
 

 薬 機 発 第 1 2 2 7 1 0 3号 

平成３０年１２月２７日  

 

 （別記） 殿 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 

 

 

「医療機器の再審査及び再評価申請資料の適合性書面調査 

及びＧＰＳＰ実地調査の実施手続きについて」の一部改正について 

（その２） 

 

 医療機器の再審査及び再評価申請資料の適合性書面調査及びＧＰＳＰ実地調査の実施手続

きについては、「医療機器の再審査及び再評価申請資料の適合性書面調査及びＧＰＳＰ実地

調査の実施手続きについて（薬機発第１０１２０６６号（平成２４年１０月１２日））及び

「医療機器の再審査及び再評価申請資料の適合性書面調査及びＧＰＳＰ実地調査の実施手続

きについて」の一部改正について（薬機発第１０１２０６６号（平成２８年３月３０日）。

以下、改正理事長通知という。）」において、お知らせしているところです。 

今般、平成３１年１月１日付けで医療機器部門の再編を含む組織改正を行うことから、改

正理事長通知を下記のとおり改訂し、平成３１年１月１日より適用致しますので、貴会会員

への周知方よろしくお願いします。 

記 

 

別紙様式１及び別紙様式４における、「信頼性保証部長」を「医療機器調査・基準部長」に、

それぞれ読み替える。 

 

 

 

 



（別記） 

 一般社団法人日本医療機器産業連合会会長 

 米国医療機器・ＩＶＤ工業会会長 

 欧州ビジネス協会医療機器委員会委員長 

  



（参考）改訂後の通知別添全文 

 

別添 

 

医療機器の使用成績評価申請資料の適合性書面調査 

及びＧＰＳＰ実地調査の実施手続き 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という。）が、厚生労働大臣の委託を

受けて実施する調査のうち、医療機器の使用成績評価申請書に添付又は提出された資料（以

下「使用成績評価資料」という。）が、厚生労働省令で定める基準に従って収集され、作成さ

れたものであるかどうかに関する書面又は実地による調査（以下各々「適合性書面調査」及

び「ＧＰＳＰ実地調査」という。）については、「医療機器のＧＰＳＰ実地調査に係る実施要

領について」（平成２１年１２月２４日付け薬食機発１２２４第１号厚生労働省医薬食品局審

査管理課医療機器審査管理室長通知）においてその手続きが定められているが、機構におけ

るこれら調査の取扱いについては、次のとおりとする。 

 

Ⅰ 適合性書面調査の目的等 

適合性書面調査においては、機構は使用成績評価資料に対し、使用成績評価期間に収集さ

れた情報に基づき厚生労働省令で定める基準に従って収集され、作成されていることを確

認する。 

 

Ⅱ 適合性書面調査 

１．適合性書面調査の対象 

平成２６年１１月２５日以降に使用成績評価申請された医療機器を対象とする。 

 

２．資料の提出依頼及び調査日程の調整 

機構は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則

（昭和３６年厚生省令第１号）第１１４条の４４第１項の規定による調査申請書を受理

した際には、申請者に対して別紙様式１とともに使用成績評価資料作成の根拠となった

資料（以下「根拠資料」という。）の目録（以下「資料目録」という。）及び適合性書面調

査に係る事前提出資料（別紙１）の提出を依頼する。なお、使用成績評価における資料目

録の例示は別紙２のとおりである。 

申請者は、根拠資料に電子媒体が含まれる場合は、資料目録にその旨記載する。 

機構は、申請者からの資料目録を受理した後、速やかに適合性書面調査日程の調整を

行う。 

 



３．申請者への適合性書面調査日程等の通知 

機構は、別紙様式２により、申請者に対し、調査対象資料名、調査の実施場所及び調査

年月日を通知する。 

適合性書面調査は原則として機構で行う。なお、申請者は、調査期間中に機構内の資料

保管室の使用を希望する場合には「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う対面助

言、証明確認調査等の実施要綱等について」（平成２４年３月２日付け薬機発第０３０２

０７０号（一部改正平成２８年１月２２日）独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長

通知。）別添２２「適合性調査資料保管室使用要綱」に従い、資料保管室使用申込書を機

構審査業務部業務第一課に提出する。 

 

４．適合性書面調査の実施 

申請者は、適合性書面調査に際し、根拠資料等を調査実施場所に搬入し、実際に搬入し

た根拠資料の資料目録及び別紙様式３を提出する。実際に搬入する根拠資料の資料目録

の記載例は別紙２の通りである。なお、根拠資料等に電子媒体がある場合には、調査時に

内容が確認できる状況で準備する。また、搬入責任者は搬入した資料を管理する。 

申請者は、調査終了後、機構の指示により資料を搬出し、すべての搬出が終了したこと

を確認して別紙様式４を機構に提出する。 

資料保管室を利用する場合には、搬入・搬出責任者が調査期間中の施錠・開錠等の管理

を行う。 

 

５．立会者の同席 

申請者は、資料作成者等を立会者として適合性書面調査に同席させることができる。

立会者を同席させる場合には、調査実地当日に、別紙様式５を機構に提出する。 

なお、調査場所が狭い等の理由により、機構は立会者の人数を制限することがある。 

 

６．適合性書面調査後の申請者への照会 

機構は、適合性書面調査後に必要な場合には、照会事項を申請者に連絡する。 

申請者は、機構から指定された期間内（通常１０労働日以内）に照会事項に対して回答

する。 

 

７．申請者への適合性書面調査結果の通知 

機構は、調査結果を取りまとめた別紙様式６を作成し、申請者へ結果を通知する。 

その際、適合性書面調査において申請者等における自主的な改善が望ましい事項があ

る場合にはその旨連絡する。 

 

８．適合性書面調査の中断 



機構は、次の場合には適合性書面調査を中断する。なお、中断の理由が解除されると判

断した場合には、適合性書面調査を再開する。 

ア 申請時に提出された使用成績評価資料が、申請後にその内容、添付の要否等の変更

若しくは変更が予定される状況となり、調査における根拠資料が確定できない場合 

イ 資料目録が提出されず、調査する根拠資料が特定できないなどの理由により適合性

書面調査ができない場合 

ウ 安全確保措置等の理由により、調査の中断が適当と判断した場合 

エ その他アからウに準ずる場合 

 

Ⅲ ＧＰＳＰ実地調査 

１．ＧＰＳＰ実地調査を実施する場合 

使用成績評価申請に係る使用成績評価資料が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号。以下「法」という。）第２３

条の２の９第４項後段又は第２３条の２の９第６項に規定する基準に適合するかどうか

について機構が適合性書面調査を行った結果、当該品目について機構がＧＰＳＰ実地調

査の実施が必要であると認めた場合に、ＧＰＳＰ実地調査を実施する。 

なお、本通知におけるＧＰＳＰ実地調査の対象は、平成２６年１１月２５日以降に収

集、作成を開始した使用成績評価資料が添付されている医療機器の場合である。 

 

２．申請者等への通知 

機構は、使用成績評価申請に係るＧＰＳＰ実地調査については別紙様式７により申請

者に対し通知する。 

 

３．事前資料の提出及びＧＰＳＰ実地調査の日程調整 

機構は、申請者又は受託者（受託者については、該当する場合）へ、別紙様式１ととも

に別紙３に示すＧＰＳＰ実地調査に係る事前提出資料（以下｢ＧＰＳＰ実地調査事前提出

資料｣という。）の提出を依頼する。 

申請者からのＧＰＳＰ実地調査事前提出資料を受理した後、速やかにＧＰＳＰ実地調

査日程の調整を行う。受託者又は製造販売後臨床試験実施医療機関のＧＰＳＰ実地調査

が必要な場合も、調査日程の調整は申請者と機構との間で行う。 

 

４．申請者等へのＧＰＳＰ実地調査日程等の通知 

機構は、使用成績評価に係るＧＰＳＰ実地調査については別紙様式８の１から別紙様

式８の３により、申請者、受託者及び製造販売後臨床試験実施医療機関等（受託者及び製

造販売後臨床試験実施医療機関については、該当する場合）（以下「申請者等」という。） 

に対して、あらかじめその旨を通知する。 



ＧＰＳＰ実地調査時に準備する資料の例を別紙４に示す。 

 

５．ＧＰＳＰ実地調査の実施 

ＧＰＳＰ実地調査は原則として申請者又は受託者の事務所（製造販売後調査等業務を

管理する部門）、製造販売後臨床試験実施医療機関で行う。 

申請者又は受託者は、ＧＰＳＰ実地調査に際し、根拠資料を調査実施場所に搬入し、実

際に搬入した根拠資料の資料目録を機構に提出する。なお、根拠資料等に電子媒体がある

場合には、調査時に内容が確認できる状況で準備する。 

 

６．立会者の同席 

申請者又は受託者は、資料作成者等を立会者として調査に同席させることができる。

立会者を同席させる場合には、調査実施当日に、別紙様式５を機構に提出する。 

 

７．ＧＰＳＰ実地調査後の申請者への照会 

機構は、ＧＰＳＰ実地調査後に必要な場合には、照会事項を受託者又は製造販売後臨

床試験実施医療機関に対するものを含め、申請者に連絡する。 

申請者は、機構から指定された期間内（通常１０労働日以内）に照会事項に対して回答

する。なお、申請者は、必要に応じて受託者又は製造販売後臨床試験実施医療機関と協議

の上、回答する。 

 

８．申請者等への評価結果の通知 

機構は、評価結果をとりまとめ、別紙様式９の１及び別紙様式９の２により申請者等

に通知する。その際、医療機器ＧＰＳＰ不適合事項、改善を要する事項がある場合にはそ

の旨通知する。 

 

９．ＧＰＳＰ実地調査の中断 

機構は、次の場合にはＧＰＳＰ実地調査を中断する。なお、中断の理由が解除されると

判断した場合には、ＧＰＳＰ実地調査を再開する。 

ア 申請時に提出された使用成績評価資料が、申請後にその内容、添付の要否等の変

更若しくは変更が予定される状況となり、調査における根拠資料が確定できない場合 

イ 事前提出資料が提出されず、調査する根拠資料が特定できないなどの理由により

調査ができない場合 

ウ 安全確保措置等の理由により、調査の中断が適当と判断した場合 

エ その他アからウに準ずる場合 

 

 



別紙 １ 

 

適合性書面調査に係る事前提出資料 

 

１．製造販売後調査等に係る組織体制と業務分担に関する資料 

（１）製造販売後調査業務に関する組織図：承認から使用成績評価申請までの期間におけ 

る、会社組織全体の中における製造販売後調査業務を管理する部門、製造販売後調査等

を実施する部門及びその他の関連する部門（製造販売後安全管理に係る部門等）の位置

づけが確認できるもの 

（２）社内各部門の業務分掌 

（３）製造販売後調査等を管理する部門に属する者の製造販売後調査等業務及びその他の関連

する部門に属する者の人員及び業務分担一覧 

（４）製造販売後調査等を実施する部門ごとに、各部門に属する者の人数及び業務分担一覧 

（５）使用成績評価申請時の製造販売後調査等業務手順書 

（６）使用成績評価期間中の製造販売後調査等業務手順書の改訂履歴及び改訂理由等が確認で

きる資料 

（７）製造販売後調査等業務に係る権限移譲が確認できる資料 

   （権限移譲が行われた場合） 

（８）委託業務に関する手順（依頼者側、受託者の能力確認を含む）および改訂履歴 

（９）委託先の名称と委託した業務の内容 

（10）自己点検（対象、実施者、頻度等、臨時実施の場合も含む）に関する手順及び改訂履歴 

（11）自己点検の概要（実施時期と項目名） 

（12）教育訓練（計画策定、対象者など）に関する手順及び改訂履歴 

（13）記録の保存、管理、廃棄に関する手順及び改訂履歴 

 

２．製造販売後調査等の業務実施に関する資料 

（１）調査計画の策定～調査依頼～登録・調査票回収～データマネジメント・解析～使用成績

評価申請までの工程フロー図（製造販売後調査等業務受託者が関与する部分を含む） 

（２）製造販売後調査等基本計画書、実施計画書（実施要綱含む）および改訂履歴 

（３）患者登録票、調査票（様式） 

（４）次の業務を含めた製造販売後調査等の実施に関する手順とその改訂履歴 

（１.に記載した資料と重複する場合、重複提出は不要） 

 製造販売後使用成績調査実施計画書の作成と提出 

 Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｄａｔａ Ｃａｐｔｕｒｅ（以下「ＥＤＣ」という。）を用いた

場合は、ＥＤＣに関する手順（システム作成、パスワード管理手順、バリデーション

実施状況、システム使用者への教育訓練の実施状況等） 



 調査依頼、契約手続きに関する手順 

 調査票の回収、確認、再調査依頼に関する手順 

 症例情報に関する安全部門との連携 

 申請書および申請添付資料の作成 

（５）製造販売後調査との症例一覧表、完全除外症例、安全性除外症例、有効性除外症例一

覧表（除外理由を含む） 

（６）不具合・感染症報告に係る一覧表の写し（製造販売後調査等対象症例は機構への報告 

対象以外のものを含む。製造販売後調査等対象以外の症例については不具合報告を行 

ったもの） 

（７）文献・学会報告一覧表の写し（機構への報告を行ったもの） 

 

３．製造販売後臨床試験が実施された場合の資料 

（１）製造販売後臨床試験担当部門の組織、体制 

（２）製造販売後臨床試験に係る業務に関する手順書（製造販売後調査業務手順書に含まれ

る場合は不要） 

（３）効果安全性評価委員会を設置した場合は、その名称及び委員の氏名、職名 

（４）監査部門の組織及び監査担当者の氏名 

（５）製造販売後臨床試験実施計画書の写し 

（６）総括報告書（付録資料を含む。）の写し（製造販売後臨床試験実施計画書からの逸脱例

及び有効性の解析から除外された症例の一覧を含む。） 

（７）症例検討会等の記録の写し（該当する場合） 

（８） 開発業務受諾機関に業務を委託している場合は、その業務内容及び契約書の写し 

 

注１） 上記の他、使用成績評価申請書と添付資料の一式を提出する。添付資料のうち、 

「製造販売後調査等対象症例概要一覧表」及び「不具合・感染症症例発現状況一覧 

表」、ならびに２．（６）と（７）の一覧表については、加工可能なファイル形式（ 

エクセル等にて提出すること。 

注２） １～３は原則として電子媒体で提出するものとする。また、1～３の正本は、適合 

性書面調査時に搬入すること。 

注３）２．（２）製造販売後調査等基本計画書は、平成２２年１２月２４日付け薬食機発 

１２２４第１号「新医療機器の再審査に係る製造販売後調査等基本計画書等について」

に基づき作成したものを提出すること。 

注４）３．（１）～（４）については、当該製造販売後臨床試験実施期間中の資料を提出す

ること。 

  



別紙２（使用成績評価資料における記載例） 

 

資料目録（根拠資料） 

 

１． 製造販売後調査等に係る組織体制と業務分担に関する資料 

（１） 製造販売後調査等に関する組織全体を示す資料 

（２） 製造販売後調査等管理責任者の設置に関する記録 

（３） 製造販売後調査等業務手順書 

（４） 使用成績評価期間中の製造販売後調査等業務手順書の作成手続きに関する資料 

（５） 製造販売後調査等業務に係る権限移譲が確認できる資料 

（権限移譲が行われた場合） 

（６） 製造販売後調査等管理責任者の業務実施に関する資料 

（７） 製造販売後調査等実施に係る製造販売後調査等管理責任者からの依頼文書及び製 

造販売後調査等管理責任者への報告資料 

 

２． 自己点検に係る資料 

（１） 自己点検に関する記録 

 

３． 教育訓練に係る資料 

（１） 教育訓練に関する記録 

 

４． 業務委託に係る資料 

（１） 委受託契約書 

（２） 委託先で用いた手順書 

（３） 委託先に対する指示と指示の履行状況の確認の記録 

（４） 受託者が製造販売業者又は製造販売後調査等管理責任者に対して行った報告書 

（５） 委受託契約に基づく相互の製造販売後調査等に関する情報提供に関する資料 

 

５． 保存に関する資料 

（１） 資料の保存に関する資料 

  

６． 製造販売後調査等の業務実施に関する資料 

（１） EDCを用いた場合は EDCの管理、システムへの入力手順に関する記録 

（２） 医療機関の選定基準の設定に関する文書（医療機関の要件が設定されている場合な

ど）、契約進捗状況の管理に関する記録、医療機関の選定に係る記録等 

 



（３） 安全性に関し、評価委員会（社外に設定されたものも含む）を設定している場合はそ

の手順と開催記録 

（４） 安全管理部門への情報提供に関する記録 

（５） 申請書及び申請添付資料の作成に関する手順に基づく記録 

 

７．使用成績調査等の個別調査に関する資料 

（１） 契約書 

（２） 患者（症例）登録票 

（３） 調査票（ケースカード）、再調査票、質問票 

（４） 調査の進捗管理の記録（製造販売後調査等の管理表等） 

（５） データ入力・解析資料（その他委託した業務については、その報告書等） 

※その他、個別症例に対する検討、評価、対応に関する記録（症例検討会等の記録を含む）

など、該当する資料を記載する。 

 

８．不具合報告 

（１）使用成績評価期間中の不具合・感染症報告に関する根拠資料（検討、評価、対応等が

確認できる資料） 

   （製造販売後調査等対象症例は機構への報告対象以外のものを含む。製造販売後調査等

対象以外の症例については不具合報告を行ったもの） 

 

９．文献・学会報告 

（１）使用成績評価期間中に機構への報告を行った文献・学会報告が確認できる根拠資料 

（２）使用成績評価期間中に文献検索等を実施したことが確認できる記録 

 

１０．措置に関する資料 

（１）使用成績評価期間中の回収、販売中止等の措置状況について、機構に提出した措置報

告、都道府県に提出した回収報告書等が確認できる資料 

（２）措置報告について情報収集等を実施したことが確認できる記録 

 

１１．製造販売後臨床試験の調査に係る資料（製造販売後臨床試験実施の場合のみ） 

（１）標準業務手順書、製造販売後臨床試験実施計画書等、試験下適正に準備されたことを

示す資料  

（２）症例報告書、モニタリング・監査の記録等、試験が適正に管理されたことを示す資料 

（３）データマネジメント、解析、報告書作成に係る記録等、報告書が適正に作成されたこ

とを示す資料 

（４）（１）～（３）のほか、医療機器 GCPに従って作成されたことを示す資料 



 

１２．その他の使用成績評価申請書の添付資料に関する資料 

（１）使用成績評価に関連する承認条件が付された場合及び承認審査において指示された事

項がある場合は、その対応状況に関する内容が確認できる資料 

（２）使用成績評価対象の医療機器を使用する症例全例を対象として使用成績調査が計画さ 

れた場合は、使用された症例全例の登録を担保する資料 

 

１３．１～１２の他、厚生労働省令に定める基準に従って使用成績評価資料が作成されたこ

とを示す資料 

 

注）資料の分量（ファイルの冊数等）を記載すること。また、資料に電子媒体が含まれる場

合には、その旨記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 

 

ＧＰＳＰ実地調査に係る事前提出資料 

 

１． 製造販売後臨床試験の調査に係る資料（製造販売後臨床試験が実施された場合） 

 

（１） 製造販売後臨床試験責任医師及び調査対象医療機関の選定に関する記録 

（２） 調査対象医療機関の概要（当該製造販売後臨床試験実施当時の医療機関の状況） 

〔標榜診療科数、病床数、入院患者数、外来患者数、医師数、歯科医師数、薬剤師

数、看護師数、臨床検査技師数、放射線技師数、臨床工学技士、当該製造販売後臨

床試験担当診療科における入院患者数、外来患者数、医師数、治験及び製造販売後

臨床試験の受託数、ＣＲＣ（所属、人数の変遷、職種、当該製造販売後臨床試験で

のＣＲＣ関与の有無）等〕 

（３） 調査対象医療機関における製造販売後臨床試験実施体制（当該製造販売後臨床

試験実施当時に係るもの） 

① 製造販売後臨床試験に係る業務の手順書 

② 製造販売後臨床試験審査委員会の運営に関する手順書及び委員名簿 

③ 製造販売後臨床試験審査委員会の名称と所在地が記載された文書 

④ 製造販売後臨床試験事務局の設置日（当該手順書の作成・改訂日）並びに    

担当者の氏名及び職名 

⑤ 記録保存責任者、製造販売後臨床試験機器管理者の氏名及び職名 

（４） 調査対象医療機関における製造販売後臨床試験の依頼から終了報告までの製

造販売後臨床試験手続き関係資料の写し 

〔製造販売後臨床試験責任医師及び製造販売後臨床試験分担医師の履歴書等、

製造販売後臨床試験分担医師及び製造販売後臨床試験協力者のリスト及び業

務分担表、調査対象医療機関の長の指示・決定（試験の継続を含む。）に関す

る文書（製造販売後臨床試験審査委員会の通知文書の写しを含む。）、製造販売

後臨床試験実施計画書からの逸脱記録、製造販売後臨床試験責任医師からの有

害事象報告、製造販売後臨床試験機器の交付・受領等の資料等〕 

（５） 調査対象医療機関で実施された臨床検査等の基準値（改訂版を含む。） 

（６） 調査対象医療機関で被験者に交付された当該製造販売後臨床試験の説明文書

（改訂版を含む。） 

（７） 症例報告書の写し（調査対象医療機関のみ） 

（８） 医療機器ＧＣＰ第２８条第２項に規定する不具合等に関する情報の入手から

調査対象医療機関への情報提供までの経過一覧〔不具合名、情報入手日、規制

当局への報告日、医療機関の長及び製造販売後臨床試験責任医師への通知日、



製造販売後臨床試験審査委員会開催日、調査対象医療機関の長から製造販売後

臨床試験依頼者への文書通知日〕 

 

２． ＧＰＳＰ実地調査場所に係る資料 

 

（１） ＧＰＳＰ実地調査場所の最寄りの交通機関からの地図 

 

注）１．及び２．の資料は原則電子媒体で提出するものとする。 

（９） 製造販売後臨床試験審査委員会開催日、調査対象医療機関の長から製造販売後

臨床試験依頼者への文書通知日〕 

 

３． ＧＰＳＰ実地調査場所に係る資料 

 

（２） ＧＰＳＰ実地調査場所の最寄りの交通機関からの地図 

 

注）１．及び２．の資料は原則電子媒体で提出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 ４ 

 

ＧＰＳＰ実地調査時準備資料（例示） 

 

１． 申請者又は受託者におけるＧＰＳＰ実地調査に係る準備資料 

別紙２の書面調査時の資料目録を参考に準備すること。 

 

２． 製造販売後臨床試験実施医療機関におけるＧＰＳＰ実地調査に係る準備書類 

別紙３の１．に記載した事前提出資料を参考とする他、以下の資料を準備すること。 

（１）製造販売後臨床試験に係る手順書（当該製造販売後臨床試験実施当時のもの） 

（２）製造販売後臨床試験審査委員会の議事録等の記録（当該製造販売後臨床試験に係るも 

の） 

（３）契約書等の記録（当該製造販売後臨床試験に係るもの） 

（４）製造販売後臨床試験医療機器の管理の記録（当該製造販売後臨床試験に係るもの） 

（５）症例報告書の作成の基となった原資料（診療録、検査伝票、画像データ等）及び同意 

の記録 

 

注）２に示す資料については製造販売後臨床試験実施医療機関において準備すること。 

 

  



別紙様式１ 

平成   年   月   日 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

医療機器調査・基準部長 殿 

 

申請者名又は受託者名 

 

 

下記のとおり、[調査対象品目名]の使用成績評価申請に係る資料を提出します。 

 

１．適合性書面調査又はＧＰＳＰ実地調査に係る事前提出資料 

２．資料目録（根拠資料） 

 

 

 

注） 

・１．については、適合性調査資料又はＧＰＳＰ実地調査のどちらかを選択の上、記載 

すること。 

 

・申請者又は受託者における担当者の氏名、部署、連絡先、電話番号、ＦＡＸ番号を記 

 載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙様式２ 

 

薬機発第  号 

平成 年 月 日 

 

（申請者名）殿 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 

 

 

 

医療機器使用成績評価適合性書面調査実施通知書 

 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第

１４５号）第２３条の２の９第５項後段及び第２３条の２の１０（これらの規定を法第２３

条の２の１９において準用する場合を含む。）並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施行令（昭和３６年政令第１１号）第３７条の３１の規定によ

り、医療機器使用成績評価申請書に添付された資料が厚生労働省令で定める基準に従って収

集、作成されたものであるかどうかに関する書面による調査を下記により実施します。なお、

予定する調査日に調査が完了しなかった場合には、双方の協議により調査日を追加し、調査

を実施します。 

 

 

記 

 

 

１. 調査対象品目名 

２. 調査対象使用成績評価資料名 

３. 調査の実施場所の名称及び所在地 

４．調査年月日 平成 年 月 日から 平成 年 月 日 

 

 

 



 

別紙様式３ 

 

 

搬入・搬出責任者連絡票 

 

 

１．調査対象品目名 

 

 

２．調査年月日 平成 年 月 日から平成 年 月 日 

 

 

３．搬入・搬出責任者 

[所属] [氏名] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙様式４ 

 

平成 年 月 日 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

医療機器調査・基準部長 殿 

 

（搬入・搬出責任者の所属及び氏名） 

 

 

 

搬出確認書 

 

 

平成  年  月  日に実施された[調査対象品目名] の使用成績評価資料に係る適合性

書面調査に際して搬入した資料のすべてを搬出したことを確認しました。 

 



別紙様式５ 

 

 

 

立会者一覧 

 

 

１．調査対象品目名 

 

 

２．調査年 月 日 平成  年  月  日から平成  年  月  日 

 

 

３．立会者 

所属 

 

氏名 

〇〇部 

 

 

 

〇〇△△ 

 



別紙様式６ 

 

薬機発第  号 

平成 年 月 日 

 

（申請者名）殿 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 

 

 

 

医療機器使用成績評価適合性書面調査結果通知書 

 

 

平成  年  月  日から平成  年  月  日まで実施した医療機器使用成績評価適合性

書面調査の結果を下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

１. 調査対象品目名 

２. 調査対象使用成績評価申請資料名 

３. 調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式７ 

 

薬機発第  号 

平成 年 月 日 

 

（申請者名） 殿 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 

 

 

 

医療機器 ＧＰＳＰ実地調査実施申請書の提出について 

 

 

下記品目の使用成績評価申請に際し添付された資料が「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）に示された基準に従っ

て収集、作成されたものであるかどうかに関する実地の調査を行うので、ＧＰＳＰ実地調査

に際し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭

和３６年厚生省令第１号）第１１４条の４４第２項に基づき、様式第６３の１８による使用

成績評価調査申請書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出し、医療機器ＧＰＳＰ実

地調査の申請を行って下さい。 

なお、医療機器ＧＰＳＰ実地調査の申請がされず当該ＧＰＳＰへの適合性が確認されない

場合については、当該資料は使用成績評価の対象から除外するものであることを念のため申

し添えます。 

 

記 

 

 

１． （調査対象品目名） 

 

２． （使用成績評価申請日） 

 

 

 

 



別紙様式８の１ 

 

薬機発第  号 

平成 年 月 日 

 

（申請者名） 殿 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 

 

 

 

医療機器ＧＰＳＰ実地調査実施通知書 

 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第

１４５号）第２３条の２の９第５項後段及び第２３条の２の１０（これらの規定を法第２３

条の２の１９において準用する場合を含む。）並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施行令（昭和３６年政令第１１号）第３７条の３１の規定によ

り、医療機器使用成績評価申請書に添付された資料が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）に示される基準に適合する

かどうかについて（製造販売後臨床試験の試験成績に関する資料については、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及び医療機器の臨床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３６号）に示される基準に適合するかどうかについ

て）の実地の調査を下記のとおり実施します。 

 

 

記 

 

 

１. 調査対象品目名 

２. 調査対象使用成績評価資料名 

３. 使用成績評価申請者の名称及び所在地 

４. 調査対象となる実施医療機関等の名称及び所在地 

５. 調査年月日 平成 年 月 日から平成 年 月 日 

 



別紙様式８の２ 

 

薬機発第  号 

平成 年 月 日 

 

（受託者名） 殿 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 

 

 

 

医療機器ＧＰＳＰ実地調査実施通知書 

 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第

１４５号）第２３条の２の９第５項後段及び第２３条の２の１０（これらの規定を法第２３

条の２の１９において準用する場合を含む。）並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施行令（昭和３６年政令第１１号）第３７条の３１の規定によ

り、医療機器使用成績評価申請書に添付された資料が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）に示される基準に適合する

かどうかについて（製造販売後臨床試験の試験成績に関する資料については、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及び医療機器の臨床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３６号）に示される基準に適合するかどうかについ

て）の実地の調査を下記のとおり実施します。 

 

 

記 

 

 

１. 調査対象品目名 

２. 調査対象使用成績評価資料名 

３. 使用成績評価申請者の名称及び所在地 

４. 調査年 月 日  平成  年  月  日から平成  年  月  日 

 

 



別紙様式８の３ 

薬機発第    号 

平成  年  月  日 

（製造販売後臨床試験実施医療機関の長名） 殿 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 

 

 

医療機器ＧＰＳＰ実地調査実施通知書 

 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第 

１４５号）第２３条の２の９第５項後段及び第２３条の２の１０（これらの規定を法第２３ 

条の２の１９において準用する場合を含む。）並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及 

び安全性の確保等に関する法律施行令（昭和３６年政令第１１号）第３７条の３１の規定に 

より、医療機器使用成績評価申請書に添付された資料が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）に示される基準に適合す 

るかどうかについて（製造販売後臨床試験の試験成績に関する資料については、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及び医療機器の臨床試験の実施の基準 

に関する省令（平成１７年厚生労働省令第３６号）に示される基準に適合するかどうかにつ 

いて）の実地の調査を下記のとおり実施します。 

 

 

記 

 

１．調査対象品目名 

２．調査対象使用成績評価資料名 

３．使用成績評価申請者の名称及び所在地 

４．調査年月日 平成  年  月  日から平成  年  月  日 

 

  



別紙様式９の１ 

薬機発第    号 

平成  年  月  日 

（申請者名） 殿 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 

 

 

医療機器ＧＰＳＰ実地調査結果通知書 

 

 

平成   年   月   日から平成   年   月   日まで実施した医療機器ＧＰＳＰ実地 

調査の結果について評価を行った結果、下記のとおりと評価されましたので通知いたします。 

 

 

記 

 

１． 調査対象品目名 

 

２． 調査対象使用成績評価資料名 

 

３． 評価結果及び医療機器ＧＰＳＰ不適合事項等 

 

４． 改善を要する事項 

 

  



別紙様式９の２ 

薬機発第    号 

平成  年  月  日 

（受託者名又は製造販売後調査実施医療機関の長名） 殿 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 

 

 

医療機器ＧＰＳＰ実地調査結果通知書 

 

 

平成   年   月   日から平成   年   月   日まで実施した医療機器ＧＰＳＰ実地 

調査の結果について評価を行った結果、下記のとおりと評価されましたので通知いたしま

す。 

 

 

記 

 

１． 調査対象品目名 

 

２． 調査対象使用成績評価資料名 

 

３． 評価結果及び医療機器ＧＰＳＰ不適合事項等 

 

４． 改善を要する事項 

 

 

 

 


