
平成２７年度広島県医薬品等製造販売
（製造）業管理者講習会（医療機器）

平成27年12月7日 10：30〜12：00

広島県健康福祉局
薬務課製薬振興グループ
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本日の内容

１ 医薬品医療機器法の概要

２ 医療機器製造業の登録

３ 医療機器製造販売業の許可

４ 回収

５ 記載整備

６ 医療機器プログラム

７ 高度管理医療機器の認証基準

８ QMS制度の改正

９ 最近の関連通知

１０ 医療機器の該当性

※ 本日の資料の中には、厚生労働省医薬・生活衛生局医療機

器・再生医療等製品担当参事官室作成資料を基に作成したも

のがあります。
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１ 医薬品医療機器法の概要
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医薬品、医療機器等の安全かつ迅速な提供の確保を図るため、添付文書の届出義務の創設、医療

機器の登録認証機関による認証範囲の拡大、再生医療等製品の条件及び期限付承認制度の創設等

の所要の措置を講ずる。

１１１１ 医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化

(1) 薬事法の目的に、保健衛生上の危害の発生・拡大防止のため必要な規制を行うことを明示する。

(2) 医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等に係る責務を関係者に課す。

(3) 医薬品等の製造販売業者は、最新の知見に基づき添付文書を作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。

２２２２ 医療機器の特性を踏まえた規制の構築医療機器の特性を踏まえた規制の構築医療機器の特性を踏まえた規制の構築医療機器の特性を踏まえた規制の構築

(1) 医療機器の製造販売業・製造業について、医薬品等と章を区分して規定する。

(2) 医療機器の民間の第三者機関による認証制度を、基準を定めて高度管理医療機器にも拡大する。

(3) 診断等に用いる単体プログラムについて、医療機器として製造販売の承認・認証等の対象とする。

(4) 医療機器の製造業について、許可制から登録制に簡素化する。

(5) 医療機器の製造・品質管理方法の基準適合性調査について、合理化を図る。

３３３３ 再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築

(1) 「再生医療等製品」を新たに定義するとともに、その特性を踏まえた安全対策等の規制を設ける。

(2) 均質でない再生医療等製品について、有効性が推定され、安全性が認められれば、特別に早期に、

条件及び期限を付して製造販売承認を与えることを可能とする。

４４４４ その他その他その他その他

薬事法の題名を「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」（略称：医薬品

医療機器法）に改めるほか、所要の改正を行う。

ⅡⅡⅡⅡ 法律法律法律法律の概要の概要の概要の概要

法改正の概要

ⅠⅠⅠⅠ 改正の趣旨改正の趣旨改正の趣旨改正の趣旨

医薬品医療機器法
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ⅠⅠⅠⅠ 成立日・公布日・施行日成立日・公布日・施行日成立日・公布日・施行日成立日・公布日・施行日

【成立日】 平成２５年１１月２０日（第１８５回国会）

【公布日】 平成２５年１１月２７日

【施行日】 平成２６年１１月２５日

１．「薬事法「薬事法「薬事法「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」関する政令」関する政令」関する政令」

【公布日】 平成２６年７月３０日

【主な関係政令】 （第１条） 薬事法施行令 （第２条） 薬事法関係手数料令

ⅡⅡⅡⅡ 関係政令等の改正関係政令等の改正関係政令等の改正関係政令等の改正

２．「「「「薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令政令政令政令

のののの整備等整備等整備等整備等及び経過及び経過及び経過及び経過措置措置措置措置に関するに関するに関するに関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」」」」

【公布日】 平成２６年７月３０日

【主な関係省令】 （第１条） 薬事法施行規則

１．「薬事法等の一部を改正する法律等の施行等について」（薬食発０８０６第３号医薬食品局長通知）

２．「薬事法関係手数料令等の一部改正について」（薬食発０８１２第３５号医薬食品局長通知）

ⅢⅢⅢⅢ 施行通知の発出施行通知の発出施行通知の発出施行通知の発出

医薬品医療機器法の施行について
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第４章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業

第５章第５章第５章第５章 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等

第１節第１節第１節第１節 医療機器及び体外診断用医薬品の製造医療機器及び体外診断用医薬品の製造医療機器及び体外診断用医薬品の製造医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業販売業販売業販売業

第２節第２節第２節第２節 登録登録登録登録認証機関認証機関認証機関認証機関

第６章 再生医療等製品の製造販売業及び製造業

第７章 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等

第１節 医薬品の販売業

第２節 医療機器の販売業、貸与業及び修理業

第３節 再生医療等製品の販売業

第８章 医薬品等の基準及び検定

第９章 医薬品等の取扱い

（略）

第５節 医療機器の取扱い

第６節 再生医療等製品の取扱い

第10章 医薬品等の広告

第11章 医薬品等の安全対策

第12章 生物由来製品の特例

●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

（医薬品医療機器法）

医療機器と体外診断用医薬品の製医療機器と体外診断用医薬品の製医療機器と体外診断用医薬品の製医療機器と体外診断用医薬品の製

造販売業・製造業（承認、認証）の取造販売業・製造業（承認、認証）の取造販売業・製造業（承認、認証）の取造販売業・製造業（承認、認証）の取

扱いについて、医薬品とは別に新た扱いについて、医薬品とは別に新た扱いについて、医薬品とは別に新た扱いについて、医薬品とは別に新た

に章を設けたに章を設けたに章を設けたに章を設けた

法律における章の構成
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２ 医療機器製造業の登録
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（製造業の登録）

第23条の２の３ 業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造（設計を含む。以下この章

及び第80条第２項において同じ。）をしようとする者は、製造所（医療機器又は体外診断用

医薬品の製造工程のうち設計、組立て、滅菌その他の厚生労働省令で定めるものをするもの

に限る。以下この章及び同項において同じ。）ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣の登録を受けなければならない。

旧法下 改正後

許可・登録等 許可（国内）、認定（外国） 登録（国内・外国）登録（国内・外国）登録（国内・外国）登録（国内・外国）

有効期間 ５年 ５年

許可・登録等

権者

都道府県（国内
※
）、国（外国）

※生物由来製品、放射性体診は国

都道府県（国内）、国（外国）都道府県（国内）、国（外国）都道府県（国内）、国（外国）都道府県（国内）、国（外国）

製造区分 一般、滅菌、生物、包装等 なしなしなしなし （区分を設けない）（区分を設けない）（区分を設けない）（区分を設けない）

許可・登録等の

要件

欠格要件 欠格要件

構造設備要件（一般・滅菌・生物・包装等

の区分ごと）

なしなしなしなし （必要事項は新（必要事項は新（必要事項は新（必要事項は新QMSQMSQMSQMS省令で規定）省令で規定）省令で規定）省令で規定）

責任技術者 必要 必要

医療機器・体外診断用医薬品の製造業は、許可制（国内）・認定制（外国）から登録制へ医療機器・体外診断用医薬品の製造業は、許可制（国内）・認定制（外国）から登録制へ医療機器・体外診断用医薬品の製造業は、許可制（国内）・認定制（外国）から登録制へ医療機器・体外診断用医薬品の製造業は、許可制（国内）・認定制（外国）から登録制へ

移行し、その要件を簡素化する。また、新制度では従来のような許可・認定区分を設けず、移行し、その要件を簡素化する。また、新制度では従来のような許可・認定区分を設けず、移行し、その要件を簡素化する。また、新制度では従来のような許可・認定区分を設けず、移行し、その要件を簡素化する。また、新制度では従来のような許可・認定区分を設けず、

製造業の登録の範囲も従来の考え方とは変更する製造業の登録の範囲も従来の考え方とは変更する製造業の登録の範囲も従来の考え方とは変更する製造業の登録の範囲も従来の考え方とは変更する。。。。

製造業の取扱い医療機器製造業について
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製造業の登録範囲（施⾏規則第114条の8）製造業の登録範囲

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

医療機器プログラ医療機器プログラ医療機器プログラ医療機器プログラ

ムの記録媒体ムの記録媒体ムの記録媒体ムの記録媒体

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・クラス・クラス・クラスⅠⅠⅠⅠ以外の医療機器は新たに以外の医療機器は新たに以外の医療機器は新たに以外の医療機器は新たに「設計」「設計」「設計」「設計」の工程が製造業の登録対象となる。の工程が製造業の登録対象となる。の工程が製造業の登録対象となる。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・製造実態がある施設のうち、製品実現について・製造実態がある施設のうち、製品実現について・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実質的に責任を有する実質的に責任を有する実質的に責任を有する施設が製施設が製施設が製施設が製

造業の登録対象となる。造業の登録対象となる。造業の登録対象となる。造業の登録対象となる。

・・・・「滅菌」「滅菌」「滅菌」「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。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。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。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・最終製品を保管する施設のうち、市場への・最終製品を保管する施設のうち、市場への・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出荷判定時に製品を保管出荷判定時に製品を保管出荷判定時に製品を保管している施している施している施している施

設が登録対象となる。設が登録対象となる。設が登録対象となる。設が登録対象となる。

・医療機器プログラムは・医療機器プログラムは・医療機器プログラムは・医療機器プログラムは「設計」「設計」「設計」「設計」の工程のみ登録対象となる。の工程のみ登録対象となる。の工程のみ登録対象となる。の工程のみ登録対象となる。

・医療機器プログラムを記録した記録媒体たる医療機器は・医療機器プログラムを記録した記録媒体たる医療機器は・医療機器プログラムを記録した記録媒体たる医療機器は・医療機器プログラムを記録した記録媒体たる医療機器は「保管」の工程も「保管」の工程も「保管」の工程も「保管」の工程も登録対登録対登録対登録対

象となる。象となる。象となる。象となる。 9



部品製造 主たる組立て 最終包装・表示

保管

（出荷判定）

登録製造所

（設計）

登録製造所

（組立て等）

登録製造所

（出荷）

設計開発 製造（その他）

場合によっては

要許可/認定

製造所（包装等区分）製造所（一般区分）

登録不要 登録不要

旧法下

改正後

許可不要

出荷

●工程により製造施設が異なる場合のイメージ

製造所の登録範囲（イメージ図）
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・ 新法においては、製造業の登録すべき範囲に「設計」が加わったが、「設

計」を行う施設が製造販売業者の主たる事務所と同一である場合は、

「設計」の製造所としての別途の登録は不要となる。

製造販売業者自体が設計を行う場合の取扱い

本社（主たる事務所＋設計開発本部）

【広島】

工場

【福山】

Ａ法人（製造販売業者＋製造業者）Ａ法人（製造販売業者＋製造業者）Ａ法人（製造販売業者＋製造業者）Ａ法人（製造販売業者＋製造業者）

登録製造所（組立て等を行う製造所）登録不要
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主たる組立てその他の主たる製造工程

部品製造 主たる組立て

登録製造所登録製造所登録製造所登録製造所

（組立て等）（組立て等）（組立て等）（組立て等）

製造（その他）

場合によっては

要許可/認定

製造所（一般区分）製造所（一般区分）製造所（一般区分）製造所（一般区分）

登録不要登録不要登録不要登録不要

旧法下では、「組立」工程の製造所は複数許可取得しなければならない場合

があったが、新法下では、製造製造製造製造実態のある施設の実態のある施設の実態のある施設の実態のある施設のうち、そのうち、そのうち、そのうち、その品目に係る品質品目に係る品質品目に係る品質品目に係る品質

管理監督システム又は製品実現について実質的に責任を有する施設を管理監督システム又は製品実現について実質的に責任を有する施設を管理監督システム又は製品実現について実質的に責任を有する施設を管理監督システム又は製品実現について実質的に責任を有する施設を登録登録登録登録

することになる。

製造販売業者の責任の

もと、製造所で行う製造

工程の内容、製品実現

に係る責任体制等を踏

まえて判断することにな

る。

ＱＭＳ調査において、調査

権者に対して、製品実現

に関して実質的に責任を

有することを示さなければ

ならない。
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国内における最終製品の保管

旧法下では、包装・表示のみを行う場合でも許可取得をしなければならな

かったが、新法下では、包装・表示を行った後に他の場所で出荷判定を行う

場合、包装・表示のみを行っている施設は登録対象とはならない。

市場に製品を出荷するとき

の「出口」を対象とする。出荷

判定が重要であり、最終製

品を保管している施設のうち、

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。

最終包装・表示 保管（出荷判定）

登録製造所登録製造所登録製造所登録製造所

（出荷）（出荷）（出荷）（出荷）

製造所（包装等区分）製造所（包装等区分）製造所（包装等区分）製造所（包装等区分）

登録不要登録不要登録不要登録不要

出荷
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医療機器製造業者の遵守事項

（１）記録の作成（１）記録の作成（１）記録の作成（１）記録の作成

医療機器責任技術者は、製造及び試験に関する記録、その他製造所の管理に関する記録を作

成し、3年間（又は、有効期間+1年のうち長い期間）保管することが求められる。

また、薬事に関する他の法令等（「QMS省令」等）で、記録の作成及びその保管が義務づけられ

ている場合は、それらにも従う必要がある。（規則第114条の52、QMS省令第9条・第68条）

（２）製造管理及び品質管理の基準（（２）製造管理及び品質管理の基準（（２）製造管理及び品質管理の基準（（２）製造管理及び品質管理の基準（QMS）の遵守）の遵守）の遵守）の遵守

・ 製造業者は、製造販売業者が行う製造管理又は品質管理に協力しなければならない。（法23

条の2の15第2項、施行規則第114条の58）

・ すべての医療機器にQMS省令が適用されますので、製造販売業者及び製造業者における製

品の製造管理及び品質管理の方法をQMS省令に適合させる必要がある。（QMS省令第83条）

・ 製造販売業者が品目の承認や認証を取得するためには、QMS適合性調査を受ける必要が

あり、製造業者の調査も行われることがある。（承認等取得後の変更時及び定期的な調査につ

いても同様。）（法第23条の2の5第2項第4号、第6項、第23条の2の23第2項第5号、第3項）

（３）製造販売業者との取決め（３）製造販売業者との取決め（３）製造販売業者との取決め（３）製造販売業者との取決め

製造販売業者は、QMS省令第72条の2により、製造業者との間で必要かつ十分な事項につい

て取り決め、文書化しなければならない。そのため、製造業者は製造業務を開始する前に、製

造方法、試験方法等の変更や製品の品質等に関する情報の取扱などを製造販売業者と文書で

取り決めすること。（製造業者と製造販売業者が同一法人の場合は、社内規定等の文書に適切

に規定すること。）

（４（４（４（４））））登録登録登録登録証証証証の掲示の掲示の掲示の掲示

製造業の登録証（原本）は、製造所の見やすい場所に掲示しなければならない。（規則第114条

の85で準用する同規則第3条）
14



新法下での医療機器製造業の注意点

・ 医療機器製造業は登録制になっているため構造設備要件はない。

そのため、今後は構造設備に変更があった場合、広島県薬務課への変更届の提

出は必要ないが、製造販売業者がQMS省令の中で管理していかなくてはならない。

広島県薬務課へは、更新申請時に最新の製造所の概要図を提出する。

・ 旧法下において、既に医療機器製造業を取得済みの業者については、平成２６年

１１月２５日より、みなし登録業者となっている。

そのため、有効期間の期限が来た場合、新規申請ではなく、医療機器製造業登録

更新申請を行うことになる。

また、更新申請書に記載の登録年月日については、許可時の開始日ではなく、一

律に平成２６年１１月２５日となる。

・ 新規申請時又は変更届（業務を行う役員の変更）提出時に添付書類として必要

だった業務を行う役員の診断書については、疎明書でも可能となった。

ただし、製造販売業では診断書しか認められていないため、同時に申請又は届出

する際には、製造販売業に診断書を添付し、製造業は省略することで差し支えな

い。
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３ 医療機器製造販売業の許可
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製造販売業の許可要件の見直し

旧薬事法

GVP省令に適合省令に適合省令に適合省令に適合

GQP省令に適合省令に適合省令に適合省令に適合

+ 製造販売業許可製造販売業許可製造販売業許可製造販売業許可

医薬品医療機器法

GVP省令に適合省令に適合省令に適合省令に適合

QMS体制省令体制省令体制省令体制省令

に適合に適合に適合に適合

+ 製造販売業許可製造販売業許可製造販売業許可製造販売業許可

★★★★GQP手順書は手順書は手順書は手順書はQMS省令で求められる省令で求められる省令で求められる省令で求められる品質マニュアル品質マニュアル品質マニュアル品質マニュアルに移行しなければならに移行しなければならに移行しなければならに移行しなければなら

ない。ない。ない。ない。
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製造販売業の許可要件

法第２３条の２の２法第２３条の２の２法第２３条の２の２法第２３条の２の２

次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の許可を与えないことができる。

(1) 申請に係る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製造管理又は品質管理に係る業製造管理又は品質管理に係る業製造管理又は品質管理に係る業

務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。

(2) 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売後安全管理の方法が、製造販売後安全管理の方法が、製造販売後安全管理の方法が、製造販売後安全管理の方法が、

厚生労働省令で定める基準厚生労働省令で定める基準厚生労働省令で定める基準厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。

(3) 申請者が、第５条第(3)号イからヘまでのいずれかに該当するとき。

製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準

ＱＭＳ体制省令（ＱＭＳ体制省令（ＱＭＳ体制省令（ＱＭＳ体制省令（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（平成26年8月6日厚生労働省令第94号）））））

製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準

ＧＶＰ省令ＧＶＰ省令ＧＶＰ省令ＧＶＰ省令
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ＱＭＳ体制省令に基づく調査（ＱＭＳ適合性調査との比較）

体制省令に基づく調査 QMS適合性調査

根拠条項 ① 法第23条の２の２第１号

② 法第69条第１項その他

① 法第23条の２の５第６、８、11項

（法第23条の２の17第５項準用含む。）法第23

条の２の23第３、５、６項

② 法第80条第２項

③ 法第69条第１項その他

調査の目的 ① 製造販売業の許可に係る調査

② 立入検査その他行政指導・処

分の調査

① 医療機器等の承認・認証に係る調査

② 輸出用医療機器等の製造所の調査

③ 立入検査その他行政指導・処分の調査

調査実施者 ① 都道府県

② 都道府県（厚生労働省、PMDA）

① PMDA、登録認証機関

② PMDA

③ 都道府県、厚生労働省（PMDA）

調査事項 製造販売業者のQMSの体制（選任製販は製造管理又は品質管理の体制） • 製品の製造販売行為全体に係るQMS適合性

• 製造販売業者、製造所のQMS適合性

調査の内容 QMS省令の条項の一部 QMS省令の条項全て

品質管理監督システムの

【整備状況】

品質管理監督システムの【運用状況】

※ 運用状況には整備状況も当然含まれる。

• 体制省令調査とQMS適合性調査は、調査目的は異なるが、調査対象資料等について、同一のもの

を対象とすることとなることになる。

• 第69条調査を併せて行う場合もある。

• 体制省令調査として行う中で、適合性に対する懸念事項を発見した場合は、許認可判断とは別に、

行政指導として改善等を求める可能性あり。（重大な不備は別途対応）
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ＱＭＳ体制省令の評価基準

１．人員（責任者）の配置

（第２章：ISO13485関係及び第３章：旧GQP省令関係）

２．組織の体制（プロセスの関係）

（省令第５，６，７，８，９，６７，６８条関係）

３．第３章に係る責任者の業務

（第３章：旧GQP省令に基づく責任者関係）

◇ 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について

（平成２６年９月１１日付け薬食監麻発０９１１第１号）
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【【【【管理監督者管理監督者管理監督者管理監督者】】】】（（（（TopTopTopTop mmmmanagementanagementanagementanagement））））※※※※【【【【不可算不可算不可算不可算名詞名詞名詞名詞】】】】 [[[[集合的に集合的に集合的に集合的に]]]] 経営陣経営陣経営陣経営陣，，，，経営者側経営者側経営者側経営者側

• 管理監督者は「役員等」（経営層）である。

• QMSに係る最終的な責任を有する。⇒ 必ずQMS組織のトップであること。

• 品質に関する組織の方針を示し、組織の活動の方向性を決定する。

• QMSの維持に必要な資源（人員、施設設備等）を提供する者である。

⇒例えば、予算に係る権限があること。
（品質管理上必要だけど権限がなく提供できない！というのは・・・）

• QMSの実務は、管理責任者に行わせる。

【【【【管理責任者管理責任者管理責任者管理責任者】】】】（（（（ManagementManagementManagementManagement representativerepresentativerepresentativerepresentative））））※※※※ 代表者代表者代表者代表者，，，，代理人代理人代理人代理人

• 管理責任者は「役員、管理職の地位にある者その他これに相当する者」である。

※ ISOでは、”shall appoint a member of management”

• 任命者は、管理監督者。

• QMSの運営・維持に係る責任及び権限を有し、管理監督者への必要な事項の報告、

組織内の法令・製品受領者要求事項に係る認識向上などを行う。

ISO 13485に相当する第２章に規定する責任者等については、組織の活動に与える影響を

踏まえ、「適切な地位」にある者であることを求めている。

責任者等の責任（第２章：ＩＳＯ１３４８５関係）
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【【【【総括製造販売責任者総括製造販売責任者総括製造販売責任者総括製造販売責任者】】】】

• 一定の学歴、経験等により基本的な「能力」を有する者が品質管理業務・安全管理

業務を統括すべきという考え方。

• 従って、「QMSの最高責任者たる管理監督者」又は「QMSの実務的な責任者たる管

理責任者」を兼務することは、総括の地位によっては可能。

• また、次の国内品質業務運営責任者との兼務についても、可能としている。

【【【【国内品質業務運営責任者国内品質業務運営責任者国内品質業務運営責任者国内品質業務運営責任者】】】】

• 一定の経験を含む「能力」を有する者が品質管理業務の統括等を行うべきという考

え方。

• 「国内の品質管理業務の円滑な実施の確認」、「市場への出荷」、「製造方法等の変

更管理」、「品質情報等の処理」、「回収」等の業務を行う。

• 管理責任者と国内品質業務運営責任者との兼務は可能。

国内における医療機器等の品質等確保に係る追加要求事項である第３章に規定する責任

者等については、「適切な能力」がある者に業務を行わせることを求めている。

QMS省令上、多数の責任者の設置を求めている訳ではなく、地位と能力が適切であって、

かつ、各責任者に要求される業務の実施に支障がない限りにおいて、各責任者間の兼務

が可能であることを前提としている。

責任者等の責任（第３章：旧ＧＱＰ省令関係）
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管理監督者 レビュー

QMS省令第71条第１項第４号の「意見の尊重」及び第72条第２項第４～7号の「報告」は、必ずしも上下

関係を決定付ける文言ではないが、各条項を総合的に考慮すれば、「総括 ≧ 管理責任者 ≧ 国内品

責」という関係をベースに組織を検討することが望ましい。

（逆転があっても不適という訳ではないが、「各責任者の業務の位置付け・重み」、「意見の尊重」・「報

告」等の文言をどう解釈するかを明確にしておく。）

国内品質業務運営責任者

任
命

§16

-1

品質方針

資源の提供

報
告

§16

-2-2

管理責任者

A
P

D
C

監
督

§71

-1-3

意見

§71

-1-2

報
告

§72-2

-4～7

意見

の尊重

§71

-1-4

意
見
の

尊
重

§71

-1-4

役員等

最上位

役員／

管理職

＋α

総括製造販売責任者

システムの

運営等

国内の品質

管理業務

社内における地位につ

いては規定なし

各責任者の任命・報告等の基底から見た地位の関係
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【組織図等】

• 各責任者間の相互の関係（兼務を含む。）の適切性の確認
• 部門の配置の適切性の確認（品質保証部門の位置付け、独立性等）

※ 製造所併設の場合等には、責任技術者及びその所属部門との関係にも留意。

【品質マニュアル、人事規程等】

• 任命者、法人等における地位、学歴、経験、教育訓練等の規制要求事項
及び自ら設定した要求事項の適切性の確認

※ 管理責任者は、管理監督者が任命。

※ 総括製造販売責任者は法、国内品質業務運営責任者はQMS省令において、製造販売

業者が「置く」こととされている。これらに係る任命権限ついては、地位を踏まえる必要

はあるが、製造販売業者に一定の裁量があると考えられる。

【スキルマップ・教育訓練記録等】

• 任命に係る要求事項を満たした者が任命されていることの確認

【業務分掌、プロセスオーナー表等】

• 規定された責任・権限と実際の業務の関係の適切性の確認

【各責任者へのインタビュー等】

• 自らの責任・権限の認識状況の確認
※ 国内品質業務運営責任者については、「国内の品質管理業務を適正かつ円滑に遂行し

うる能力」を有することが任命の一要件であることに留意。

人員の配置に関する評価及び確認文書・記録等（例）
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組織の体制（プロセス関係）

第５条：品質管理監督システムに係る要求事項

第６条：品質管理監督システムの文書化

第７条：品質管理監督システム基準書

第８条：品質管理監督文書の管理

・品質マニュアル

・文書、手順書等の目録等

第９条：記録の管理

第６７条：品質管理監督文書の保管期限

第６８条：記録の保管期限

・文書管理規定（手順書）

・記録管理規定（手順書）

ＱＭＳ省令ＱＭＳ省令ＱＭＳ省令ＱＭＳ省令
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法第23条の２の14第２項の規定に基づき規則第114条の50に規定する業務及び

QMS省令第71条第１項に規定する業務は、共に、具体的な業務ではなく、どちらか

と言えば組織運営に係る理念的な規定。

（製造販売業者又は管理監督者に対する文書による必要な意見を除く。ただし、こ

れらの規定も、どのような場合にどのような意見を述べるべきかについては具体的

に示されていない。事例があればそれを確認することとなるが、通例、システムの

改善につながる事項は、マネジメントレビューのインプットとして別の形で管理監督

者に入るのではないかと思われ、事例もあまりないのではないか。）

これらについては、組織図、業務分掌等により業務及びそれを行いうる体制が適

切に規定されており、総括製造販売責任者への聞き取り等により総括製造販売責

任者自身がそれらを認識していることが重要となる。

総括製造販売責任者の業務
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QMS体制省令に係る評価基準において、国内品質業務運営責任者の業務については、他

の責任者の調査に係る書きぶりと少し異なる。

「この省令の規定に基づき作成された手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせること

としているか。」

⇒ 単に品質マニュアルに権限・業務等を規定するだけではなく、国内品質業務運営責任者

が、適切に業務を行いうる手順となっていることを「手順書」等で実証することを求めてい

る。

⇒ 手順書は、第３章で独立したものを作成することは、求めていない。

第２章の手順書（例えば「製品受領者の意見収集手順（第55条第３項）、不適合品の処理手順（第60条第２

項）等）に国内品質業務運営責任者の関与を位置付けることでもよい。

�旧GQPに係る調査の一部に相当。

� 国内品質業務運営責任者が行う業務は、市場に流通する製品の品質に重大な影響を

及ぼす。

• 出荷判定 ＝ 製造段階から流通段階への最後の判定項目

• 変更管理 ＝ 変更による製品品質への影響に対するリスクマネジメント

• 品質情報処理（苦情を含む。）＝ 品質不良の発見の端緒

• 回収処理 ＝ 品質不良品が使用されないようにするための措置

国内品質業務運営責任者の業務
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Q 許可調査、許可更新調査時においてＱＭＳ体制省令に基づいて手順書や記録

を確認していくが、どの程度掘り下げて確認されますか。

A 下記の文書、記録を確認することが考えられる。

内容を詳細に確認することが必須と考えられる文書、記録

� 品質管理監督システム基準書（品質マニュアル）及び付属文書・図

QMSの適用範囲（業務及び部門）、プロセス及びそれらの関係の妥当性等

� 文書・記録管理手順書

各プロセスの実施に必要な手順書等の作成、照査、承認等、記録の保管等

� 国内品質業務運営責任者の業務に関わる手順書、記録

製品の監視、測定、改善等に関わるものであり、不具合発生時に適切な対応が可

能であることを事前に確認又は適切に対応したことを確認。

必要に応じ、詳細に確認することが考えられる文書、記録（例）

� QMSに大きな変更がある場合は、マネジメント・レビュー関係

� 適合性調査等で軽微でない指摘がなされている場合は、是正措置関係

（特にシステムの実効性の維持関係について）

� その他、調査（インタビュー等）の中で、プロセスのインプット、アウトプット、監視測

定等について、製造販売業者の理解に疑問がある場合は、その部分に関する手

順、記録の提示を求める可能性あり。
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医療機器製造販売業者のその他遵守事項

（１（１（１（１））））QMS省令について省令について省令について省令について

製造販売業者は、製造販売する品目について、製造販売業者及び登録製造所の製造管理及

び品質管理の方法がQMS省令に適合するように管理しなければならない。（法23条の２の15

第１項）

新法下では、すべての医療機器にQMS省令は適用されるようになり、平成26年11月25日の

法改正以前はQMS省令の適用がなかった一般医療機器（限定一般医療機器）についても、

QMS省令の一部が適用となった。

（２）表示等について（２）表示等について（２）表示等について（２）表示等について

・ 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、医薬品医療機器

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）

・ 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）

・ 添付文書等記載事項等の届出について

特定高度管理医療機器（クラスⅣの高度管理医療機器）については製造販売開始時及び

変更の際は、あらかじめ、当該医療機器の添付文書等記載事項のうち、使用及び取扱い上

の必要な注意等を厚生労働大臣に届け出なければならない。（法第63条の3）

（３）回収（改修）について（３）回収（改修）について（３）回収（改修）について（３）回収（改修）について

製造販売業者が自ら製造販売した医療機器について、保健衛生上の被害の発生又は拡大の

防止のため、製品の市場からの回収（改修）が必要となった場合には、迅速かつ適切に対応

する必要がある。

（４）許可証の掲示（４）許可証の掲示（４）許可証の掲示（４）許可証の掲示

製造販売業の許可証を主たる機能を有する事務所の見やすい場所に掲示しなければならな

い。（規則第114条の85第1項で準用する同規則第3条）
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４ 回収
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回収の流れ

1 情報の入手

2 情報の分析

3 回収の必要性の判断

4 回収の決定

5 納入施設への情報提供・回収措置

6 広島県への報告

7 「回収の概要」掲載 回収着手報告書提出 報道発表

8 回収の状況報告

9 回収終了

10 回収終了報告書提出

※5・6・7は並行して行うようにしてすること。

平成２６年１１月２５日から着手報告以外に状況報告も

医薬品医療機器法第６８条の１１に基づき報告が義務付

けされた。
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回収の必要性の判断

入手した情報の分析結果及び関連法令や通知等に基づき、回収の必要性につい

ての判断を行う。

回収の必要性の判断については、下記事項がポイントとなる。

・有効性・有効性・有効性・有効性及び安全性の観点からの判断及び安全性の観点からの判断及び安全性の観点からの判断及び安全性の観点からの判断

製造販売した医療機器の不良に関して有効性及び安全性に問題がないと明確

に説明できない場合には回収の対象となる。

・医・医・医・医薬品医療薬品医療薬品医療薬品医療機器法機器法機器法機器法違反又は承認事項からの逸脱違反又は承認事項からの逸脱違反又は承認事項からの逸脱違反又は承認事項からの逸脱

医薬品医療機器法違反又は承認事項から逸脱する医療機器は回収の対象と

なる。

・不具合・不具合・不具合・不具合範囲の特定に関する判断範囲の特定に関する判断範囲の特定に関する判断範囲の特定に関する判断

当該不具合がそのロット又は製品全体に及ぶものではないと明確に説明できな

い場合には回収の対象となる。

・混入・混入・混入・混入した異物の種類と製品の性質の判断した異物の種類と製品の性質の判断した異物の種類と製品の性質の判断した異物の種類と製品の性質の判断

異物が混入又は付着しており、保健衛生上問題が生じないことが明確に説明で

きない場合には回収の対象となる。
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回収のクラス分類

クラス分類とは、回収される製品によりもたらされる健康への危険度

の程度により、以下のとおり個別回収ごとに、I、II又はIIIの数字が割り
当てられるものです。

分類分類分類分類 分類の基準分類の基準分類の基準分類の基準

クラスⅠ その製品の使用等が、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

その製品の使用等が、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 その製品の使用等が、健康被害の原因となるとはまず考えられない状況。

★基本的にクラス2と考える。健康被害発生の可能性及び

重篤度のバランスにより、クラス1、クラス3とする。

期間：平成２７年４月～１０月末まで

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ⅢⅢⅢⅢ

事例件数 １ ２５３ １１
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自主回収事例①

・・・・ 製造製造製造製造番号を番号を番号を番号を間違えたラベル間違えたラベル間違えたラベル間違えたラベルが貼り付けられて出荷したことが判明が貼り付けられて出荷したことが判明が貼り付けられて出荷したことが判明が貼り付けられて出荷したことが判明したため。したため。したため。したため。

・・・・ 使用使用使用使用期限が期限が期限が期限が2016201620162016年年年年9999月月月月30303030日であるのに対し、法定表示ラベル日であるのに対し、法定表示ラベル日であるのに対し、法定表示ラベル日であるのに対し、法定表示ラベルにににに 2019201920192019年年年年9999月月月月

30303030日と日と日と日と誤記載誤記載誤記載誤記載されているされているされているされている ことが確認されたことが確認されたことが確認されたことが確認されたためためためため。。。。

・・・・ 平成平成平成平成27272727年年年年4444月月月月1111日付けにて本社日付けにて本社日付けにて本社日付けにて本社((((製造販売元製造販売元製造販売元製造販売元))))を移転し住所変を移転し住所変を移転し住所変を移転し住所変更するも更するも更するも更するも、、、、 製品製品製品製品

表示表示表示表示は移転前のは移転前のは移転前のは移転前の旧住所記載のまま旧住所記載のまま旧住所記載のまま旧住所記載のまま出荷した出荷した出荷した出荷したため。ため。ため。ため。

・・・・ 当該当該当該当該製品の個装箱において製品の個装箱において製品の個装箱において製品の個装箱においてロット番号と使用期限が記載されてロット番号と使用期限が記載されてロット番号と使用期限が記載されてロット番号と使用期限が記載されていないものいないものいないものいないもの

がががが発見された発見された発見された発見されたためためためため。。。。

・・・・ 海外海外海外海外製造元で印字された英文仕様ラベルと弊社国内製造業で製造元で印字された英文仕様ラベルと弊社国内製造業で製造元で印字された英文仕様ラベルと弊社国内製造業で製造元で印字された英文仕様ラベルと弊社国内製造業で貼付した邦貼付した邦貼付した邦貼付した邦

文文文文表示（法定表示）の表示（法定表示）の表示（法定表示）の表示（法定表示）の製造番号製造番号製造番号製造番号が誤記載が誤記載が誤記載が誤記載されているとのされているとのされているとのされているとの報告報告報告報告ががががあったためあったためあったためあったため。。。。

・・・・ 医療医療医療医療機器本体に表示するラベルに記載する項目のうち、本来機器本体に表示するラベルに記載する項目のうち、本来機器本体に表示するラベルに記載する項目のうち、本来機器本体に表示するラベルに記載する項目のうち、本来「「「「認証認証認証認証番号」番号」番号」番号」とととと

表記表記表記表記すべきすべきすべきすべきところところところところ、、、、「「「「承認承認承認承認番号」と番号」と番号」と番号」と記載記載記載記載されていたため。されていたため。されていたため。されていたため。

クラスクラスクラスクラスⅢⅢⅢⅢの回収はほとんどが、『の回収はほとんどが、『の回収はほとんどが、『の回収はほとんどが、『法定表示や添付文書の法定表示や添付文書の法定表示や添付文書の法定表示や添付文書の記入漏れ記入漏れ記入漏れ記入漏れやややや誤記載誤記載誤記載誤記載

等等等等』となっている。』となっている。』となっている。』となっている。

★注意すれば、なくすことができるものばかり！

34



自主回収事例②

製品の製造所において、外国製造業者の更新手続きに

不備があり登録が失効していることが判明したため、登録

失効後に製造された製品を対象として自主回収

法法法法関係手続きの関係手続きの関係手続きの関係手続きの不備不備不備不備

外国製造業者の登録は、有効期間である5年ごとにその更

新を受けなければ、その効力を失います。

国内でも業許可や登録の更新忘れによる自主回収が発生してい

ます。

海外製造業者が事前連絡なしに製造所をアメリカから

メキシコに変更しており、登録していないメキシコ工場で

製造された製品を輸入し出荷していた 。

こんな事例もこんな事例もこんな事例もこんな事例も
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自主回収事例③

製品の一部に金属部品が混入しているとの報告を医療

機関から受けた。

異物混入異物混入異物混入異物混入による自主回収による自主回収による自主回収による自主回収

【原因】

製造設備の金属部品が混入したものと推察

【是正措置】

■ プラスチック製の部品に変更

■ 製造ラインの最後にマグネット等の金属異物混入防止

装置を設置

・異物が発生し難い構造の設備に変更する

・工程の作業前・作業後に部品の脱落や設備異常がないか確認する

次のような対応の検討も次のような対応の検討も次のような対応の検討も次のような対応の検討も
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５ 記載整備
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• 製造販売承認（認証）申請書については、一部の欄の名称を変更。（原材料の製造所欄は削除）

• 既承認（認証）品目は、製造所に関する情報が記載されている欄（製造方法欄、製造販売する品

目の製造所欄）について、施行後の新制度における登録製造所を明確にするために記載整備施行後の新制度における登録製造所を明確にするために記載整備施行後の新制度における登録製造所を明確にするために記載整備施行後の新制度における登録製造所を明確にするために記載整備

が必要。が必要。が必要。が必要。

• 上記の欄の以外は、記載内容自体の変更はないため、記載整備不要。

製造販売承認（認証）申請書

類 別

名称

一般的名称

販 売 名

使用目的又は効果

形状、構造及び原理

原 材 料

性能及び安全性に関する規格

使 用 方 法

保管方法及び有効期間

製 造 方 法

製造販売する品目の製造所 名称、登録番号

備 考

記載整備が必要記載整備が必要記載整備が必要記載整備が必要
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• 各工程の関係において誤認を生じない場合においては、工程ごとの記載や

工程フロー図は必須とはしない。（組合せ医療機器の場合は従来どおりの

記載が必要）

• 製造条件、滅菌方法、ウイルス等の不活化/除去の記載は従来どおり

• 外部試験検査施設、主たる設計を行った事業者の記載は不要（設計に関し

ては登録製造所を製造所欄に記載することになる。）

記載整備（製造方法欄）

記載整備（製造販売する品目の製造所欄）

• 登録製造所ごとに、製造所の名称、登録番号、施行規則で登録が必要とさ

れている製造工程を記載。

製造所の名称 登録番号 製造工程

○○○製造所 ・・・・・ 設計

△△△製造所 ・・・・・ 主たる組立て

□□□製造所 ・・・・・ 滅菌（放射線）

☆☆☆製造所 ・・・・・ 保管

製造所の名称 登録番号 製造工程

○○○製造所 ・・・・・ 設計、主たる組立て、保管

☆☆☆製造所 ・・・・・ 滅菌（湿熱）

（例１）

（例２）
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• 製造販売業者が保有する品目のうち最も遅くQMS更新期限を迎える品目のQMS更新期限か

ら３０日。（全品目について）

ただし、記載整備期限前であっても

・新法によるQMS定期調査後に、速やかに記載整備することが望ましい

・製造方法欄又は製造販売する品目の製造所欄を一部変更承認申請又は軽微変更届出書

により変更する場合は、この機会に併せて記載整備が必要

全品目の記載整備期限【（品目FのQMS更新期限）＋30日】

QMS調査

QMS調査

QMS調査

品目AのQMS更新期限

製品群Ⅰ

品目BのQMS更新期限

品目CのQMS更新期限

品目DのQMS更新期限

品目EのQMS更新期限

品目FのQMS更新期限

製品群Ⅱ

製品群Ⅲ

（例）

記載整備期限

40



６ 医療機器プログラム
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X線CT装置、MRI、PET-CT装置

等で撮影された画像データの処

理、保存、表示等を行う

当該製品のプログラム

による3次元画像処理

CT検査のデータ

画像診断装置ワークステーション

ハード部分

ソフト部分

（プログラム）

ソフト部分のみでは旧薬事法の規制対象とならず、

ハード部分に組み込んだ形で規制していた

ソフト部分

（プログラム）

プログラム単体でプログラム単体でプログラム単体でプログラム単体で

法法法法の規制対象とするの規制対象とするの規制対象とするの規制対象とする

※ 欧米では、既に医療機器として位

置付けられている。

＜使用例＞

単体プログラム

旧薬事法でプログラムを使用している医療機器

改正後

旧法下

医療機器プログラム医療機器プログラム医療機器プログラム医療機器プログラム

汎用コンピュータ等にインストールすることで、医療機器としての性能を発揮するプログラム
※

※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

骨の３D画像

医療機器プログラムとは
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１ 本通知の適用の範囲

２ 用語の定義

３ プログラムの医療機器への該当性について

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

５ 一般的名称について

６ 製造販売業の許可について

７ 製造業の登録について

８ 製造販売承認申請の取扱いについて

９ QMS調査の取扱いについて

10 基本要件の取扱いについて

11 販売業及び貸与業について

12 修理業について

13 法定表示について

14 添付文書の取扱い

15 不具合報告について

16 回収について

◇ 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）

医療機器プログラムの取扱いについて
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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あたっては、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。

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

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．医療機器に該当するプログラム

２．医療機器に該当しないプログラム

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

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）

３）教育用プログラム

４）患者説明用プログラム

５）メンテナンス用プログラム

６）院内業務支援プログラム

７）健康管理用プログラム

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）

（平成26年11月14日付け薬食監麻発1114第５号）

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
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７ 高度管理医療機器の認証基準
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不具合が生じた場合不具合が生じた場合不具合が生じた場合不具合が生じた場合でも、でも、でも、でも、人体へのリスク人体へのリスク人体へのリスク人体へのリスクが比較的低いが比較的低いが比較的低いが比較的低いと考えと考えと考えと考えられるものられるものられるものられるもの（例）ＭＲＩ装置、電子（例）ＭＲＩ装置、電子（例）ＭＲＩ装置、電子（例）ＭＲＩ装置、電子内視鏡、内視鏡、内視鏡、内視鏡、 消化器用ｶ消化器用ｶ消化器用ｶ消化器用ｶﾃｰﾃﾙ、超音波ﾃｰﾃﾙ、超音波ﾃｰﾃﾙ、超音波ﾃｰﾃﾙ、超音波診断診断診断診断装置、歯科用合金装置、歯科用合金装置、歯科用合金装置、歯科用合金
患者への侵襲性が高く、患者への侵襲性が高く、患者への侵襲性が高く、患者への侵襲性が高く、

不具合が生じた場合、不具合が生じた場合、不具合が生じた場合、不具合が生じた場合、生生生生

命の危険に直結する恐れ命の危険に直結する恐れ命の危険に直結する恐れ命の危険に直結する恐れ

があるものがあるものがあるものがあるもの

（例）ﾍﾟｰｽﾒｰｶ、（例）ﾍﾟｰｽﾒｰｶ、（例）ﾍﾟｰｽﾒｰｶ、（例）ﾍﾟｰｽﾒｰｶ、 人工心人工心人工心人工心

臓弁、ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ臓弁、ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ臓弁、ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ臓弁、ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ

不具合が生じた場合、不具合が生じた場合、不具合が生じた場合、不具合が生じた場合、人体人体人体人体

へのリスクが比較的高いへのリスクが比較的高いへのリスクが比較的高いへのリスクが比較的高いと考と考と考と考

えられるものえられるものえられるものえられるもの

（例）透析器、人工骨、（例）透析器、人工骨、（例）透析器、人工骨、（例）透析器、人工骨、

人工呼吸器人工呼吸器人工呼吸器人工呼吸器

不具合が生じた場不具合が生じた場不具合が生じた場不具合が生じた場合でも、合でも、合でも、合でも、人体への人体への人体への人体へのリスクが極めて低リスクが極めて低リスクが極めて低リスクが極めて低いいいいと考えられるもと考えられるもと考えられるもと考えられるものののの（例）体外診断用（例）体外診断用（例）体外診断用（例）体外診断用機器、鋼製小物機器、鋼製小物機器、鋼製小物機器、鋼製小物（ﾒｽ･ﾋﾟﾝｾｯﾄ等）（ﾒｽ･ﾋﾟﾝｾｯﾄ等）（ﾒｽ･ﾋﾟﾝｾｯﾄ等）（ﾒｽ･ﾋﾟﾝｾｯﾄ等）
X線ﾌｨﾙﾑ、歯科技線ﾌｨﾙﾑ、歯科技線ﾌｨﾙﾑ、歯科技線ﾌｨﾙﾑ、歯科技工用用品工用用品工用用品工用用品

リリリリ スススス クククク 大大大大小小小小

クラスⅠ クラスⅡ

具具 具具
体体 体体

例例 例例

クラスⅢ クラスⅣ

（注２）（注２）（注２）（注２） 厚生労働大臣が基準を定めたものについて大臣の承認を不要とし、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受けた民間の第三者厚生労働大臣が基準を定めたものについて大臣の承認を不要とし、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受けた民間の第三者厚生労働大臣が基準を定めたものについて大臣の承認を不要とし、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受けた民間の第三者厚生労働大臣が基準を定めたものについて大臣の承認を不要とし、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受けた民間の第三者

認証認証認証認証機関が機関が機関が機関が基準への適合性を認証する制度。基準への適合性を認証する制度。基準への適合性を認証する制度。基準への適合性を認証する制度。

国際分類国際分類国際分類国際分類

（注１）

（注１）（注１）（注１）（注１） 日米欧豪加の５地域が参加する「医療機器規制国際整合化会合（ＧＨＴＦ）において平成１５年１２月に合意された医療機器の日米欧豪加の５地域が参加する「医療機器規制国際整合化会合（ＧＨＴＦ）において平成１５年１２月に合意された医療機器の日米欧豪加の５地域が参加する「医療機器規制国際整合化会合（ＧＨＴＦ）において平成１５年１２月に合意された医療機器の日米欧豪加の５地域が参加する「医療機器規制国際整合化会合（ＧＨＴＦ）において平成１５年１２月に合意された医療機器の

リスクに応じた４つのクラス分類の考え方を薬事法に取り入れている。リスクに応じた４つのクラス分類の考え方を薬事法に取り入れている。リスクに応じた４つのクラス分類の考え方を薬事法に取り入れている。リスクに応じた４つのクラス分類の考え方を薬事法に取り入れている。

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

届出届出届出届出 第三者認証第三者認証第三者認証第三者認証（注２） 大臣承認（大臣承認（大臣承認（大臣承認（PMDAで審査）で審査）で審査）で審査）

医医医医薬品医薬品医薬品医薬品医療機器法療機器法療機器法療機器法のののの分類分類分類分類
規制規制規制規制

整備整備整備整備計画（注３）計画（注３）計画（注３）計画（注３）

に基づき拡充に基づき拡充に基づき拡充に基づき拡充

（注３）規制（注３）規制（注３）規制（注３）規制改革実施計画（平成２５年６月１４日閣議決定）において高度管理医療機器に係る認証基準の策定を計画的に改革実施計画（平成２５年６月１４日閣議決定）において高度管理医療機器に係る認証基準の策定を計画的に改革実施計画（平成２５年６月１４日閣議決定）において高度管理医療機器に係る認証基準の策定を計画的に改革実施計画（平成２５年６月１４日閣議決定）において高度管理医療機器に係る認証基準の策定を計画的に進めるもの。進めるもの。進めるもの。進めるもの。

医療機器の分類と規制
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• 「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23条の２の

23第１項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器」 （平成17年厚生

労働省告示第112号）において、指定高度管理医療機器の基準を追加。

• 告示で定める具体的な基準としては、①①①①基本基本基本基本要件基準への適合、②申請資料の信頼性要件基準への適合、②申請資料の信頼性要件基準への適合、②申請資料の信頼性要件基準への適合、②申請資料の信頼性

確保、③別表への適合確保、③別表への適合確保、③別表への適合確保、③別表への適合を求める。（ただし、既存の医療機器と実質的に同等な範囲内）

• 別表では、これまでのJIS規格を引用する方式ではなく、主要評価項目を規定し、基準の

適合に関して必要な事項は医薬食品局長通知で定める。

１
イン

スリンペ
ン型注入
器 医療機器
の名称

次の評価項目
について厚生
労働省医薬・
生活衛生局長
が定める基準
により評価す
ること。
１
機械的性
能２
投与量

の精度
３
無ディ

フェクト性

既存品目との
同等性を評価
すべき主要評
価項目とその
基準

基
準専
用
医
薬
品

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

及
び
ペ
ン
型
注

入
器
注
射
針
を

取
り
付
け
て
使

用
し
、
皮
下
へ

イ
ン
ス
リ
ン
を

注
入
す
る
こ
と
。

使用目的又は
効果

＜別表＞

認証審査で確認すべき事項を「既存品

目との同等性を評価すべき主要評価項

目」として列挙

↓

主要評価項目に関する具体的な事項主要評価項目に関する具体的な事項主要評価項目に関する具体的な事項主要評価項目に関する具体的な事項

や関係する規格等（や関係する規格等（や関係する規格等（や関係する規格等（JISJISJISJIS、、、、ISOISOISOISO、、、、IECIECIECIECなど）など）など）など）

は、医薬・生活衛生局長通知で規定は、医薬・生活衛生局長通知で規定は、医薬・生活衛生局長通知で規定は、医薬・生活衛生局長通知で規定

薬事法第23条の２第１項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件

（平成26年11月５日厚生労働省告示第404号）

高度管理医療機器の認証基準
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高度管理医療機器の一般的名称高度管理医療機器の一般的名称高度管理医療機器の一般的名称高度管理医療機器の一般的名称 告示日など告示日など告示日など告示日など

インスリンペン型注入器 平成26年11月25日

ヘパリン使用人工心肺回路用血液フィルタ及び

ヘパリン使用単回使用人工心肺用除泡器

平成26年11月25日

経腸栄養用輸液ポンプ、汎用輸液ポンプ、

注射筒輸液ポンプ及び患者管理無痛法用輸液ポンプ

平成27年３月25日

再使用可能な手動式肺人工蘇生器及び

単回使用手動式肺人工蘇生器

平成27年9月30日

物質併用電気手術器及び

物質併用処置用能動器具

パブリックコメント終了

（平成27年10月1日）

重要パラメータ付き多項目モニタ、解析機能付きセントラルモニタ、

麻酔深度モニタ、不整脈モニタリングシステム、 無呼吸モニタ、無

呼吸アラーム、不整脈解析機能付心電モジュール、心電・呼吸モ

ジュール、神経探知モジュール及び頭蓋内圧モジュール

パブリックコメント終了

（平成27年10月1日）

非吸収性縫合糸

持続的気道陽圧ユニット等

パブリックコメント実施

（10月9日～11月8日）

認証基準に指定or指定予定の高度管理医療機器
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３．整備計画

（１）本計画の適用期間

平成30 年度末までの計画とする。

（２）実施方法

認証基準告示において指定される高度管理医療機器の選定と基準策定プロセスを以下の

とおりとし、基準策定等を進める。

① 高度管理医療機器の選定条件について

○ 高度管理医療機器の基準に該当する医療機器の選定については、以下の条件に合う

ものとすること。

（ア）登録認証機関が有効性、安全性、品質を確保できる条件を客観的に判断できる明確

な高度管理医療機器の基準が作成できるものであること。なお、当該基準に関しては、

ISO、IEC、JIS など公的な規格類を基本としたものであること。

（イ）関係業界から認証移行の希望があり、関係業界で高度管理医療機器の基準原案の

作成が行われるものであること。

（ウ）（ア）及び（イ）の条件を満たすもののうち、類似製品の多くが管理医療機器として認証

移行されており、既に作成された認証基準が十分活用できるものは優先的に検討を行

うものとすること。

（エ）（ア）及び（イ）の条件を満たすもののうち、登録認証機関の認証審査の状況を確認し、

高度管理医療機器（クラスⅢ）の中で比較的リスクが低いもの（例えば、FDA でクラス

分類を本邦の管理医療機器のレベルまで引き下げたものなど）から順次検討を進める

ものとすること。

高度管理医療機器に係る認証基準の整備計画（平成２６年１１月）（抜粋）
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詳しくは、下記URLの整備計画報道発表資料及び整備計画

（PDF）をご参照下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000065168.html

○ 平成26・27年度は策定済みのものの他、自己検査用グルコース測定器、縫合糸、人

工呼吸器、麻酔器などの認証基準の策定検討を行っている。

○ 平成28年度以降の策定検討については、「高度管理医療機器に係る認証基準の整

備計画における認証基準の策定要望の手続について」（※）に基づき、引き続きご要

望、ご協力をお願いします。

（※）平成26年11月25日付け薬食機参発1125 第２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）

高度管理医療機器に係る認証基準の要望について
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８ QMS制度の改正
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医療機器の国際展開を進めるためには、国際整合性に配慮する必要がある。

このため、医療機器の特性を踏まえた制度改正を行い、医療機器の迅速な

実用化と規制の合理化を図ることが必要。

�QMS省令の国際整合性の改善

• 製造所ごとから製造販売業者等を中心としたQMS体制への移行

• ISO13485:2003相当部分と国内における品質等の確保を目的とした

追加的要求事項の明確化

�規制の合理化

• 製品群ごとのQMS調査（基準適合証による調査の省略）

�QMS省令の国際整合性の改善

• 製造所ごとから製造販売業者等を中心としたQMS体制への移行

• ISO13485:2003相当部分と国内における品質等の確保を目的とした

追加的要求事項の明確化

�規制の合理化

• 製品群ごとのQMS調査（基準適合証による調査の省略）

改正法におけるQMS制度の改正ポイント
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QMS省令（ISO13485+国内独自の規制） GQP省令

構造設

備規則

第2章 ISO13485相当

第3章

追加要求

※

第６章

製造業

QMS

改正前改正前改正前改正前

改正法改正法改正法改正法

QMSQMSQMSQMS省令省令省令省令

製造販売業製造販売業製造販売業製造販売業

許可基準許可基準許可基準許可基準

製品の承認・認証基準（製造販売業者の製品の承認・認証基準（製造販売業者の製品の承認・認証基準（製造販売業者の製品の承認・認証基準（製造販売業者のQMSQMSQMSQMS））））

体制の整備＝製造販売業許可基準体制の整備＝製造販売業許可基準体制の整備＝製造販売業許可基準体制の整備＝製造販売業許可基準（（（（QMSQMSQMSQMS体制省令）体制省令）体制省令）体制省令）

製造業製造業製造業製造業

許可基準許可基準許可基準許可基準

製品の承認・認証基準製品の承認・認証基準製品の承認・認証基準製品の承認・認証基準

（製造所ごと）（製造所ごと）（製造所ごと）（製造所ごと）

※ 構造設備は、放射性体診等のQMS省令上の遵守事項として規定。

（製造所の登録要件は、申請者の欠格要件のみ。）

QMS制度の見直し
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製造販売業者

設計

製造業者

包装・表示・保管

製造業者

主たる組立工程

【現行法：製造所単位の調査】

製造販売業者

【改正法：製造販売業者単位の調査】

登録製造所

設計

登録製造所

最終製品保管

登録製造所

主たる組立工程

個々の製造業者を個別に調査

全ての製造業者の適合を確認

→ 製品の基準適合

製造販売業者及び全ての登録製造所を

一つのシステムとして調査

→ 全体で評価し、製品の適合性を判断

※ 医療機器 滅菌工程なしの場合

QMS調査の単位、対象施設等の改正
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（製品群による分類の例）

製品Ａ：永久磁石式全身用ＭＲ装置

製品Ｂ：ＭＲ装置用高周波コイル

製品Ｃ：ＭＲ装置ワークステーション

非電離放射線を利用する

能動な画像医療機器

• 特性が類似した医療機器を「製品群」として分類
• 調査に適合した製品については、「基準適合証」を交付

• 「同一の製品群」かつ「製造所の組合せが同じ」製品については、調査を省略

製品Ａ～Ｃまでが同一製造所で作られている場合

↓

製品Ａに係る「基準適合証」があれば、

製品Ｂ及びＣについては、調査を受けることを要しない。

製品群による合理化の考え方
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製造販売業者製造販売業者製造販売業者製造販売業者 XXXX

設計設計設計設計 AAAA

主たる組立て主たる組立て主たる組立て主たる組立て BBBB

滅菌滅菌滅菌滅菌 CCCC

最終製品保管最終製品保管最終製品保管最終製品保管 DDDD

製品群製品群製品群製品群 ああああ

製造販売業者製造販売業者製造販売業者製造販売業者 XXXX

設計設計設計設計 AAAA

主たる組立て主たる組立て主たる組立て主たる組立て BBBB

製品群製品群製品群製品群 ああああ

製品製品製品製品 αααα 製品製品製品製品 ββββ

基準適合証

製品群が同じ

設計及び主たる

組立ての製造所

が同一の組合せ

で製造されるもの。

適合性調査を受けた製品 適合性調査を受けようとする製品

ただし、滅菌及び最終製品保管の製造所が異なる場合は、追加的な調査が必要。

滅菌滅菌滅菌滅菌 EEEE

最終製品保管最終製品保管最終製品保管最終製品保管 FFFF

製品群・製造所の組合せごとの調査による合理化
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９ 最近の関連通知
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① 国内品質業務運営責任者の資格要件の緩和関係
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『日本再興戦略』改訂２０１５

国家戦略特区ワーキンググループのヒアリング（方向性の協議）国家戦略特区ワーキンググループのヒアリング（方向性の協議）国家戦略特区ワーキンググループのヒアリング（方向性の協議）国家戦略特区ワーキンググループのヒアリング（方向性の協議）

『『『『日本再興戦略日本再興戦略日本再興戦略日本再興戦略』』』』改訂改訂改訂改訂2015―未来への投資・生産性革命未来への投資・生産性革命未来への投資・生産性革命未来への投資・生産性革命―（（（（H27.6.30閣議決定）閣議決定）閣議決定）閣議決定）

⑪⑪⑪⑪医療機器製造販売における医療機器製造販売における医療機器製造販売における医療機器製造販売における国内品質業務運営国内品質業務運営国内品質業務運営国内品質業務運営責任者の資格要件の緩和責任者の資格要件の緩和責任者の資格要件の緩和責任者の資格要件の緩和

医療機器分野への新規企業参入等を促すため、国内品質業務運営責任者の資格

要件である３年以上業務従事経験について、低リスクの医療機器を扱う場合には、

医薬品医療機器等法に規定する品質管理業務の従事経験に限らず、ISO9001又

はISO13485に係る品質管理業務の従事経験を認めることと、速やかに通知を改正

する。

医療機器等以外の製造業者等が医療機器等分野に新規参入しようとする際、人材確保が大きな

障壁となるとして、要件緩和の提案・要望等があった。（国家戦略特区提案 等）

医療機器・体外診断用医薬品の国内品質業務運営責任者（旧GQP省令の品質保証責任者）は、

製品の品質管理を適切に行うための要件として、薬機法（旧薬事法）に係る製造管理又は品質管

理に係る３年以上の従事経験を求めていた。

業界団体、適合性調査実施者、許認可権者との協議業界団体、適合性調査実施者、許認可権者との協議業界団体、適合性調査実施者、許認可権者との協議業界団体、適合性調査実施者、許認可権者との協議
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国内品質業務運営責任者の業務

①医療機器の品質確保

・製造所への定期的な確認

（ＱＭＳ省令≒ＩＳＯによる管理）

・製品の市場への出荷判定

・製造所における製造方法、

試験方法等の変更時の措置

製造所の品質管理（ＩＳＯ）に

ついての知識・経験が必要

②品質不良等発生時の措置

・苦情、品質不良情報等の収集、

必要な措置の検討

・自主回収時の適切な管理

・関係機関への品質情報等の文

書による通知

・安全管理部門との連携

製造販売業者

総括製造販売責任者

安全管理責任者 国内品質業務運営責任者

製造業者

（QMS管理）
製造業者

（QMS管理）

保管業者

（QMS管理）
医療機関等

報告
出荷判定定期的な管理状況の確認製造方法等変更時の確認

製造販売業者

総括製造販売責任者

安全管理責任者 国内品質業務運営責任者

製造業者 製造業者 保管業者

医療機関等

報告 回収、注意文書発出

等の必要な措置

品質情報の収集
（既出荷製品に波及する製造工程における異常等） （不具合情報等）

文献情報等

情報提供
医薬品医療機器法の経験

に基づく迅速な判断が必要
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緩和対象のクラス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製品の審査 届出（審査なし） 認証（規格への適合性）／一部承認 承認（個別審査）／一部認証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 ― ― ３年国内品質業務運営責任者の要件 従事経験 ３年医薬品医療機器法
↓

ISO 9001 、ISO 13485 も可 ３年医薬品医療機器法
↓

ISO 9001 、ISO 13485 も可 ３年医薬品医療機器法
【要件見直し範囲】

製造販売業の３責任者について、

医薬品医療機器法による経験が不要となる範囲

【クラスⅡ以下とする判断理由】

・ 人体への侵襲性に基づく製品のリスク。

・ クラスⅡの医療機器は、JIS等の工業規格を引用した認証基準への適合により認証されるものが多く、

一般製品に関する品質管理（ISO9001）による製造工程の管理が概ね可能である。
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H27.9.1 薬食監麻発0901第１号

「品質管理業務その他これに類する業務に３年以上従事した者」としては、第一種医療機器製造販

売業者にあっては以下のア.からオ.までに掲げる者、第二種若しくは第三種医療機器製造販売業者

又は体外診断用医薬品製造販売業者にあっては以下のア.からカ.までに掲げる者がそれぞれ該当

する。なお、「３年以上」とは、自社、他社を問わず該当する業務の合計年数でもよいこと。

ア．管理監督者

イ．管理責任者

ウ．医療機器等総括製造販売責任者

エ．旧法下における品質保証責任者、製造管理者及び責任技術者

オ．製造販売業者又は製造業の製造管理又は品質管理に係る業務に従事した者

カ．ISO 9001又はISO 13485の認証を受けた事業者等（製品の製造販売又は製造を行うものに限

り、サービス提供等のみを行うものを除く。）に係る品質マネジメントシステムの継続的改善又は維持

に係る業務に従事した者

第１項第３号の「品質管理業務を適切に遂行しうる能力を有する者」については、第23条第１号に

基づき職歴、経験年数、教育訓練状況等製造販売業者が責任をもって任せるために必要な能力

を明確にし、これを満たした者を任命するとともに、同条第５号に基づき必要な記録を作成し、保管

すること。例えば、（３）カ.に掲げる者を国内品質業務運営責任者に任命しようとする場合において

は、その者の新法に関する知識の習得の必要性等を勘案し、都道府県、医療機器等関係団体が

行う医療機器等の品質管理に係る講習会その他適切な教育訓練を受けさせることを考慮すること。

QMS省令第72条第１項第２号は必須の経験要件

QMS省令第72条第１項第３号は製造販売業者が品質管理業務を任せる

に足る知識、経験等について設定し、かつ、実証すべき事項

H26.8.27薬食監薬食監薬食監薬食監麻発麻発麻発麻発0827第第第第４号４号４号４号の改正の改正の改正の改正

62



② QMS Q＆A通知（その３）

63



国内品質業務運営責任者の従事経験関係

【【【【Q１及び１及び１及び１及びQ２２２２】】】】（薬食監麻発（薬食監麻発（薬食監麻発（薬食監麻発0827第４号の改正関係）第４号の改正関係）第４号の改正関係）第４号の改正関係）

ISO9001等の経験とは、
・ いわゆる製造業（製造業の本社を含む。）

・ プロセスアプローチに基づく製造管理及び品質管理についての十分

な知識・経験を有していることが必要

＝品質保証部門の者、実績のある内部監査員等

【【【【Q３～３～３～３～Q７７７７】】】】（医薬品医療機器法に係る経験の明確化）（医薬品医療機器法に係る経験の明確化）（医薬品医療機器法に係る経験の明確化）（医薬品医療機器法に係る経験の明確化）

GQP（QMS省令第３章）・QMS（第２章）に係る知識・経験が必要
＝原則、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業・製造業に

係る経験を指す。

ただし、

・ 医薬品、医薬部外品の製造販売業（GQP・GMPに係る知識・経験）
・ 海外（欧米等）の規制に基づく医療機器等の品質管理（≒QMS）
については、上記と同等と認める。

（それぞれ、ISO/QMS省令、医薬品医療機器法について教育訓練を受
けさせること。）
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出荷判定を行う製造所

従前のGQP省令、関係通知によれば、製販業者又は包装・表示・保管区分の
製造所の者しか出荷判定できないとされていたが、改正QMS省令では？

【A８（抜粋）】

出荷判定を行う製品を直接取扱う国内の主たる組立て等製造所の品質保証に

係る部門に属する者が、当該製品について適切に出荷判定に必要な情報等の

提供を受け、これを評価しうる場合にあっては、適切に取決め等を行った上で、

その者に当該製品に係る出荷判定を行わせることは差し支えない。

なお、製造販売業者の品質管理監督システムの管理下にある主たる組立て等製造所

の構成員に出荷判定を行わせる場合においては、その者が品質保証部門の者であり、

必要な責任及び権限を与えられていることを規定しておくことでよい。

製造管理・品質管理に関する記録出荷指示
国内品責国内品責国内品責国内品責

製造所の品質保証部門の者製造所の品質保証部門の者製造所の品質保証部門の者製造所の品質保証部門の者

出荷判定

品質等に係る情報

製販製販製販製販

登録製造所（主たる組立てor充填） 登録製造所（保管のみ）
主たる組立てに係る登録

製造所が購買管理する倉

庫（製販とは間接的に関わ

る）において、単に最終製

品を保管するケース等
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現地バージョンアップのＱＭＳ上の整理

H26.10.20薬食機参発1020第４号（製造業Q&A通知）Q30において、承認・認証事項

の変更等に伴い、当該医療機器を変更された内容にバージョンアップする行為（当該行

為に伴う内部部品の交換等を含む）を医療機関等で行うことは可能と示された。

Q 既に製造販売されて医療機関等で使用されている医療機器について、承認（認証）

事項の変更等に伴い、当該医療機器を変更された内容にバージョンアップする行為

（当該行為に伴う内部部品の交換等を含む）を医療機関等で行うことは可能か。

A 可能である。

ただし、医療機関等で業務を行う際の具体的な手続及び作業を行う者に要件等を製

造販売業者が定め、承認（認証）事項どおりの内容にバージョンアップされたことを製

造販売業者の管理のもと、出荷判定を行うこと。なお、これらの手続きや出荷判定の

記録などの文書については、QMS調査等の際に調査実施者等の求めがあった場合

には、直ちに提出できるようにしておくこと。

では、製造販売業者は、では、製造販売業者は、では、製造販売業者は、では、製造販売業者は、これこれこれこれらをらをらをらをQMS上上上上、どのように、どのように、どのように、どのように取り扱取り扱取り扱取り扱ううううべきべきべきべきかかかか？？？？（製造行（製造行（製造行（製造行為？為？為？為？））））

また、どのようなまた、どのようなまた、どのようなまた、どのような手続き手続き手続き手続き、記録等の、記録等の、記録等の、記録等の文書文書文書文書を整備すを整備すを整備すを整備すべきべきべきべきかかかか？？？？
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現地バージョンアップのＱＭＳ上の整理（２）

【A9】

市場出荷の後、医療機関等の所有たる製品に対して行う作業であり、QMS省令

第43条の附帯サービス業務と位置付け、当該業務の実施及びあらかじめ定めた

要求事項への適合状況に係る検証のための手順及び作業指図に係る体系及び

必要な場合は参照する資料並びに測定の手順を確立し、これを文書化するととも

に、実施した記録を作成し、保管すること。

【A12（抜粋）】

・・・なお、設計開発工程における検討やリスクマネジメント等において、医療機関

等における使用状況も考慮の上、適切な力量を持つ者が適切に作業を行うこと

により確実にバージョンアップが可能であることをあらかじめ検証し、・・・

GQP省令では、整理できなかったところ。

QMSを製造販売業者の要件としたことで、整理可能となった。

医療機関等による管理状況により、一からの製造とは異なる新たなリスクが生じるケース

も考えられる。

製造販売業者等は、作業を行わせる組織、部門等や作業者に求められる力量、作業が実

施しうる条件等の設定根拠について説明できるよう、文書・記録を作成する必要がある。
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１０ 医療機器の該当性
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医療機器の該当性の考え方

１．使用目的が法第２条第４項に当たるか？

・脈拍計等は使用目的が疾病の診断につながる場合は医療機器、運動を行う

場合のトレーニング補助器具として使用する場合は雑品の可能性がある。

当然、雑品として販売する場合は、広告等において医療的な効果はうたえない。

２．一般的名称の定義に合致するか？

・ＰＭＤＡの一般的名称検索情報サイト

ＰＭＤＡのホームページより検索

http://www.pmda.go.jp/

３．類似の医療機器があるかどうか？

・効果、構造及び原理、原材料、性能、使用方法等が同一の医療機器がす

でに製造販売されている。

・該当性の判断ができない場合、広島県薬務課に相談する。

・相談の際は、機器の使用目的、使用方法、構造、想定する一般的名称に

関する資料を事前に送付すること。

・必要に応じて、厚生労働省に照会する可能性がありますので、時間を要

する場合があります。
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医療機器の該当性（例）

電動のもみ玉を内蔵したクッションの販売を考えており、医療

機器として販売するか、雑品として販売するか迷っている。

電動式のもみ玉を使ってマッサージする構造のもので、コリや

血行促進を標榜する場合は、クラスⅡの家庭用管理医療機器

に該当する。

雑品として考えていくと、上述したものと同じような、電動のも

み玉を使った構造のものであっても、コリや血行など医療機器

的な効能を標榜せず、雑品として市場に出回っているものはい

くつかある。そのかわり、当然、「マッサージ」「コリや血行の改

善」等の標榜はできない。（標榜している場合は、医薬品医療機医薬品医療機医薬品医療機医薬品医療機

器法違反器法違反器法違反器法違反となる。）

標榜等において、疑義が生じた場合には、県薬務課に相談すること。標榜等において、疑義が生じた場合には、県薬務課に相談すること。標榜等において、疑義が生じた場合には、県薬務課に相談すること。標榜等において、疑義が生じた場合には、県薬務課に相談すること。
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広島県ホームページ広島県ホームページ広島県ホームページ広島県ホームページ

厚生厚生厚生厚生労働省等薬事関係通知集労働省等薬事関係通知集労働省等薬事関係通知集労働省等薬事関係通知集

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/59/tuchisyu26-2.html

厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省ホームページホームページホームページホームページ

薬事法等の一部を改正する法薬事法等の一部を改正する法薬事法等の一部を改正する法薬事法等の一部を改正する法律律律律についてについてについてについて（（（（関関関関連連連連通知等）通知等）通知等）通知等）

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

関連通知等

ＰＭＰＭＰＭＰＭＤＡＤＡＤＡＤＡホームページホームページホームページホームページ

関関関関連連連連通知等通知等通知等通知等

https://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-mah/0002.html
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ご静聴

ありがとうございました
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