に関連する行為ではなく、単に適切な作業ができるものとし
て、受託し依頼の作業を行うものとして扱う。

なお、受託にあたっては医療機器業界の自主規制ルールである医療機器業公正競争規約＊２に配慮する
必要がある。

療機器業 競争規約 景品表 法 基づ 法的根拠 あ 自主規制 す＊２：医療機器業公正競争規約は、景品表示法に基づく、法的根拠のある自主規制ルールです。

医療機器業公正取引協議会 http://www.jftc-mdi.jp/html/ipan_html/ipan_fset2.html
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