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１．医療機器の基準
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薬機法における医療機器の基準について

医療機器の基準 (平成17年 厚生労働省告示第122号)

薬機法第４１条 第３項の規定に基づく。

42条基準（ 7基準） (平成13年 厚生労働省告示第号、他)

薬機法第42条 第2項の規定に基づく。薬機法第 条 第 項 規定 基 く。

承認基準（47基準）及び審査ガイドライン（8件）

認証基準（高度管理：４、管理936） (平成17年 厚生労働省告示第112号)

薬機法第２３条の２の２３ 第１項の規定に基づく薬機法第２３条の２の２３ 第１項の規定に基づく。

※法律名称について：

「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8月10日 法律第145号）の略称については、法

の附則に記載されている「医薬品医療機器等法」もありますが、この資料では「薬機法」を使用することとします。
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基準の関係

医療機器の基準医療機器の基準
薬機法 第41条第3項の規定に基づく。平成17年告示第122号

（承認基準）（承認基準）
「医療機器の製造販売承認申請について」局長通知
(薬食発第0216002号：H17及び薬食発0204第5号 H26)
における承認基準 として定める 装置ごとの個別通知42条基準

第42条第2項の規定基く。
例 医療用エックス線装置基準 平成13年告示75号
（改正 H14.3.27 告示第126号、127号）

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器
薬機法 第23条の2の23 第１項の規程による。平成17年 告示第112号

（高度管理医療機器の認証基準）

薬機法 第 条 第 項 規程 る。平成 年 告示第 号

高度管理医療機器の認証基準に関する取扱いについて
局長通知（薬食発1105第2号 平成26年 11月5日）等
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市販前区分と基準等への適合

市販前手続き市販前手続き

規格名称
承認 認証 製販届 備考

医療機器の基準 必須
適合しないものは製造販売
できない

42条基準 必須42条基準 必須

承認基準 ○
＊１ 適合しないものは、基準なし

区分での承認扱い承認 準 区分での承認扱い

認証基準 ○
＊２

適合しないものは基準なし
区分で承認扱い

＊１：基準適合製品とする場合のみ適合が必要。
但し、基準外れても、基準なし区分で大臣承認を得ることも可能。但し、基準外れても、基準なし区分で大臣承認を得ることも可能。

＊2：認証基準適合製品（指定管理医療機器）とする場合には適合が必須
但し、 基準外れても、 基準なし区分で大臣承認を得ることも可能。
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２．各基準の概要

All Rights Reserved Copyright JIRA
62016/11/14 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

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 



医療機器の基準の薬機法での要求

薬機法第４１条薬機法第４１条

３ 厚生労働大臣は、医療機器の性状、品質及び性能の適正を図るため、薬事・食品衛生審議
会の意見を聴いて、必要な基準を設けることができる。

薬事法（昭和35年法律第145号）第41条第３項の規定に基づき 薬機法第41条第３項の規定に薬事法（昭和35年法律第145号）第41条第３項の規定に基づき、薬機法第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を次のように定め、平成17年４月１日より適用する。

平成17年３月29日平成17年３月29日
厚生労働大臣 尾辻 秀久

薬機法第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薬機法第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

基準改正（H26）の折に 名称も変更となった

GHTF ：Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices

準拠

基準改正（H26）の折に、名称も変更となった
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GHTF ：Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices
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薬機法第４１条第３項の規定により厚生労働大臣が定める
医療機器の基準医療機器の基準

目次

第１章 一般的要求事項第１章 般的要求事項

第 １条 （設計）

第 ２条 （リスクマネジメント）

第 ３条 （医療機器の性能及び機能）
全ての医療機器において
共通。能動医療機器として

第 ４条 （製品の有効期間又は耐用期間）

第 ５条 （輸送及び保管等）

第 ６条 （医療機器の有効性）

共通。能動医療機器として
個別に扱う部分はない。

第２章 設計及び製造要求事項

第 ７条 （医療機器の化学的特性等）

第 ８条 （微生物汚染等の防止）第 条 （微生物汚染等の防 ）

第 ９条 （使用環境に対する配慮）

第10条 （測定又は診断機能に対する配慮）

第11条 （放射線に対する防御）

第 条 （プ グ ムを用 た医療機器に対する配慮）
一般的名称ごとに異なる。

第12条 （プログラムを用いた医療機器に対する配慮）

第13条 （能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された

医療機器に対する配慮）

第14条 （機械的危険性に対する配慮）

般的名称ごとに異なる。

第14条 （機械的危険性に対する配慮）

第15条 （エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮）

第16条 （一般使用者が使用することを意図した医療機器 に対する配慮）

第17条 （添付文書等による使用者への情報提供）
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第1８条 （性能評価及び臨床試験）
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42条基準 （７基準） H28.10.01 現在

薬機法第４２条
２ 厚生労働大臣は、保健衛生上の危害を防止するために必要があるときは、医薬部外品、２ 厚生労働大臣は、保健衛生上の危害を防止するために必要があるときは、医薬部外品、

化粧品又は医療機器について、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その性状、品質、
性能等に関し、必要な基準を設けることができる。

告示番号 基準名

厚生省告示第298号 人工血管基準厚生省告示第298号 人工血管基準

厚生省告示第299号 医療用接着剤基準

厚生労働省告示第75号 医療用エ クス線装置基準厚生労働省告示第75号 医療用エックス線装置基準

厚生労働省告示第264号 人工呼吸器警報基準

厚生労働省告示第210号 生物由来原料基準

厚生労働省告示第349号 視力補正用コンタクトレンズ基準

厚生労働省告示第283号 非視力補正用コンタクトレンズ基準
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承認基準 （４３基準） H28.10.01 現在

・「承認基準」とは、その基準への適合性を確認することにより承認審査を行う医療機器等に関する
基準をいう。

No 承認基準名

1 コンタクトレンズ基準

2 眼内レンズ基準2 眼内レンズ基準

3 経皮的冠動脈形成術用カテーテル基準

4 血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器基準

5 中心静脈用カテ テル基準5 中心静脈用カテーテル基準

6 創傷被覆・保護材基準

7 加速器システム基準

放射線治療 基準

注記
９ X線骨密度測定装置

基準8 放射線治療シミュレータ基準

11 インスリンペン型注入器基準

13 輸液ポンプ基準

基準

10: 磁気共鳴画像診断装
置基準

12: X線CT組合せ型ポジ
トロンCT装置基準

14 眼科用パルスレーザ手術装置基準

15 眼科用レーザ光凝固装置基準

16 眼科用レーザ光凝固装置プローブ基準

トロンCT装置基準
19 自己検査用グルコー

ス測定器基準
は、

認証制度へ移行し
17 血液濃縮器基準

18 植込み型心臓ペースメーカ等基準

20 長期的使用胆管用カテーテル等基準

認証制度へ移行し、
承認基準は廃止
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長期 使用胆管用 テ テ 等 準

以下省略
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審査ガイドライン （８ガイドライン）
H28.10.01 現在

・「審査ガイドライン」とは、基準への適合性が客観的に判断できるような統一的な技術要件を定
が がめることが困難であって、承認基準を定めることができない品目について可能な範囲で技術

要件又は技術要件項目等を示したもの。 承認審査においては『審査ガイドライン』を参考とし
つつ、個別品目に応じた必要事項について併せて審査が行われる。

No 審査ガイドライン名

1 人工股関節審査ガイドライン

2 人工膝関節審査ガイドライン2 人工膝関節審査ガイドライン

3 脊椎内固定器具審査ガイドライン

4 体内固定用髄内釘審査

5 体内固定用コンプレッションヒッププレート審査5 体内固定用コンプレッションヒッププレ ト審査

6 体内固定用ケーブル審査ガイドライン

7 体内固定用ピン審査ガイドライン

8 体内固定用ネジ及び体内固定用プレート審査ガイドライン8 体内固定用ネジ及び体内固定用プレート審査ガイドライン

All Rights Reserved Copyright JIRA
112016/11/14 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

指定高度管理医療機器等の基準（H17 厚生労働省告示第112号）

第１条 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（以下「法」という。）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高度管理医療機器は、別表第一の下欄に掲げ
る基準に適合する同表の中欄に掲げるもの（専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除くる基準に適合する同表の中欄に掲げるもの（専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。
）であって、次に掲げる要件の全てに適合するものとする。ただし、当該高度管理医療機器の形状、構造及び
原理、使用方法又は性能等が既存の高度管理医療機器（別表第一において「既存品目」という。）と実質的に
同等でないときは、この告示の規定は適用しない。

法第 条第 項 規定により厚生労働大臣が定める医療機器 基準（平成 年厚生労働省告 第 号一 法第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。）に適合すること。

二 別表第一の下欄に掲げる基準及び基本要件基準の適合性に関する資料を次に掲げるところにより収集し
、かつ、作成されたものであること。

イ 当該資料を作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作
成されたものであること。

ロ イの調査又は試験において、法第23の2の23第1項の認証の申請に係る医療機器についてその品質、
有効性又は安全性を有することを疑わせる結果が得られた場合には、当該結果について検討及び評有効性又は安全性を有することを疑わせる結果が得られた場合には、当該結果について検討及び評
価を行い、その結果が当該資料に記載されたものであること。

ハ 当該資料の根拠になった資料は、法第23条の2の23第1項の認証を受けるまでの間保存されるもので
あること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあっては、この限りで
ないない。

２ 法第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管理医療機器は、別表第二又は
別表第三の下欄に掲げる基準に適合する同表の中欄に掲げるもの（専ら動物のために使用されることが目的
とされているものを除く。）であって、基本要件基準に適合するものとする。ただし、当該管理医療機器の形状、
構造及び原理 使用方法又は性能等が既存の管理医療機器と明らかに異なるときは の告示の規定は適用構造及び原理、使用方法又は性能等が既存の管理医療機器と明らかに異なるときは、この告示の規定は適用
しない。

（その他基準の適合に関し必要な事項）
第 条 の告示に定めるもののほか 法第 の の 第 項の規定により厚生労働大臣が定める基準の適合に
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第２条 この告示に定めるもののほか、法第23の2の23第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の適合に
関し必要な事項は、厚生労働省医薬食品局長が定めるものとする。
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高度管理医療機器：別表第一 （10基準）
H28.10.01 現在

番号 医療機器の名称
基準

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 使用目的又は効果

一 １ インスリンペン型注入器 次の評価項目について厚生労働省医薬食品局長が
定める基準により評価すること

専用医薬品カートリッジ及びペン形注入器
注射針を取り付けて使用し 皮下 インスリ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

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。

二 １ ヘパリン使用人工心肺 次の評価項目について厚生労働省医薬食品局長が 心肺バイパス手術時に使用し 血液から凝二 １ ヘパリン使用人工心肺
回路用血液フィルタ

２ ヘパリン使用単回使用
人工心肺用除泡器

次の評価項目について厚生労働省医薬食品局長が
定める基準により評価すること。
1 血球損傷
2 ろ過効率
3 流量
4 気泡除去性能

心肺バイパス手術時に使用し、血液から凝
血塊や気泡等を除去すること。

4 気泡除去性能
5 ヘパリンコーティング

三 １ 経腸栄養用輸液ポンプ
２ 汎用輸液ポンプ
３ 注射筒輸液ポンプ

次の評価項目について厚生労働省医薬食品局長が
定める基準により評価すること。
1 設定流量

医薬品及び溶液等をポンプによって発生し
た陽圧により患者に注入することを目的とし、
あらかじめ設定された投与速度又は投与量３ 注射筒輸液ポンプ

４ 患者管理無痛法用輸液
ポンプ

1 設定流量
2 ボーラス量
3 保護機能
4 高優先度アラーム

あらかじめ設定された投与速度又は投与量
に従って連続（持続）注入、非連続（間欠）
注入又はボーラスを制御するポンプである
こと。

四 １ 再使用可能な手動式肺
蘇生器

次の評価項目について厚生労働省医薬食品局長が
定める基準 り評価する と

主に緊急時において無呼吸又は不十分な
呼吸を する患者を蘇生するため 呼人工蘇生器

２ 単回使用手動式肺人工
蘇生器

定める基準により評価すること。
1 円錐コネクタの形状及び精度
2 酸素供給及び吸気酸素濃度
3 一回換気量
4 吸気及び呼気抵抗

呼吸を呈する患者を蘇生するため、人工呼
吸を行うこと。

4 吸気及び呼気抵抗
5 高流量酸素付加時の呼気陽圧
6 死腔量
7 加圧調整能
8 機械的衝撃に対する耐性
9 水浸しに対する耐性

All Rights Reserved Copyright JIRA
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9 水浸しに対する耐性
10 想定環境での正常動作
11 ＰＥＥＰバルブの最大圧
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管理医療機器：別表第二 （１基準）
H28.10.01 現在

番号 医療機器の名称
基準

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 使用目的又は効果

一 １ アナログ式口外汎用歯
科Ｘ線診断装置

次の評価項目について厚生労働省医薬食品局長が
定める基準により評価すること

人体の頭部を透過したＸ線の蛍光作用、写
真作用又は電離作用を利用して 歯科診療科Ｘ線診断装置

２ デジタル式口外汎用歯
科Ｘ線診断装置

定める基準により評価すること。
1 医用電気機器の安全性
2 放射線防護
3 空気カーマの直線性
4 放射線出力の再現性

真作用又は電離作用を利用して、歯科診療
のための歯又は顎部の画像情報を提供す
ること。

放射線 再現性
5 Ｘ線管負荷条件の正確さ
6 Ｘ線源装置の仕様
7 画像性能
8 線量測定値の表示
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管理医療機器：別表第三 （935基準）
H28.10.01 現在

番号 医療機器の名称
基 準

日本工業規格 使用目的、効能又は効果

1 １ 移動型アナログ式汎用Ｘ線診断装置
２ ポータブルアナログ式汎用Ｘ線診断装置
３ ポータブルデジタル式汎用Ｘ線診断装置
４ 据置型アナログ式汎用Ｘ線診断装置
５ 据置型デジタル式汎用Ｘ線診断装置

T0601-1-3
Ｚ4751-2-54

人体を透過したＸ線の蛍光作用、写真作用及び電離作用又はそのいずれ
かを利用して人体画像情報を診療のために提供すること。

５ 据置型デジタル式汎用Ｘ線診断装置
６ 移動型デジタル式汎用Ｘ線診断装置

２ １ 移動型アナログ式汎用一体型Ｘ線診断装置
２ ポータブルアナログ式汎用一体型Ｘ線診断装置
３ ポータブルデジタル式汎用一体型Ｘ線診断装置

T0601-1-3
Ｚ4751-2-54

人体を透過したＸ線の蛍光作用、写真作用又は電離作用を利用して人体
画像情報を診療のために提供すること。

４ 据置型アナログ式汎用一体型Ｘ線診断装置
５ 据置型デジタル式汎用一体型Ｘ線診断装置
６ 移動型デジタル式汎用一体型Ｘ線診断装置

３ １ 乳房撮影組合せ型Ｘ線診断装置 T0601-1-3
Ｚ4703

人体を透過したＸ線の蛍光作用、写真作用又は電離作用を利用し、１台の
Ｘ線高電圧装置を切換えて使用することで 乳房画像又は人体画像の診Ｚ4703

Ｚ4751-2-7
Ｚ4751-2-28
Ｚ4751-2-45

Ｘ線高電圧装置を切換えて使用することで、乳房画像又は人体画像の診
療情報を提供すること。

４ １ 据置型アナログ式汎用Ｘ線透視診断装置
グ

T0601-1-3 透視撮影を目的とし、人体を透過したＸ線の蛍光作用、写真作用又は電離
２ 移動型アナログ式汎用Ｘ線透視診断装置
３ ポータブルアナログ式汎用Ｘ線透視診断装置
４ 移動型デジタル式汎用Ｘ線透視診断装置
５ ポータブルデジタル式汎用Ｘ線透視診断装置
６ 据置型デジタル式汎用Ｘ線透視診断装置

Ｚ4751-2-54 作用を利用して人体画像情報を診療のために提供すること。

５ １ 据置型アナログ式汎用一体型Ｘ線透視診断装置
２ 移動型アナログ式汎用一体型Ｘ線透視診断装置
３ ポータブルアナログ式汎用一体型Ｘ線透視診断装置
４ 移動型デジタル式汎用一体型Ｘ線透視診断装置
５ ポータブルデジタル式汎用一体型Ｘ線透視診断装置

T0601-1-3
Ｚ4751-2-54

透視撮影を目的とし、人体を透過したＸ線の蛍光作用、写真作用又は電離
作用を利用して人体画像情報を診療のために提供すること。

2015.10.01 現在935基準
N 12 別表三 → 別表二
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５ ポ タブルデジタル式汎用 体型Ｘ線透視診断装置
６ 据置型デジタル式汎用一体型Ｘ線透視診断装置

No.12 別表三 → 別表二
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高度管理医療機器の認証基準に関する取扱いについて

「高度管理医療機器の認証基準に関する取扱いについて」 （成26年 11月5日 薬食発1105第2号 ）局長通知 より

2 厚生労働省医薬食品局長が定める事項（別添）の取扱いに いて2. 厚生労働省医薬食品局長が定める事項（別添）の取扱いについて
当該基準別表第1の番号ごとに定められた指定高度管理医療機器の基準の適合に関して、必要な事項とともに、登録認証機関が当

該指定高度管理医療機器の審査を行うために、厚生労働大臣に届け出る必要がある高度管理医療機器の業務範囲の記載区分
について別添のとおり定めることとする。

また 当該基準別表第1に指定高度管理医療機器を新たに定めたときには 併せて本通知の別添に新たに定めた指定高度管理医また、当該基準別表第1に指定高度管理医療機器を新たに定めたときには、併せて本通知の別添に新たに定めた指定高度管理医
療機器の取扱いを追加し改正することとする。

3. 厚生労働省医薬食品局長が定める事項（別添）の内容について
(1) 高度管理医療機器の業務範囲の記載区分(1) 高度管理医療機器の業務範囲の記載区分

登録認証機関が指定高度管理医療機器の審査を行うため、厚生労働大臣に届け出る必要がある高度管理医療機器の業務範囲と
して定めるもの。

(2) 基準の適合に関して必要な事項(2) 基準の適合に関して必要な事項
① 適用範囲

当該基準別表第1に示された指定高度管理医療機器のうち、当該基準第1条に求められる既存品目と実質的同等とされる範囲を
示したもの。

② 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
当該基準別表第1の下欄に掲げる基準のうち、既存品目との同等性を評価すべき主要評価項目に係る評価方法や評価指標を厚
生労働省医薬食品局長が定めるもの。当該基準に従って、既存品目に適用される規格等（③の基本要件基準を満たすために引
用可能な規格等一覧を参考）に基づき既存品との同等性を評価すること。

③ 基本要件基準を満たすために引用可能な規格等一覧
基本要件基準に適合することを説明するために引用可能な規格等を示したもの。当該規格等の要求事項への適合を示すことで、
基本要件基準の各条項に求められる適合を示すこと。なお、当該一覧にない他の規格等（以下「他規格等」という。）により基本要
件基準の各条項に求められる適合を示すための妥当性のある説明を行い、当該他規格等への適合を示すことでも差し支えない
こと。
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別表第一 第一 基準の適合に関し必要な事項 『インスリンペン型注入器に関する取扱い』

この別添の取扱いについては、法第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高度管理医療機器のうち 別表第1の に

② その他
JIS T 3226 2 医療用ペン形注入器 第2部 注射針 要求事項及びそ労働大臣が基準を定めて指定する高度管理医療機器のうち、別表第1の一に

規定する「1. インスリンペン型注入器」の基準の適合に関して定めるも
のである。
1. 高度管理医療機器の業務範囲の記載区分

当該業務範囲については、「1. インスリンペン型注入器」とする。
2. 基準の適合に関して必要な事項

・JIS T 3226-2, 医療用ペン形注入器－第2部：注射針－要求事項及びそ
の試験方法

・ISO 11608-2, Needle-based injection systems for medical use -
Requirements and test methods - Part 2: Needles

・ISO 11608-4, Pen-injectors for medical use - Part 4: 
Requirements and test methods for electronic and 

(1) 適用範囲
別表第1の一に規定する「インスリンペン型注入器」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年厚生労働省告示第298号）別
表第1第467号に規定するインスリンペン型注入器であって、300単位

q
electromechanical pen-injectors

・ISO 11608-5, Needle-based injection systems for medical use -
Requirements and test methods - Part 5: Automated functions

・JIS Q 13485, 医療機器－品質マネジメントシステム－規制目的のため
の要求事項

・ISO 13485 Medical devices － Quality management systems －表第1第467号に規定するインスリン ン型注入器であって、300単位
/3mLのインスリン製剤を投与する注入器に限る。電気的表示機能を持
つ製品を含む。ただし、情報処理及び制御等のためのデータ通信等に
関わる機能がある場合は、認証基準の範囲外とする。

(2) 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以下に示
す内容を踏まえ、既存品との同等性評価を行うこと。その際には、既
存品に適用される規格等（(3)基本要件基準を満たすために引用可能な

ISO 13485, Medical devices Quality management systems 
Requirements for regulatory purposes

・ISO 14253-1, Geometrical product specifications (GPS)－
Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment 
－ Part 1:Decision rules for proving conformity or 
nonconformity with specifications

・JIS B 0641 1 製品の幾何特性仕様(GPS) 製品及び測定装置の測定に存品に適用される規格等（(3)基本要件基準を満たすために引用可能な
規格等一覧を参照）を用いること。

① 機械的性能
インスリンペン型注入器に求められる一般要求事項（例えば、JIS 
T3226-1:2011「医療用ペン形注入器－第1部：ペン形注入器－要求事項
及びその試験方法」の「5 一般要求条件」を参照）を評価する。

② 投与量の精度

・JIS B 0641-1, 製品の幾何特性仕様(GPS) －製品及び測定装置の測定に
よる検査－第1部：仕様に対する合否判定基準

・JIS T 14971, 医療機器－リスクマネジメントの医療機器への適用
・ISO 14971, Medical devices － Application of risk management to 

medical devices 
・ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement－Part 3: Guide to 

h i f i i (GUM 1995)② 投与量の精度
インスリンペン型注入器に求められる投与量の精度（例えば、JIS 
T3226-1:2011「医療用ペン形注入器－第1部：ペン形注入器－要求事項
及びその試験方法」の「9 投与量精度の決定」を参照）を評価する。

③ 無ディフェクト性
インスリンペン型注入器で確認すべき異常の有無（例えば、JIS 

the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)
・TS Z 0033, 測定における不確かさの表現のガイド
・JIS C 60068-2-6, 環境試験方法－電気・電子－第2-6部：正弦波振動試

験方法（試験記号：Fc）
・IEC 60068-2-6, Environmental testing－Part 2-6: Tests－Test Fc：

Vibration (sinusoidal)
T3226-1:2011「医療用ペン形注入器－第1部：ペン形注入器－要求事項
及びその試験方法」の「10 異常の有無（無ディフェクト性）の確認」
を参照）を評価する。

(3) 基本要件基準を満たすために引用可能な規格等一覧
認証基準への適合に関し、基本要件基準に適合することを説明するた
めに引用可能な規格等は以下のとおりであり、基本要件基準への適合

・JIS C 60068-2-30, 環境試験方法－電気・電子－第2-30部：温湿度サイ
クル（12+12時間サイクル）試験方法（試験記号：Db）

・IEC 60068-2-30, Environmental testing－Part 2-30: Tests－Test 
Db:Damp heat, cyclic (12h+12h cycle)

・JIS T 0601-1, 医用電気機器－第1部：基礎安全及び基本性能に関する
一般要求事項めに引用可能な規格等は以下のとおりであり、基本要件基準 の適合

を示す際には、これらの規格の要求事項に適合することを示すこと。
また、これらの規格等への適合が確認できない場合は、適合を確認す
るために使用する他の規格等の妥当性及び当該規格等への適合を示す
ことで、基本要件基準への適合を示すこともできる。

① 同等性評価の考え方
・JIS T 3226 1 医療用ペン形注入器 第1部：ペン形注入器 要求事

般要求事項
・JIS T 0601-1-2, 医用電気機器－第1－2部：安全に関する一般的要求事

項－電磁両立性－要求事項及び試験
・IEC 60601-1-2, Medical electrical equipment － Part 1-2: General 

requirements for basic safety and essential performance －
Collateral Standard: Electromagnetic disturbances －
Requirements and tests
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・JIS T 3226-1, 医療用ペン形注入器－第1部：ペン形注入器－要求事
項及びその試験方法

・ISO 11608-1, Needle-based injection systems for medical use -
Requirements and test methods - Part 1: Needle-based 
injection systems

Requirements and tests
・IEC 62366, Medical devices－Application of usability engineering 

to medical devices

認証における規格の扱い相違

指定高度管理医療機器及び指定管理医療機器における規格の使いは指定高度管理医療機器及び指定管理医療機器における規格の使いは、
認証基準告示（平成17年告示第112号）の別表により異なる。

表 対象 適合方式 備考

別表第 高度管理
主要評価項目への適合確認

別表第一 高度管理
項

（適合に関し必要な事項は局長通知による） 通知に基本要件基準を満た
すために引用可能な規格等
一覧として記載別表第二 管理

主要評価項目への適合確認
別表第 管理

（適合に関し必要な事項は局長通知による）

別表第三 管理 告示で指定された規格への適合確認 適合が必要な規格を指定

規格への適合が法的に必要と明示されるのは、別表第三に掲載されている認証基準のみ

All Rights Reserved Copyright JIRA
182016/11/14 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

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 



３．基準への適合時点
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基準へ適合しないもの販売の禁止、罰則

第九章 医薬品等の取扱い 第五節 医療機器の取扱い

（販売、製造等の禁止）
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する医療機器は、販売し、貸与し、授与し、若しくは販売、貸与若しくは

授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列し、又は医療機器プログラムにあつては電気通信回線を
通じて提供してはならない。

一 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器であつて、その性状、品質又は性能がその第四十 条第三項の規定によりその基準が定められた医療機器であつて、その性状、品質又は性能がその
基準に適合しないもの

二 第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の厚生労働大臣の承認を受けた医療機器であつて、その
性状、品質又は性能がその承認の内容と異なるもの（第二十三条の二の五第十二項（第二十三条の二の十
七第五項において準用する場合を含む ）の規定に違反していないものを除く ）七第五項において準用する場合を含む。）の規定に違反していないものを除く。）

三 第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医療機器であつて、そ
の性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの

四 第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医療機器であつて、その基準に適合しないもの
五 その全部又は 部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成 ている医療機器五 その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医療機器
六 異物が混入し、又は付着している医療機器
七 病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある医療機器
八 その使用によつて保健衛生上の危険を生ずるおそれがある医療機器

第十七章 罰則第十七章 罰則
第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金

に処し、又はこれを併科する。
二十一 第六十五条の規定に違反した者
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適合が求められる時点

• 認証品における規格適合は、製造販売時
（製造販売業者から、販売業へ出荷される時点）

販売業 在庫品や 中古品 適用しな• 販売業での在庫品や、中古品への適用しない

製造販売業者

製造業者
販売業者
賃貸業者

医療機関

この時点で
適合が必須

All Rights Reserved Copyright JIRA
212016/11/14 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

適合が求められる時点（特殊事例）

療法施行規則
法第42条第２項に基づく
「医療用エックス線装置基準」

医療法施行規則
第四章 診療用放射線の防護 第二節
エックス線装置等の防護

同一

製造販売業者

（第三十条―第三十条の三）

製造販売業者

売 者
製造業者

販売業者
賃貸業者

医療機関

製造販売時から、医療機関で使用している間、適合が必須

（適合していないと、医療機関で使用できない）
＝＞ 中古品も適合していないと 販売できない

All Rights Reserved Copyright JIRA
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＝＞ 中古品も適合していないと、販売できない
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４．医療機器の基本要件
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基本要件の考え方 （認証における適合性CLを例として）

一般的名称：全身用X線CT診断装置（ 37618010 ）を例として、各項目にについて説明を行う

第一章：一般的要求事項 (General Requirements)

基本要件
当該機器
への適用 適合の方法 特定文書の確認基本要件 への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

(設計)
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されること
が目的とされているものを除く。以下同じ。)は、
当該医療機器 意図された使用条件及び用途 従

適用 要求項目を包含する認知された基準に
適合することを示す。

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 号）当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、

また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並び
に教育及び訓練を受けた意図された使用者によって
適正に使用された場合において、患者の臨床状態及
び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の
使用 関 専門的知識を要す 場合 あ 当

認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

年厚生労働省令第169号）

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当
該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び
第三者（当該医療機器の使用に当たって安全や健康
に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)
の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の
際 発生す 危険性 程度が 使用 患際に発生する危険性の程度が、その使用によって患
者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあ
り、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設
計及び製造されていなければならない。
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基本要件
当該機器
への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

(リスクマネジメント)
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者
又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、
最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しな
ければならない 危険性の低減が要求される場合

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

ければならない。危険性の低減が要求される場合、
製造販売業者等は各危害についての残存する危険性
が許容される範囲内にあると判断されるように危険
性を管理しなければならない。この場合において、
製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号
の順序に従い 危険性の管理に適用しなければならの順序に従い、危険性の管理に適用しなければなら
ない。

一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された
使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性
を評価すること。

二 前号により評価された危険性を本質的な安全設二 前号により評価された危険性を本質的な安全設
計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除
去すること。

三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存す
る危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)に
より 合理的に実行可能な限り低減することより、合理的に実行可能な限り低減すること。

四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存
する危険性を示すこと。

(医療機器の性能及び機能)
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能 適用 要求項目を包含する認知された基準に 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理
を発揮できなければならず、医療機器としての機能
を発揮できるよう設計及び製造されなければならな
い。

適合することを示す。 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）

(製品の有効期間又は耐用期間)
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の 適用 要求項目を包含する認知された基準に 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の
有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製
造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下
で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の
指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の
特性及び性能は 患者 使用者及び第三者の健康及

適用 要求項目を包含する認知された基準に
適合することを示す。

認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す

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）

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

All Rights Reserved Copyright JIRA
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特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及
び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等に
よる悪影響を受けるものであってはならない。

計画・実施されていることを示す。 ントの医療機器への適用」

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

基本要件
当該機器
への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

(輸送及び保管等)
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報
に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図さ
れた使用方法で使用された場合において、その特性
及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装され

適用 要求項目を包含する認知された基準に
適合することを示す。

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）

及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装され
ていなければならない。 認知された規格に従ってリスク管理が

計画・実施されていることを示す。
JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

(医療機器の有効性)
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全 適用

リスク分析を行い、便益性を検証する。JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」第六条 医療機器の既知又は予測することができる全

ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、
合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の
意図された有効性と比較した場合に受容できるもの
でなければならない。

適用

便益性を検証するために、認知された
規格の該当する項目に適合することを
示す。

ントの医療機器への適用」

性能項目の文書:
JIS Z 4751-2-44:2012「医用X線CT装置－
基礎安全及び基本性能」
203 6 7 2 a)203.6.7.2 a) 
スライス厚
ノイズ、均一性、平均CT値
変調伝達関数（MTF）

203.109.1 a) 
CTDICTDI100
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第二章：設計及び製造要求事項（Design and Manufacturing Requirements）

基本要件
当該機器

適用 適合 方法 特定文書 確認基本要件 への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

（医療機器の化学的特性等）

第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要
に応じ 次の各号に掲げる事項について注意が払わに応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払わ
れた上で、設計及び製造されていなければならない。

一 毒性及び可燃性 適用（可
燃性の
み）

認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎

二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適
合性

適用

認知された規格 該当する項目に適合
することを示す。

認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合

J 医用 線 装置 基礎
安全及び基本性能」

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751 2 44:「医用X線CT装置 基礎

三 硬度、摩耗及び疲労度等 適用

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

２ 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが
目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接
使用されることのないものをいう 以下同じ )は

不適用 分析機器等ではない。

使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、
必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び
分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生
物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の
低下を考慮し、設計及び製造されていなければなら
ない。

３ 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器
の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して
汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」とい
う。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、
製造及び包装されていなければならず、また、汚染

適用（該
当する場
合）

認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」
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製造及 包装 れ なけれ な ず、 、汚染
物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度
について注意が払われていなければならない。

す 示す。 安 及 本性能」

基本要件
当該機器
への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

４ 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器
と同時に使用される物質又はガスと安全に併用でき
るよう設計及び製造されていなければならず、また、
医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医
療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準

不適用 通常の使用手順の中で各種材料、物質
及びガスと同時に使用することを意図
した機器ではない。

療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準
に照らして適切な投与が可能であり、その用途に
沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計
及び製造されていなければならない。

不適用 医薬品の投与を意図した機器ではない

５ 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、
当該物質が単独 用 られ 場合 医薬品 該当 不適用 医薬品を含有す 機器 な当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、
かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に
作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含
む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の
使用目的に照らし、適正に検証されなければならな

不適用 医薬品を含有する機器ではない。

い。

６ 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する
物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適
切に低減するよう設計及び製造されていなければな
らない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有

適用（該
当する場
合）

認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎らない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有
する物質には特別な注意を払わなければならない。

合） 認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS Z 4751 2 44:「医用X線CT装置 基礎
安全及び基本性能」

単品で認証していないX線管装置を用いる
場合、
JIS Z 4751-2-28:2013「医用電気機器－第JIS Z 4751 2 28:2013「医用電気機器 第
2－28部:診断用X線管装置の基礎安全及び
基本性能に関する個別要求事項」
201.9.7 圧力容器及び空気圧又は水圧（油
圧）を受ける部分

医療機器は 当該医療機器自体及びそ 目的とす 適用 認知された規格に従 てリ ク管理が 「医療機器 リ ク ネジメ７ 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とす
る使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がそ
の医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から
浸出することにより発生する危険性を、合理的に実
行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造
されて なければならな

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」
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基本要件
当該機器
への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

（微生物汚染等の防止）

第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患
者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当
たって感染の危険性がある者に限る。以下この条に

不適用 感染及び微生物汚染の危険性がある機
器ではない。

おいて同じ。)に対する感染の危険性がある場合、
これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切
に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計
されていなければならない。
一 取扱いを容易にすること。
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏

出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に
低減すること。

三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医
療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。

２ 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及
び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該
動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理
及び監視された動物から採取されなければならない。
製造販売業者等は 動物由来組織等を採取した動物

不適用 動物由来の原料又は材料を組み入れた
機器ではない。

製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物
の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の
処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用
者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、
ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性
が確認されている方法を用いて 当該医療機器の製が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製
造工程においてそれらの除去又は不活化を図ること
により安全性を確保しなければならない。ただし、
分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他
の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若し
くは不活化により性能が低下するものについてはくは不活化により性能が低下するものについては、
この限りでない。
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基本要件
当該機器
への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

３ 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及
び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切
な入手先から入手されたものでなければならない。
製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選
択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱い

不適用 ヒト由来の原料又は材料を組み入れた
機器ではない。

において、患者、使用者及び第三者に対する最適な
安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病
原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用
いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除
去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなけ
ればならない ただし 分析機器等であって 使用ればならない。ただし、分析機器等であって、使用
に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なも
の又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低
下するものについては、この限りでない。

４ 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生
物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう )

不適用 微生物由来の原料又は材料を組み入れ
た機器ではない物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)

の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使
用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、か
つ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、
妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機
器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図

た機器ではない。

器 製造工程においてそれら 除去又は不活化を図
ることにより安全性を確保しなければならない。た
だし、分析機器等であって、使用に当たりウイルス
その他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除
去若しくは不活化により性能が低下するものについ
ては、この限りでない。

５ 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療
機器は、販売時及び製造販売業者等により指示され
た条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別
な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及
び包装されていなければならない。

不適用 特別な微生物学的状態にある機器では
ない。

６ 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可
能である包装がなされるよう設計及び製造されなけ
ればならない。当該医療機器の包装は適切な手順に
従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販
売された時点で無菌であり、製造販売業者によって
指 さ 輸送 保管条件 無菌状態が維持

不適用 滅菌状態で出荷される機器ではない。
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指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持
され、かつ、再使用が不可能であるようにされてな
ければならない。
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基本要件
当該機器
への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

７ 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示
した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方
法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするため
の処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌
されていなければならない

不適用 滅菌又は特別な微生物学的状態にある
機器ではない。

されていなければならない。

８ 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に
管理された状態で製造されなければならない。

不適用 滅菌を施さなければならない機器では
ない。

９ 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を
落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなけ

不適用 使用前に滅菌を施さなければならない
機器ではない落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなけ

ればならない。使用前に滅菌を施さなければならな
い医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限
に抑え得るようなものでなければならない。この場
合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなけ
ればならない

機器ではない。

ればならない。

１０ 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の
状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルに
よってそれぞれが区別できるようにしなければなら
ない。

不適用 滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売さ
れる機器ではない。

（使用環境に対する配慮）

第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬
品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機
器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用

当該 療機 当該装 等 能 損な

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

知さ 規格 該当す 項 適合

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

「 線 装 基礎により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわ
れないようにしなければならない。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

２ 前項の場合の使用上の制限事項は、医療機器に添
付する文書又はその容器若しくは被包(第十七条に
おいて「添付文書等」という )に記載されていな

適用 認知された基準・規格の該当する項目
に適合することを示す。

医療機器の添付文書の記載要領の改正につ
いて（薬食発1002第8号:平成26年10月2日)

おいて「添付文書等」という。)に記載されていな
ければならない。 JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎

安全及び基本性能」

３ 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移
送のための接続部又は機械的に結合される接続部に

不適切な接続から生じ 危険性を最小限

不適用 使用者が操作する液体又はガスの移送
のための接続部又は機械的に結合され
接続部を有す 機器 な
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ついて、不適切な接続から生じる危険性を最小限に
抑えられるよう、設計及び製造されていなければな
らない。

る接続部を有する機器ではない。
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基本要件
当該機器
への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

４ 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及
び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲
げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に
掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減さ
れるように設計及び製造されなければならない。

一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危
険性

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

二 医療機器の意図された使用目的における人間工
学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤
使用の危険性

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原
材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険
性

四 通常の使用条件の下で 曝露された物質 液体

適用

不適用

す 示す。

認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合

安 及 本性能」

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751 2 44:「医用X線CT装置 基礎四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体
又はガスと接触して使用することに関連する危険
性

不適用 認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

曝露された物質、液体又はガスと接触
して使用する機器ではない。

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間
で発生しうる干渉に関連する危険性

適用（他
のプログ
ラムと併
用する場
合）

認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」
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基本要件
当該機器
への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

八 研究又は治療のために通常使用される他の医療
機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化
する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低
下する場合などに発生する危険性

不適用

することを示す。

保守又は較正が可能な機器である。

安全及び基本性能」

５ 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態にお
いて、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよ
う設計及び製造されていなければならない。可燃性
物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これら
の物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

合を含む。)ことが意図されている医療機器につい
ては、細心の注意を払って設計及び製造しなければ
ならない。

単品で認証していないX線管装置を用いる
場合、
JIS Z 4751-2-28:2013「医用電気機器－第
2－28部:診断用X線管装置の基礎安全及び
基本性能に関する個別要求事項」
201.9.5 飛散物に関わるハザード
を適用する。

６ 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要
な調整 較正及び保守が安全に実施できるよう設計

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計

及び製造されていなければならない。
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

７ 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易 適用 認知された規格に従ってリスク管理が JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
にできるように設計及び製造されていなければなら
ない。

計画・実施されていることを示す。 ントの医療機器への適用」
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基本要件
当該機器
への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

（測定又は診断機能に対する配慮）

第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機
器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされ
ている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用

適用（該
当する場
合）

認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づ
いて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、
設計及び製造されていなければならない。正確性の
限界は、製造販売業者等によって示されなければな
らない。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

２ 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基
づいて、その性能が使用目的に合致するように、設
計及び製造されていなければならない。設計に当
たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精
度(反復性及び再現性を含む )並びに既知の干渉要

不適用 分析機器等ではない。

度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要
因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければ
ならない。また、その性能は、製造販売業者等が設
定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内にお
いて維持されなければならない。

３ 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に
依存している場合、これらの較正器又は標準物質に
割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準
的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証され
なければならない。

不適用 分析機器等ではない。

４ 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛
りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的
な観点から設計されなければならない。

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」することを示す。 安全及び基本性能」

５ 数値で表現された値については、可能な限り標準
化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者
に理解されるものでなければならない。

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全 基 能
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基本要件
当該機器
への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

（放射線に対する防御）

第十一条 医療機器（分析機器等を除く。）は、その
使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水
準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者

適用 認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

及び第三者（医療機器の使用に当たって放射線被曝
の危険性がある者に限る。第６項において同じ。）
への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に
低減するよう、設計、製造及び包装されていなけれ
ばならない。

２ 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等の
ために、適正な水準の放射線の放射を妨げることな
く、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に
当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)へ
の放射線被曝が 合理的に実行可能な限り適切に低

不適用 分析機器等ではない。

の放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低
減するよう、設計、製造及び包装されていなければ
ならない。

３ 医療機器の放射線出力について、医療上その有用
性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断され

適用 認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

る特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜
在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線
が照射されるよう設計されている場合においては、
線量が使用者によって制御できるように設計されて
いなければならない。当該医療機器は、関連する可
変パラメータの許容される公差内で再現性が保証さ
れるよう設計及び製造されていなければならない。

４ 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜
在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線
を照射する場合には 照射を確認するための視覚的

適用 認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

を照射する場合には、照射を確認するための視覚的
表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具
備していなければならない。

５ 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を
合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できる

製造 ば

不適用 分析機器等ではない。
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基本要件
当該機器
への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

６ 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線に
よる患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に
実行可能な限り低減するよう設計及び製造されてい
なければならない。

適用 認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」
JIS T 0601-1-3:2012「医用電気機器－第1
－3部基礎安全及び基本性能に関する一般
要求事項－副通則：診断用 X線装置におけ要求事項 副通則：診断用 X線装置におけ
る放射線防護」
12 漏れ放射線に対する防護

７ 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照
射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護

適用 認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性
の排除方法について、詳細な情報が記載されていな
ければならない。

JIS T 0601-1-3:2012「医用電気機器－第1
－3部基礎安全及び基本性能に関する一般
要求事項－副通則：診断用 X線装置におけ
る放射線防護」
5.2.4 取扱説明書

単品で認証していないX線管装置を用いる
場合、
JIS Z 4751-2-28:2013「医用電気機器－第
2－28部:診断用X線管装置の基礎安全及び
基本性能に関する個別要求事項」
201.7.9.3.101 
d)JIS Z 4120による公称焦点値

８ 電離放射線を照射する医療機器は 合理的に実行 適用 認知された規格の該当する項目に適合 JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎８ 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行
可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放
射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質
を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなけ
ればならない。

適用 認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS Z 4751 2 44:「医用X線CT装置 基礎
安全及び基本性能」
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基本要件
当該機器
への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

９ 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及
び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定
の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信
号の質を高めるよう設計及び製造されていなければ
ならない

適用 認知された基準・規格の該当する項目
に適合することを示す。

医療用エックス線装置基準（平成13年厚生
労働省告示第75号）

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」ならない。 安全及び基本性能」

JIS T 0601-1-3:2012「医用電気機器－第1
－3部基礎安全及び基本性能に関する一般
要求事項－副通則：診断用 X線装置におけ
る放射線防護」る放射線防護」
6.7 画像性能

１０ 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射
すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必
要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモ

不適用 電離放射線を照射する治療用医療機器
ではない｡

ニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造さ
れていなければならない。

（プログラムを用いた医療機器に対する配慮）

第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プ 適用 認知された規格に従ってリスク管理が JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器
を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、
システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよ
う設計されていなければならない。また、システム
に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じ

計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

る可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り
除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられて
いなければならない。

２ プログラムを用いた医療機器については、最新の
技術に基づく開発のライフサイクル リスクマネジ

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジ

メント並びに当該医療機器を適切に動作させるため
の確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能
についての検証が実施されていなければならない。

計画 実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

ントの医療機器への適用」

JIS T 2304：「医療機器ソフトウェア−ソ
フトウェアライフサイクルプロセス」
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基本要件
当該機器
への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

（能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮）

第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に
一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる
可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じら
れていなければならない。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

２ 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全
に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する
手段が講じられていなければならない

不適用 電源状態が患者の安全に直接影響を及
ぼす機器ではない。

手段が講じられていなければならない。

３ 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影
響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせ
る警報システムが内蔵されていなければならない。

不適用 電源状態が患者の安全に直接影響を及
ぼす機器ではない。

４ 患者の臨床パラメ タの つ以上をモニタに表示 不適用 臨床パラメ タをモニタする機器では４ 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示
する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害に
つながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせ
る適切な警報システムが具備されていなければなら
ない。

不適用 臨床パラメータをモニタする機器では
ない。

５ 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療
機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁
的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減
するよう、設計及び製造されていなければならない。

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS T 0601-1-2:「医用電気機器－第1-2
部:安全に関する一般的要求事項－電磁両
立性－要求事項及び試験」

６ 医療機器は、意図された方法で操作できるために、
電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するよ
うに設計及び製造されていなければならない。

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS T 0601 1 2:「医用電気機器 第1 2認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS T 0601-1-2:「医用電気機器－第1-2
部:安全に関する一般的要求事項－電磁両
立性－要求事項及び試験」
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基本要件
当該機器
への適用
･不適用

適合の方法 特定文書の確認

７ 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常
に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条
件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状
態で使用される場合において、患者、使用者及び第
三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電する
おそれがある者に限る )が偶発的に感電するおそ

適用 認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

おそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそ
れを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計
及び製造されていなければならない。

（機械的危険性に対する配慮）

第十四条 医療機器は 動作抵抗 不安定性及び可動 適用 認知された規格に従ってリスク管理が JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動
部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及
び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性
がある者に限る。以下この条において同じ。)を防
護するよう設計及び製造されていなければならない。

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す。

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS T 14971:「医療機器 リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

２ 分析機器等は 可動部分に起因する危険性又は破 不適用 分析機器等ではない２ 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破
壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性があ
る場合には、その危険を防止するための、適切な仕
組みが組み込まれていなければならない。

不適用 分析機器等ではない。

３ 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つであ
る場合を除き 特に発生源における振動抑制のため

適用（該
当する場

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」る場合を除き、特に発生源における振動抑制のため

の技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体
から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行
可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び
製造されていなければならない。

当する場
合）

することを示す 安全及び基本性能」

４ 医療機器は 雑音発生が仕様上の性能の一つであ 適用（該 認知された規格の該当する項目に適合 JIS Z 4751 2 44:「医用X線CT装置 基礎４ 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つであ
る場合を除き、特に発生源における雑音抑制のため
の技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体
から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実
行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製
造されていなければならない。

適用（該
当する場
合）

認知された規格の該当する項目に適合
することを示す

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

。

５ 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、
ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接
続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険
性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されて
いなければならない。

適用 認知された規格の該当する項目に適合
することを示す

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」
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当該機器
基本要件 への適用

･不適用
適合の方法 特定文書の確認

６ 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが
意図されている特定部分の誤接続の危険性について、
合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられる

適用 認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

合 的 実行 能 限 最 低 水準 抑
よう設計及び製造されていなければならない。

７ 医療機器のうち容易に触れることのできる部分
(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除
く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜
在的に危険な温度に達することのないようにしなけ

適用 認知された規格の該当する項目に適合
することを示す。

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎
安全及び基本性能」

在的に危険な温度に達することのないようにしなけ
ればならない。

（エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮）

第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療
機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供

不適用 エネルギー又は物質を患者に供給する
機器ではない。機器は、患者及び使用者 安全を保証するため、供

給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造され
ていなければならない。

機器ではな 。

２ 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエ
ネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が

不適用 エネルギー又は物質を患者に供給する
機器ではない。

具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危
険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限
り防止する適切な手段が講じられていなければなら
ない。

３ 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に
記されていなければならない。操作に必要な指示を
医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用の
パラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、
使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び

不適用 エネルギー又は物質を患者に供給する
機器ではない。

使用者(医療機器 使用にあた 患者 安全及び
健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)
にとって、容易に理解できるものでなければならな
い。
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基本要件
当該機器
への適用 適合の方法 特定文書の確認
･不適用

（一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮）

第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療
機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己
投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知

不適用
一般使用者が使用することを意図した
機器ではない。

投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知
識を必ずしも有しない者が使用することを意図した
ものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用
者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使
用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に
沿って適正に操作できるように設計及び製造されて沿って適正に操作できるように設計及び製造されて
いなければならない。

２ 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、
当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する
当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当
た て 使用者が誤使用する危険性を合理的に実行

不適用
一般使用者が使用することを意図した
機器ではない。

たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行
可能な限り低減するように設計及び製造されていな
ければならない。

３ 一般使用者が使用することを意図した医療機器に
ついては、合理的に実行可能な限り、製造販売業者 不適用

一般使用者が使用することを意図した
機器ではない。

等が意図したように機能することを使用者が検証で
きる手順を定めておかなければならない。

（添付文書等による使用者への情報提供）

第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売さ
れる際に 使用者の医療機器に関する訓練及び知識

適用 認知された規格に従ってリスク管理が
計画・実施されていることを示す

JIS T 14971:「医療機器－リスクマネジメ
ントの医療機器への適用」れる際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識

の程度を考慮し、当該医療機器の添付文書等により、
製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確
認するために必要な情報を、使用者が容易に理解で
きるように提供しなければならない。

計画 実施されていることを示す。

認知された基準・規格の該当する項目
に適合することを示す。

ントの医療機器への適用」

医療機器の添付文書の記載要領の改正につ
いて(薬食発1002第8号:平成26年10月2日)

JIS Z 4751-2-44:「医用X線CT装置－基礎JIS Z 4751 2 44:「医用X線CT装置 基礎
安全及び基本性能」

JIS T 0601-1-2:「医用電気機器－第1-2
部:安全に関する一般的要求事項－電磁両
立性－要求事項及び試験」
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基本要件
当該機器
への適用 適合の方法 特定文書の確認
･不適用

JIS T 0601-1-3:2012「医用電気機器－第1
－3部基礎安全及び基本性能に関する一般
要求事項－副通則：診断用 X線装置におけ
る放射線防護」る放射線防護」

5 X線装置の標識，表示及び文書
単品で認証していないX線管装置を用いる
場合、
JIS Z 4751-2-28:2013「医用電気機器－第J 医用電気機器 第
2－28部:診断用X線管装置の基礎安全及び
基本性能に関する個別要求事項」
201.7.2.102 X線管装置の外側の表示
201.7.9.3.101 d)JIS Z 4120による公称焦
点値点値

（性能評価及び臨床試験）

第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集され
るすべてのデータは、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(昭和三十
五年法律第百四十五号）その他関係法令の定めると

適用 認知された基準に従ってデータが収集
されたことを示す。

医療機器の製造販売認証申請について 第2
の１別紙（薬食発1120第8号:平成26年11月
20日）

五年法律第百四十五号）その他関係法令の定めると
ころに従って収集されなければならない。

２ 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に
関する省令（平成十七年厚生労働省令第三十六号）
に従って実行されなければならない。

不適用 臨床試験を必要とする機器ではない。

３ 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほ
か、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(平成十七年厚生労働省令第三十
八号)及び医薬品、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

適用（該
当する場
合）

適用

認知された基準に従ってデータが収集
されたことを示す。

認知された基準に従って実施されるこ

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（平成17年厚生労働
省令第38号）

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及及 再 医療等製品 製造販売後安 管 準
関する省令（平成十六年厚生労働省令第百三十五
号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる
試験成績及びデータその他の記録により継続的に評
価されなければならない。

適用 認知 れ 準 従 実施 れ
とを示す。

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（平成16年厚生労働省令
第135号）
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5．医療機器の基本要件改正
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GHTF文書の改正

2005年版 2012年版

改正改正
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改正の概要について（１）

以下の事項について、変更及び追加されたこと。

① 設計及び製造等に係る配慮① 設計及び製造等に係る配慮
使用に当たって必ずしも専門的知識を要しない医療機器を一般使用者（使用に当たって必要な
専門的な知識を必ずしも有しない者（以下「一般使用者」という。）が使用する場合への配慮が明
確化されたことに伴い、医療機器の設計及び製造等の際に、当該医療機器を使用すると想定さ確化 伴 、医 機器 設計 製 際 、 該医 機器 使
れる者が有する専門的知識の程度を考慮した配慮を行うとしたこと。

② 使用環境に対する配慮
ア．医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、それら医療機器 、他 医療機器、体外診断用医薬品そ 他 装置等 併用 れ 場合 、それ

全ての装置等と安全に接続され、かつ、それぞれの性能が損なわれないようにすること。

イ．ア．の場合の使用上の制限事項は、医療機器に添付する文書又はその容器若しくは被包に記
載すること。

ウ．医療機器は、使用者が操作する液体若しくはガスの移送のための接続部又は機械的に結合さ
れる接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製
造されていること。
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改正の概要について（２）

③ プログラムを用いた医療機器に対する配慮
ア．使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなけれア．使用目的に照らし、シ テ 再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなけれ

ばならないこと。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から派生する危険性
を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなけ
ればならないこと。

イ．最新の技術に立脚した開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に
動作させるための確認及び検証の方法を考慮にいれた上で、その品質及び性能についての検
証が実施されていなければならないこと。

④ 一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮
これまで自己検査医療機器又は自己投薬医療機器（以下「自己検査医療機器等」という。）に対
する配慮として求めてきた事項について、その適用範囲を自己検査医療機器等から、一般使用
者が使用す とを意図 た医療機器とす とと た と者が使用することを意図した医療機器とすることとしたこと。

⑤ 添付文書等による使用者への情報提供
医療機器が製造販売される際には、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し

添付 書等 製造 売業者名 安全な使用方法 性能 確 す、その添付文書等により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必
要な情報を、使用者に、容易に理解できるように提供しなければならないとしたこと。
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経過措置について

（１）医療機器（ただし、プログラム医療機器及び再生医療等製品の承認を受けたものとみなされる医
療機器を除く。）の取扱い療機器を除く。） 取扱い

① 医療機器の新基本要件基準が適用される前に承認及び認証を受けた医療機器及び届出され
た医療機器については、平成29年11月24日までの間は、なお従前の例によることができること。

ただし 医療機器の新基本要件基準への適合を確認した上で 当該医療機器の承認又は認ただし、医療機器の新基本要件基準への適合を確認した上で、当該医療機器の承認又は認
証に係る一部変更申請（以下「変更の手続き」という。）が必要な場合にあっては、法第41条第３
項に規定する基準への適合性に関する資料として、医療機器の新基本要件基準への適合を示
す資料を添付すること。す資料を添付すること。

なお、平成29年11月25日以降は、医療機器の新基本要件基準への適合を示す資料を求めに
応じて提示できるようにしておくこと。

② 医療機器の新基本要件基準の適用の際に承認又は認証審査中の医療機器については 平成② 医療機器の新基本要件基準の適用の際に承認又は認証審査中の医療機器については、平成
29年11月24日までの間は、なお従前の例によることができること。承認又は認証後の取扱いにつ
いては、３．（１）①のただし書き及びなお書きを準用する。

ただし 平成29年11月25日以降に承認又は認証の処分がなされた後 医療機器の新基本要ただし、平成29年11月25日以降に承認又は認証の処分がなされた後、医療機器の新基本要
件基準への適合性を確認した上で、変更の手続きが必要と判断される場合にあっては、速やか
に法第41条第３項に規定する基準への適合性に関する資料として、当該基本要件基準への適
合を示す資料を添付し 必要な手続きを行うこと合を示す資料を添付し、必要な手続きを行うこと。
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経過措置について

③ 医療機器の新基本要件基準の適用後に承認申請又は認証申請を行う医療機器若しくは製
造販売届出される医療機器については 平成27年11月24日までの間は なお従前の例による造販売届出される医療機器については、平成27年11月24日までの間は、なお従前の例による
ことができること。
当該医療機器の承認又は認証後又は製造販売届出後の取扱いについては、３．（１）①のた

だし書き 、なお書き及び３．（１）②のただし書きを準用する。だし書き 、なお書き及び３．（１）②のただし書きを準用する。

④ 医療機器の新基本要件基準第12条第２項の規定については、平成29年11月24日までの間
は適用しないこと。なお、平成29年11月25日以降の当該規定の取扱いについては、追って通
知するものとする。知するものとする。

（２）プログラム医療機器の取扱い

① 医療機器の新基本要件基準が平成26年11月25日より適用されること。なお、第12条第２項の
規定については、３．（１）④と同様とする。

参考：
プログラム医療機器：医薬品医療機器等法第二条第十三項に規定する医療機器プログラム又はこれを記録した

記録媒体たる医療機器記録媒体たる医療機器
（医薬品医療機器等法 第２条第13項）

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。
（薬事法等の一部を改正する法律 平成二十五年法律第八十四号 附則 第三条）
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経過措置（１）医療機器
（プログラム医療機器 及び 再生医療等製品

の承認を受けたものとみなされる医療機器を除く）

改正施行 経過措置期間
2014.11.25 2015.11.24 2017.11.24

※１：適合化確認にて、装置に変
更が生じる場合、必要に応
じ 変 軽変を行う▼ ▼ ▼

①既存品
現行基準適合 改正基準への適合化※１（3年以内)

改正基準適合

じて、一変、軽変を行う。

（含む一変）

改正基準適合
②審査中 承認又は認証

（経過措置期間内） ▼

現行基準適合 改正基準への適合化※１

(審査）

現行基準適合 改正基準への適合化※１

改正基準適合

（経過措置期間後） 承認又は認証(審査）（経過措置期間後） 承認又は認証
▼

改正基準への適合化※１

１年間 改正基準適合

(審査）

承認 認証後の扱いは
(審査）

③新規申請・届出 現行基準適合

改正基準適合

３年間

承認・認証後の扱いは
①又は②による

３年間
④第12条第2項

適用猶予期間
適用※２

※2：2017.11.25以降の
取扱は別途通知
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経過措置（２） プログラム医療機器

改正施行 経過措置期間
2014.11.25 2017.11.24

▼ ▼
①申請 改正基準適合

年間３年間
第12条第2項

適用猶予期間
適用※２

※2：2017.11.25以降の
取扱は別途通知

医療機器プログラムについては、施行日より
改 基準 適合 たも と 申請が必要改正基準へ適合したものとしての申請が必要
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６．新旧基本要件の関係

All Rights Reserved Copyright JIRA
512016/11/14 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

基本要件適合性チェックリストについて

法改正前（H26.11.25以前）に制定された認証基準では、すべの基準の基本要
件適合性チェックリストが作成されていたが 法改正に伴い基準としての作成は件適合性チェックリストが作成されていたが、法改正に伴い基準としての作成は
任意となった。

このため、改正後の基本要件適合性チェックリストが存在しない、品目もある。このため、改正後の基本要件適合性チ ックリストが存在しない、品目もある。
（工業会原案を作成すれば、PMDAの医療機器承認基準等原案検討委員会で
検討され、行政通知される予定）

参考資料１

申請においては、改正前の適合性チェックリストを参考に作成することが可能。

参考資料１

『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第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）

別添１ 医療機器の新基本要件基準と医療機器の旧基本要件基準の関係対応表

参考資料２
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参考：情報入手先について

法改正関係：

厚労省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

PMDA HP
http://www pmda go jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0028 htmlhttp://www.pmda.go.jp/review services/drug reviews/about reviews/devices/0028.html

認証基準等：認証 準等

PMDA HP：審査等について＞医療機器

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0028.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１

認証基準（別表３）の適合性チェックリスト通知

No 発出年月日 通知番号 タイトル CL数

1 平成27年3月25日 薬食機参発0325第1号
指定高度管理医療機器等の適合性チェックリス

1 平成27年3月25日 薬食機参発0325第1号
指定高度管理医療機器等 適合性チ ックリ

トについて
9

2 平成27年6月19日 薬食機参発0619第1号
指定高度管理医療機器等の適合性チェックリス

トについて（その2）
3

トに いて（その ）

3 平成27年9月30日 薬食機参発0930第1号
指定高度管理医療機器等の適合性チェックリス

トについて（その3）
8

指定高度管理医療機器等の適合性チ クリス
4 平成27年11月24日 薬生機発1124第1号

指定高度管理医療機器等の適合性チェックリス

トについて（その4）
37

5 平成27年12月24日 薬生機発1224第1号
指定高度管理医療機器等の適合性チェックリス

トに いて（その5）
4平成 年 月 日 薬生機発 第 号

トについて（その5）
4

6 平成28年3月30日 薬生機発0330第1号
指定高度管理医療機器等の適合性チェックリス

トについて（その6）
37

7 平成28年7月28日 薬生機審発0728第1号
指定高度管理医療機器等の適合性チェックリス

トについて（その7）
9
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H28.10.24 現在 107件

認証基準（別表３）通知された適合性チェックリスト
NO 基準名 NO 基準名

1 移動型アナログ式汎用X線診断装置等 54 眼撮影装置

2 移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置等 55 視鏡用テレスコープ等

4 据置型アナログ式汎用X線透視診断装置等 56 性レゼクトスコ プ4 据置型アナログ式汎用X線透視診断装置等 56 性レゼクトスコープ

5 据置型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置等 57 音波軟性胃十二指腸鏡等

6 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置等 58 音波内視鏡観測システム

7 据置型アナログ式乳房用X線診断装置等 59 気送水機能付内視鏡用光源・プロセッサ装置等

8 移動型デジタル式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置等 60 視鏡用送水装置

9 腹部集団検診用X線診断装置等 61 視鏡用送気ポンプ等

10 胸・腹部集団検診用一体型X線診断装置等 62 使用可能な電気手術向け内視鏡用スネア等

11 科集団検診用パノラマＸ線撮影装置等 63 回使用電気手術向け内視鏡用スネア等11 科集団検診用パノラマＸ線撮影装置等 63 回使用電気手術向け内視鏡用スネア等

14 蓋計測用一体型Ｘ線診断装置 120 赤外線治療器

15 全身用X線CT診断装置 121 紫外線治療器

17 核医学診断用据置型ガンマカメラ等 122 キセノン光線治療器

18 核医学診断用ポジトロンCT装置 123 低周波治療器等

21 眼科用超音波画像診断装置 124 強さ期間測定低周波治療器

22 超音波式角膜厚さ計 125 マイクロ波治療器

23 超音波眼軸長測定装置 126 超音波治療器23 超音波眼軸長測定装置 126 超音波治療器

24 眼科用超音波画像診断・眼軸長測定装置等 127 超音波骨折治療器

27 超電導磁石式全身用MR装置等 128 水治療法用圧注装置

28 コンピューテッドラジオグラフ 129 上肢向け温浴療法用装置等ン テッ ラジオグラ 肢向け温浴療法用装置等

29 X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ 130 ウォーターパッド加温装置コントロールユニット等

30 X線管装置 131 乾式ホットパック装置

38 眼圧計等 132 パラフィン浴装置

パ オキシメ タ ジ 等 冷却療法用器具及び装置
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43 パルスオキシメータモジュール等 133 冷却療法用器具及び装置

53 眼底カメラ 134 ベッド型マッサージ器
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NO 基準名 NO 基準名

135 間欠型空気圧式マッサージ器等 355 家庭用電気磁気治療器

能動型自動牽 装 等 家庭 永久磁 磁気治療136 能動型自動牽引装置等 356 家庭用永久磁石磁気治療器

137 能動型手用他動運動訓練装置等 359 家庭用超音波吸入器等

139 治療点検索測定器 360 貯槽式電解水生成器等

140 電気骨折治療器 361 ポケット型補聴器等140 電気骨折治療器 361 ポケット型補聴器等

141 定電流治療器 362 骨導式補聴器

142 低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器 363 男性向け避妊用コンドーム

143 低周波治療器・治療点検索測定器組合せ理学療法機器 372 MR装置用高周波コイル

144
低周波治療器・鍼電極低周波治療器・治療点検索測定器組合せ
理学療法機器

397 X線CT組合せ型ポジトロンCT装置

145 低周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器 398 ポジトロンCT組合せ型SPECT装置

低周波治療器・干渉電流型低周波治療器・超音波治療器組合せ
組合せ理学療法機器146

低周波治療器 干渉電流型低周波治療器 超音波治療器組合せ
理学療法機器

405 組合せ理学療法機器

147 紫外線治療器、赤外線治療器組合せ理学療法機器 412 電位治療器

148 低周波治療器・乾式ホットパック装置組合せ理学療法機器 413 電位治療器・赤外線治療器組合せ理学療法機器

149 低周波治療器 キセノン光線治療器組合せ理学療法機器 482 据置型診断用X線発生装置等149 低周波治療器・キセノン光線治療器組合せ理学療法機器 482 据置型診断用X線発生装置等

187 歯科鋳造用14カラット金合金 487 核医学装置ワークステーション等

196 歯科鋳造用14カラット金合金向けプラスメタル 488 X線CT組合せ型SPECT装置

197 歯科鋳造用金合金向けプラスメタル 532 軟性内視鏡用洗浄消毒器等歯科鋳 用 ラ 軟性 視鏡用洗浄 器等

266 歯科充填用コンポジットレジン 569 核医学診断用リング型SPECT装置

280 歯科用支台築造材料 609 自動視野・眼撮影装置

296 歯科用根管充填シーラ 610 レフラクト・ケラト・トノメータ

331 家庭用超音波気泡浴装置等 612 光学式眼内寸法測定装置331 家庭用超音波気泡浴装置等 612 光学式眼内寸法測定装置

332 家庭用低周波治療器 620 内視鏡挿入形状検出装置

333 家庭用電位治療器 621 内視鏡用能動切除器具

334 家庭用超短波治療器 690 腹腔鏡用ガス気腹装置
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家庭用超短波治療器 腹腔鏡用ガ 気腹装置

335 超短波治療器 731 磁気加振式温熱治療器

NO 基準名

734 自動経皮椎間板切除システム

753 耳鳴マスカ

756 単一エネルギー骨X線吸収測定装置等

824 鍼電極低周波治療器824 鍼電極低周波治療器

825 関節鏡用液体拡張装置等

827 MR組合せ型ポジトロンCT装置

936 硬性手術用ランバースコープ
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参考資料２

医療機器の新基本要件基準と医療機器の旧基本要件基準の関係対応表

改正基本要件基準 旧基本要件基準 適用・不適用の考え方

（設計）
第一条

（設計）
第一条

医療機器の旧基本要件基準への適合にお
いて適切な確認をされていれば、同様の判
断とすることで差し支えない。

第一号 第一号 各号それぞれについて 医療機器の旧基本

（リスクマネジメント）
第二条

第1項

第一号

（リスクマネジメント）
第二条

第1項

第一号 各号それぞれについて、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

第二号 第二号

第三号 第三号

第四号 第四号第四号 第四号

（医療機器の性能及び機能）
第三条

（医療機器の性能及び機能）
第三条

医療機器の旧基本要件基準への適合につ
いて適切な確認をされていれば、同様の判
断とすることで差し支えない。

（製品の有効期間又は耐用期間）
第四条

（製品の寿命）
第四条

各条それぞれについて医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

（輸送及び保管等）
第五条

（輸送及び保管等）
第五条

（医療機器の有効性）
第六条

（医療機器の有効性）
第六条
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改正基本要件基準 旧基本要件基準 適用・不適用の考え方

第 項

第一号

第 項

第一号 各号それぞれについて、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ第 号 第 号第1項 第1項
要件基準への適合において適切な確認をさ
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

第二号 第二号

第三号 第三号

第2項 第1項

第一号 分析機器等にあっては、医療機器の旧基本
要件基準第7条第1項各号への適合におい

適切な確認をされ れば 同様 判断
第二号

（医療機器の化学
的特性等）
第七条

（医療機器の化学的
特性等）
第七条

第2項 第1項 て適切な確認をされていれば、同様の判断
とすることで差し支えない。

第二号

第三号

第3項 第2項 各項それぞれについて、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ
れていれば 同様の判断とすることで差し支

第４項 第3項
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

第 項 第 項

第５項 第４項

第６項 第５項

第７項 第６項

第1項

第一号

第1項

第一号 それぞれについて、医療機器の旧基本要件
基準への適合において適切な確認をされて
いれば、同様の判断とすることで差し支えな
い。

第二号 第二号

第三号 第三号

医療機器の旧基本要件基準への適合にお
第２項 第2項及び第3項

医療機器の旧基本要件基準への適合にお
いて適切な確認をされていれば、同様の判
断とすることで差し支えない。

第3項
第2項

及び第4項

医療機器の旧基本要件基準への適合にお
いて適切な確認をされていれば、同様の判

（微生物汚染等の防
止）
第八条

（微生物汚染等の防
止）
第八条

及び第4項
断とすることで差し支えない。

第4項 第2項
医療機器の旧基本要件基準への適合にお
いて適切な確認をされていれば、同様の判
断とすることで差し支えない。

第 第 各 れぞれ 療機 基本第5項 第5項 各項それぞれについて、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

第６項 第６項

第７項 第７項

第８項 第８項
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第８項 第８項

第９項 第９項

第10項 第10項
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改正基本要件基準 旧基本要件基準 適用・不適用の考え方

第1項
（製造又は使用環境に対

本通知3．の適合の確認において、承認・認
証・届出された医療機器の資料から適用又（製造 使用環境 対

する配慮）
第九条 前項

証 届出された医療機器の資料から適用又
は不適用の判断ができる場合には、変更の
手続きを要しない。

第２項

第3項

第一号～
第九号

第1項 第2項

各項それぞれについて、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ

（使用環境に対す

第4項

第九号
（二号、五
号を除く）

第1項～第2項
要件基準 の適合において適切な確認をさ
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

第二号
第五号

本通知3．の適合の確認において、承認・認
証・届出された医療機器の資料から適用又
は不適用の判断ができる場合には 変更の（使用環境に対す

る配慮）
第九条

第九条

第五号 は不適用の判断ができる場合には、変更の
手続きを要しない。

第5項 第1項～第2項

各項それぞれについて、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ
れていれば、同様の判断とすることで差し支れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

第6項

本通知3．の適合の確認において、承認・認
証・届出された医療機器の資料から適用又
は不適用の判断ができる場合には、変更の
手続きを要しない手続きを要しない。

第7項 第3項
医療機器の旧基本要件基準への適合にお
いて適切な確認をされていれば、同様の判
断とすることで差し支えない。
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改正基本要件基準 旧基本要件基準 適用・不適用の考え方

医療機器の旧基本要件基準への適合にお

第1項
第1項

又は
第2項

医療機器の旧基本要件基準 の適合にお
いて適切な確認をされていれば、同様の判
断とすることで差し支えない。
ただし、診断用医療機器にあっては、医療
機器の旧基本要件基準第10 条第2項の適
合において適切な確認をされていれば、同

第十条 第十条

合において適切な確認をされていれば、同
様の判断とすることで差し支えない

第2項 第2項 分析機器等にあっては、各項それぞれにお
いて、医療機器の旧基本要件基準への適合
において適切な確認をされていれば、同様
の判断とすることで差し支えない

第3項 第3項
の判断とすることで差し支えない。

第4項 第4項 各項それぞれについて、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

第5項 第5項

基 基 適
第1項 第1項

医療機器の旧基本要件基準への適合にお
いて適切な確認をされていれば、同様の判
断とすることで差し支えない。

第2項 第1項

分析機器等にあっては、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ

第2項 第1項
要件基準 の適合において適切な確認をさ
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

第3項 第2項 各項それぞれについて、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ
れていれば 同様の判断とすることで差し支第 項 第 項

第十一条 第十一条
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

第4項 第3項

第5項 第2項

分析機器等にあっては、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えないえない。

第6項 第4項 各項それぞれについて、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

第７項 第５項
第８項 第６項
第９項 第７項
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第９項 第７項
第10項 第8項
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改正基本要件基準 旧基本要件基準 適用・不適用の考え方

（プログラムを用いた
医療機器に対する配

第1項 （能動型医療機器
に対する配慮）

第1項 医療機器プログラム及びこれを記録した記
録媒体たる医療機器を除き 医療機器の旧医療機器に対する配

慮）
第十二条

に対する配慮）
第十二条

録媒体たる医療機器を除き、医療機器の旧
基本要件基準への適合において適切な評
価をされていれば、同様の判断とすることで
差し支えない。

第2項 - -

（能動型医療機器及
び当該能動型医療機
器に接続された医療
機器に対する配慮）
第十三条

第1項 （能動型医療機器に
対する配慮）
第十二条

第1項 各項それぞれについて、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

第2項 第2項

第3項 第3項

第４項 第４項第十三条 第４項 第４項

第５項 第５項

第６項 第６項

第7項 第7項第7項 第7項

（機械的危険性に対
する配慮）
第十四条

第1項 （機械的危険性に対
する配慮）
第十三条

第1項 医療機器の旧基本要件基準への適合にお
いて適切な確認をされていれば、同様の判
断とすることで差し支えない。

第2項 第1項 分析機器等にあっては、医療機器の旧基本第 項 第 項 分析機器等にあっては、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

第3項 第2項 各項それぞれについて、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ要件基準への適合において適切な確認をさ
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

第４項 第３項

第５項 第4項

第6項 本通知3．の適合の確認において、承認・認
証・届出された医療機器の資料から適用又証 届出され 医療機器 資料 適用又
は不適用の判断ができる場合には、変更の
手続きを要しない。

第7項 第5項 医療機器の旧基本要件基準への適合にお
いて適切な確認をされていれば、同様の判
断とすることで差し支えない
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断とすることで差し支えない。

改正基本要件基準 旧基本要件基準 適用・不適用の考え方

（エネルギー又は物
質を供給する 療機

第1項 （エネルギーを
供給する医療

第1項 各項それぞれについて、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ第 項 第 項質を供給する医療機

器に対する配慮）
第十五条

供給する医療
機器に対する
配慮）
第十四条

要件基準への適合において適切な確認をさ
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

第２項 第２項

第３項 第３項

第1項 第1項 各項それぞれについて、自己検査用医療機
器等にあ は 医療機器 旧基本要件基

（一般使用者が使用
することを意図した
医療機器に対する配
慮）

（自己検査医療
機器等に対す
る配慮）
第十五条

器等にあっては、医療機器の旧基本要件基
準への適合において適切な確認をされてい
れば、同様の判断とすることで差し支えない。
また、一般使用者が使用することを意図し
た医療機器にあっては、本通知3．の適合の
確認にお 承認 認証 届出された医療

第２項 第２項

第３項 第３項慮）
第十六条 第十五条 確認において、承認・認証・届出された医療

機器の資料から適用又は不適用の判断が
できる場合には、変更の手続きを要しない。

第３項 第３項

（添付文書等による使用者 の情報提供） （製造業者 製造販売業者が提供する情報）
添付文書の記載要領等に基づき、適切に使
用者 の情報提供が行われていれば 本（添付文書等による使用者への情報提供）

第十七条
（製造業者・製造販売業者が提供する情報）
第十六条 前項

用者への情報提供が行われていれば、本
通知3．の適合の確認において、変更の手
続きは要しないこと。

第1項 第1項 各項それぞれについて、医療機器の旧基本
要件基準への適合において適切な確認をさ

（性能評価及び臨床
試験）
第十八条

（性能評価）
第十六条

要件基準への適合において適切な確認をさ
れていれば、同様の判断とすることで差し支
えない。

第2項 第2項

第3項 第1項
医療機器の旧基本要件基準への適合にお
いて適切な確認をされていれば、同様の判
断とすることで差し支えない断とすることで差し支えない。
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