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本日の内容 

「医療機器行政に係る最近の動向について」 
 １ 単回使用医療機器（SUD）の再製造制度 

 ２ 添付文書の新記載要領について 

 ３ 未承認医療機器の展示会等への出展について 

 ４ プログラム医療機器における責任者について 
 

「その他注意事項」 
 ○ よくある違反事例  



単回使用医療機器（SUD：Single-use Device）の再製造とは 

 使用済みのSUDを，医療機器製造販売業者がその責任のもとで適切に収集し，
分解，洗浄，部品交換，再組立て，滅菌等の必要な処理を行い，再び使用すること。 

 【再製造の工程概要】 

 『回収』 

院内に廃棄 

ボックスを設置。 

業者が回収し 

専用工場へ輸
送。 

『受入』 

再製造限度回数 

を超えたもの，著 

しい不良・汚れ品，
未承認品を除去。 

『洗浄・部品交換』 

洗浄（分解）し，多
くの部品を再製造
に利用。 

消耗品は交換。 

製品の組立て，性
能検査を実施し，表
示・包装。 

『組立・検査・表示・包装』 

 『滅菌・出荷』 

滅菌し，出荷。 

◎ 使用済みのSUDの院内滅菌による「再使用」は，不完全な洗浄・滅菌による感染リスクを   
  はじめ，医療機器の性能・安全性を十分に保証し得ないため,行うべきでないことが世界 
  共通の認識。 
 

◎ 一方，使用済みSUDを収集し，専門事業者が適切に分解，洗浄，部品交換，再組立て， 
  滅菌等の処理を行い，必要な性能等を有することを確認して，再製造することは，資源の 
  有効活用や医療廃棄物の削減，さらには医療費の低減の可能性などから注目されている。 
  米（2000～），独（2002～）に続き，英，欧州連合（EU）なども，SUD再製造に係る制度の整 
  備を進めている。 



米国で実際に再製造されている製品例 

サージカル製品群 
 

整形外科手術と低侵襲手術で使用
される外科用器具 

バスキュラー製品群 
 

不整脈の診断と治療に使用される
カテーテルとケーブル 

低侵襲機器 
 

様々な循環動態の状況のモニタや
処置のために使用される非手術用
機器 

‣  腹腔鏡用血管シーリング 
    装置 
‣ 超音波メス 
‣ トロッカー 
‣ 関節鏡用シェーバ・ワンド 
‣ バー・ビット・ブレード 

‣ 超音波診断用カテーテル 
‣ EPカテーテル 
‣ EPインターフェイスケーブル 

‣ DVTスリーブ 
‣ パルスオキシメータープロー  
   ブ 
‣ 空気圧タニケットカフ 
‣ 血圧計用カフ 

① 再製造業者の名称 

① 

②  

③ 

 

② オリジナル品の製造業者の名称 
③  再製造業者が印字した機器のシリアル番号 



単回使用医療機器の再製造について 



SUDの再製造に関する制度の骨子① 

１．再製造の対象となる医療機器 

◎ 国内の医療機関で使用されたSUD 
 

◎ 植込み型医療機器は対象外（収集の困難さ， 

 長期耐久性の懸念などから） 
 

◎ 原則，使用成績評価期間中の新医療機器は 

 再製造の対象としない。 

４．設計・製造 

２．クラス分類，一般的名称 

◎ オリジナル品と同じクラス分類（ただし， 

 クラスⅠ品の再製造品はクラスⅡとする。） 
 

◎ オリジナル品とは別に「再製造」を冠する 

 一般的名称を新設 

３．使用済みSUDの選別・運搬等 

◎ 脳・脊髄に触れたもの，感染症法に定める感 

 染症の治療に使用されたものは，再製造に用い 

 ない。 
 

◎ 医療機関で選別の上，破損，劣化，汚染が生 

 じないよう，他の使用済みの医療機器と区別し 

 て保管，運搬。 

◎ オリジナル品と同等の有効性・安全性を有 

 するよう設計，製造。 
 

◎ 妥当性が確認されている適当な方法により，  

 血液・体液・粘膜等に由来する病原微生物等 

 を洗浄，滅菌。 
 

◎ オリジナル品の原材料等の変更を継続的に 

 把握（例えば，受入工程等で検査を行い，仕様 

 変更がないかモニタリング）し，再生品の品質 

 等が維持されるよう必要な措置を講じる。 
 

◎ オリジナル品の安全性情報を継続的に把握 

 し，再製造品に与える影響を分析の上，必要な 

 措置を講じる。 

５．トレーサビリティ 

◎ 再製造SUDにシリアル番号を付与し，再生 

 部品を引き取った医療機関から，製造，販売先 

 までのトレーサビリティを確保。シリアル番号等 

 を本体表示。 



SUDの再製造に関する制度の骨子② 

６．名称，表示 

◎ 販売名には，「再製造」の文字及び再製造品 
 の製造販売業者名（略称可）をつける。 
 

  販売名例：再製造EPカテーテルA（キキカ社） 
 

◎ 再製造SUDの直接の容器等には，「再製 
 造」の文字を記載する。また，添付文書には， 
 オリジナル品の再製造品であること，再製造業 
 者名を記載する。 

９．承認書 

７．業許可・登録 

◎ 使用済みSUDの予備洗浄，分解，洗浄，再 
 生部品の保管を行う施設等も製造業登録の対 
 象とする。 
 

◎ 製造販売業に細菌学的知識を有する者を置 
 く。製造業に細菌学的知識を有する者又は滅 
 菌に関する専門的知識を有する者を置く。 

８．QMS 

◎ 定期調査とは別に，厚生労働省大臣が必要と 
 認めるとき（概ね年に１回の頻度），QMSの管理 
 状況を調査する。 

 再製造SUDの洗浄，製造等に係る事項等を従
来の医療機器より詳細に記載 
 

（例）【性能及び安全性に関する規格欄】 
 

  ・洗浄後の清浄性の規格 
  ・繰り返し再製造する場合の最大再製造回数 
  ・最大再製造回数後でも仕様に適合すること 
  ・使用済みSUDを医療機関で選別する方法 
  ・使用済みSUDの受入れ規格 
  ・オリジナル品の変更監視の方法 
 

    【製造方法欄】 
  ・洗浄及び滅菌の方法，条件 

10．市販後 

◎ オリジナル品の原材料の変更，回収情報を 
 継続的に収集し，収集した情報に基づき必要な 
 措置を講ずる。 
 

◎ 再製造単回使用医療機器の回収等の原型 
 医療機器の製造販売業者に対して情報の提供 
 が必要と認められる安全確保措置を立案したと 
 き等は，オリジナル品の製造販売業者に対し， 
 その情報を提供する。 



「再製造単回使用医療機器基準」の概要 

医療機関から使用済み 

医療機器を収集 

輸送 

予備洗浄・滅菌 

受入検査 

分解・洗浄・組立て 

洗浄・滅菌 

出荷判定 

再製造品は、オリジナル品と同等の有効性・安全性を有するもの 

でなければならない。 

再製造SUDにシリアル番号を付して，使用済みSUDを収集した医
療機器から，製造工程，流通までの情報のトレーサビリティを確保
しなければならない。 

設計 

市販後管理 

製 

造 

再生部品は，承認書に定める基準で選別され，交差汚染防止の
ため廃棄物と分けて保管されたものでなければならない。 

交差汚染等の防止のために専用の密閉性の容器で運搬しなけれ
ばならない。 

再製造に用いる再生部品が以下の要件を満たすことを確認しなけ
ればならない。また，確認結果を記録すること。 

 ・国内の医療機関で使用したものであること 

 ・脳・脊髄等に接触したものでないこと 

 ・感染症予防法の1～4類感染症患者に使用されたものでないこと   

 ・再製造できる最大回数以上，再製造されたものでないこと 

 ・人体に植え込まれて使用されたものでないこと 

バリデートされた方法で洗浄・滅菌しなければならない。 

医療機器の本体，容器及び添付文書には再製造されたものであ
ることが識別できる表示をしなければならない。 

オリジナル品の変更の有無を継続的に監視し，変更があった場合
，再製造品の有効性等を維持するための必要な変更を行うこと。 

オリジナル品の安全性に関する情報，回収情報等を監視し，これ
をした場合には，再製造品への影響を評価し，必要な措置を講じ
ること。 

添付 

文書 



SUD再製造に係る医薬品医療機器等法施行規則の改正の概要 

１．製造業の登録（規則第114条の8） 

 再製造単回使用医療機器の「使用された単回使用医療機器の受入，分解，洗浄等」を行う製造所
は，製造業の登録を要することとする。 

２．QMS調査（規則第114条の33） 

４．再製造単回使用医療機器の製造業者の遵守事項（規則第114条の54の２） 

① 再製造単回使用医療機器の承認条件として，QMS調査を受けなければならないとされた場合に 
 は，QMS調査を行うこととする。（※承認条件として概ね年１回のQMS調査を課すこととする。） 
 

② 再製造単回使用医療機器は，追加的調査（専門的調査）の対象とする。 

３．再製造単回使用医療機器の製造販売業者の遵守事項（規則第114条の54） 

① 総括製造販売責任者等を補佐する者として，細菌学的知識を有する者を置くこととする。 
 

② オリジナル品の原材料の変更，回収情報を継続的に収集し，収集した情報に基づき必要な措置 
 を講ずることとする。 
 

③ 再製造単回使用医療機器の廃棄，回収，販売停止，添付文書等の原型医療機器の製造販売業 
 者に対して情報の提供が必要と認められる安全確保措置を立案したとき等は，オリジナル品の製造 
 販売業者に対し，その情報を提供することとする。 
 

④ 未だ洗浄等されていない使用済み単回使用医療機器を運搬するときは，環境の汚染の拡大を防 
 止するために，密閉容器で運搬する等の適切な方法により行うこととする。 等 

 責任技術者を補佐する者として医師又は細菌学等の専門的知識を有する者又は滅菌に関する専
門的知識を有する者を置くこととする。 



SUD再製造に係る医療機器製造業の登録等 

医療機関等 収集 一時保管 
受入，分解， 

洗浄 
主たる組立 滅菌 一時保管 

最終製品の 

保管 

製造販売業者 

専門家 

 製造販売業者等は，医療機関における使用済み単回使用医療機器の管理を含め，次の一連の
工程を管理する必要がある。 
 ※設計管理を行う施設も登録製造所となり，専門家の設置が必要となる。 

再製造に特有の製造工程 原型医療機器と共通の製造工程 

専門家 

専門家 

専門家 専門家 専門家 

登録不要 登録不要 登録製造所 登録製造所 登録製造所 登録製造所 登録製造所 登録不要 

登録製造所が複数 
存在することもある。 

交換部品等の部品供
給業者は非登録製造
所となる可能性が高い。 



添付文書の新記載要領について 

新記載要領に従った添付文書への切り替え 

 ◎ 経過措置期間は本年11月25日まで。 

   既存品についても経過措置期間後はすべて 

  新記載要領に従った添付文書に切り替わってい 

  る必要がある。 

 ◎ 未対応の場合は速やかに本記載要領に基づ 

  いた改訂を行ってください。 



警告欄の記載について 

・ 「（5）警告」の記載に当たって 

 は視認性を向上させるために， 

 ゴシック体のフォントを用いる， 

 段落ごとに行間を空けるなどの 

 工夫を行うことが望ましい。 

  特に「（5）警告」の記載が長い 

 場合などには視認性に十分に 

 配慮する必要がある。 

添付文書 

○○○○○○ 

【警告】 

【禁忌・禁止】 

【形状・構造及び原
理等】～【製造販売
業者及び製造業者
の氏名又は名称等】 



未承認医療機器の展示会等への出展について 

展示会の種類 関係分野の専門家を対象と，学術研究の向
上，発展を目的とするもの 

一般人を対象とし，科学技術又は産業
の振興を目的とするもの 

一般人を対象とし医療機器のデザイン等
（名称，製造方法，効能効果及び性能を除
く。）に関する情報提供を目的とするもの 

主催者・ 

後援者等 
関係分野の科学者により構成され，学術研究
の向上，発展を図ることを目的とする公的学
会等が主催するものであること 

 例）日本学術会議における登録学会研究 

    団体 

公的機関の主催又は後援するものであ
ること。 
 例）・国 
    ・地方公共団体 
    ・外国政府、州政府、大使館 
    ・特殊法人 

次のいずれかであること。 
①公的機関の主催又は後援するもの 
 例）国、地方公共団体、 
    外国政府、州政府、大使館 
        特殊法人 
②公益団体が主催するもの 
 例）財団法人、社団法人 

展示責任者 研究発表者又は学会であること 展示会主催者であること 同 左 

展示場所 学会研究発表会場又は学会が指定した展示
会場内であること 

主催者が指定した展示会場であること 
同 左 

展示方法 ①未承認品であり，販売，授与できない旨を   

  明示すること 

②製造方法，効能効果，性能に関する標ぼう  

  は，精密かつ客観的に行われた実験の  

  データ事実に基づいたもの以外は行わない 

    こと 

③関連資料等の配布は原則として行わないこ 

    と。ただし，医師等の求めに応じて研究発 

    表論文別刷等，既に評価を受けた学術論    

    文を提供することは，この限りでない。 

① 左記①に同じ 

② 予定される販売名は標ぼうしないこと。  

  ただし、輸入品について製造時に医 

  療用具本体に輸入先国の言語で記   

  載されている場合は、この限りではな 

  い。 

③ 左記②に同じ 

④ 関連資料等の配布は原則として行わ 

  ないこと。ただし、主催者が、特定企 

  業、特定商品に限定せずに作成した 

  科学技術の一般的な解説書等につ 

  いては、この限りでない。 

①予定される販売名、製造方法、効能効果 
  及び性能に関する標ぼうを行わないこと。 
  ただし販売名の標ぼうに関し輸入品に 
  ついて製造時に医療用具本体に輸入先 
  国の言語で記載されている場合は、この 
  限りでない。 
② 関連資料等の配布は原則として行わな 
  いこと。ただし、主催者が特定企業、特 
  定商品に限定せずに作成した一般的な 
  解説書等については、この限りでない。 

展示後の措置 販売，授与せず，廃棄，返送等の適切な措置
をとること。ただし，一定の手続きを行った上
での治験での仕様等承認申請目的への転用，
承認取得を近々予定されている場合の倉庫
での保管等は，この限りでない。 

同左 同左 

【未承認医療機器の展示に関するガイドライン】 

「未承認医療機器に展示会等への出展について」（平成29年6月9日付け薬生発0609第2号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知） 



施行時点で現に
製造販売を行っ

ている 

施行後に新たに
製造販売を開始 

プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器 

特
別
講
習
会 

「３年間」の経過措置中 

★許可申請・取得 

★許可申請・取得 

★許可申請・取得 

★許可申請・取得 

従事経験３年を確保可能 

従事経験３年を確保できず 

平成26年11月25日 

改正法施行 

平成29年11月24日 

経過措置終了 

講習受講者は３年の従事経験が
不要 

経過措置後 

講習によらず３年の従事経
験が必要 

自前で経験者を確保 

自前で経験者を確保 

パターン１ ○ 
（講習によらず許可を取得） 

パターン２ ○ 
（経過措置期間に従事経験を確
保可能） 

パターン３ × 
（従事経験を確保できず） 

パターン４ ○ 
（講習によらず許可を取得） 

※施行時に現に製造販売を行って
いる企業は、施行から３ヶ月以内
に製造販売業の許可申請を行え
ば、引き続き製造販売が行えると
されていた。 

プログラム医療機器における責任者について 
「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の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整
備等に関する省令の一部を改正する省令の公布及び施行について」（平成29年11月24日付け薬生発1124第号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知） 

平成32年11月24日 

経過措置終了 



本日の内容 

「医療機器行政に係る最近の動向について」 
 １ 単回使用医療機器（SUD）の再製造制度 

 ２ 添付文書の新記載要領について 

 ３ 未承認医療機器の展示会等への出展について 

 ４ プログラム医療機器における責任者について 
 

「その他注意事項」 
 ○ よくある違反事例 



よくある違反事例 

① 承認・認証書の誤記 
 

② 承認・認証書に機能が十分に記載されていない 
 

③ 不適切軽変 
 

④ 定期QMS調査申請漏れ 
 

⑤ 不適切な一般的名称の使用 



① 承認・認証書の誤記 
 

   例） 製造業者が作成した二次資料のみを基に，承認申 

     請書を作成したが，二次資料に誤記があったため， 

          申請書にも誤記が生じた。 

     → 一次資料を入手して齟齬がないか確認すること 
 

 ・ ほとんどが，承認申請書作成時の確認が不十分だった 

 ことによるもの 

 ・ 法令等を十分に理解した担当者が，一次資料に基づい 

 て承認申請書を作成し，ダブルチェックを行うことが大切 

 ・ 製造販売業者としてＱＭＳを維持していく上でも重要 



② 承認・認証書に機能が十分に記載されていない 
 

   例） 承認・認証書に画像の色付け機能としか記載され 

    ていないにもかかわらず，実際は，画像処理をして 

    病変部を表示する機能を有していた。 
 

 ・ 承認・認証書の記載が不十分だと実際の機能の十分な 

 評価できない 

 ・承認・認証書からの逸脱となる場合もある 



③ 不適切軽変 
   例） 機能の追加が性能及び安全性に影響を与えない変更であ 

    ると考え，軽微変更届出を出していたが，実際には軽微変更 

    届出で対応できる変更内容でなかった。 

    → 通知からだけでは明確な判断ができない変更に関して審査 

     機関に相談する。 

      回収になることがあるので，注意 

  【参考】 医療機器の一部変更に伴う軽微変更手続き等の取扱について 

       （平成29年7月31日付け薬生機審発0731第5号通知） 

④ 定期QMS調査申請漏れ 
   各品目の承認・認証日から５年を経過するごとに調査を受ける 

  必要がある。 

   新法施行（平成26年11月）以降は，旧法下で受けたQMS調査の  

  日にかかわらず，承認・認証から５年ごとの日までにQMS調査を 

  受ける必要があることに注意 

 



⑤ 不適切な一般的名称の使用  

   不適切な一般的名称が付された品目が散見される。 

   （特に一般的名称） 

   例） 使用部位を指定していない医療機器に対してあた 

    かも特定の部位（心臓等）に特化したような標榜をし 

    ている。 

    → 心臓への使用に特化した品目であれば「中心循 

     環系○○」となり，クラス分類の異なる別の一般的 

     名称と考えられる。 

 ・ 標榜次第で一般的名称や医療機器の該当性が変わっ 

 てくることがある 

 ・ 一般的名称に悩んだ際には，事前に相談をすること 



立入検査状況 

区分 許可（登録）施設 立入検査施設 違反発見施設 

第一種医療機器 

製造販売業者 
5 0 0 

第二種医療機器 

製造販売業者 
15 4 4 

第三種医療機器 

製造販売業者 
14 2 2 

医療機器製造業者 50 6 0 

許可（登録）施設：平成２９年１１月３０日現在 

（平成２９年４月１日～平成２９年１１月３０日） 

 違反のほとんどが品質管理監督システムにおける
手順書の不備。 

  例）手順書が作成されていなかった。 

     手順書と実態が合っていない。   等 



ご清聴ありがとうございました。 


