
医療機器の非臨床試験

適合性書面調査の手順について

0

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
信頼性保証部



本日の内容

１．非臨床試験の適合性書面調査とは

２．関連法令について

３．調査の流れと留意点
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適合性書面調査（非臨床試験）とは①

承認申請資料

試験実施時の記録
・試験計画書
・試験の記録
・試験に用いた機器の
管理・点検の記録

等

根拠資料

適合性書面調査

承認申請資料が
・正確に、
・安全性・有効性を疑
わせる成績も検討し
た上で作成され、

・根拠となる資料が
保存されている

ことを確認

試験実施時の
根拠資料を
一覧表にした
もの

資料詳細目録
(根拠資料の一覧）

信頼性保証部

申請者

適合性書面調査
にあたり、根拠
資料を元に作成

信頼性の基準
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• 申請資料が、実際に行われた試験成績を正確に、漏れ

なく反映していることを、試験成績の記録（生データ）を

もとに確認するもの

• 申請資料の全部ではなく、一部を抽出して行う

• 機器審査部の審査とは別に、信頼性保証部が行う

• 審査の一部であり、信頼性調査が終了しないと審査も

終了しない（承認できない）

適合性書面調査（非臨床試験）とは②



一般的な試験の流れと根拠資料

試験計画書
試験報告書

試験操作手順書

測定に使用した機器の
校正・点検記録

試験の記録に記載された機器
の情報（特有のシリアル番号
等）と紐付けができること

①試験の計画

②試験の実施

③試験の報告

QC/QA

試験の記録
試験実施者名、実施日、

測定に使用した機器

（型式及びシリアル番号等）、

被験機器のロット番号等が

含まれていること
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なぜ信頼性調査が必要か？

• 薬事法では、申請者が提出した申請資料（試験成

績等）に基づき、医療機器の性能等を評価

• 審査を行う際の大前提として、提出された申請資料

が信頼できることが必要

• 過去には、申請資料のデータ改ざんにより、薬事法

に基づく行政処分が行われた例もある

• 故意のデータ改ざん以外にも、重大なデータエラー

があれば、審査を行う意味は失われてしまう
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調査では・・・

記録から試験を再構築することができるか？

試験報告書は得られた試験結果を正確に
反映しているか？

 試験計画に従って試験が実施されているか？

 実施された手順・試験結果が確認できるか？

 試験に用いられた試験系・測定機器等は適切に管理されていたか？

記録から確認



本日の内容
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１．非臨床試験の適合性書面調査とは

２．関連法令について

３．調査の流れと留意点



薬事法第14条第3項

3. 第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で

定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に

関する資料その他の資料を添付して申請しなければ

ならない

この場合において、当該申請に係る医薬品又は

医療機器が厚生労働省令で定める医薬品又は

医療機器であるときは、当該資料は、厚生労働大臣の

定める基準に従って収集され、かつ、作成されたもの

でなければならない
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厚生労働大臣が定める基準

1. 医療機器GLP
「医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」

（平成17年3月23日 厚生労働省令第37号、改正平成20年厚生労働省令第115号）

2. 医療機器GCP
「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3月23日 厚生労働省令第36号、改正平成21年厚生労働省令第68号）

3. 申請資料の信頼性の基準（薬事法施行規則第43条）

・正確性：試験結果に基づき正確に作成されていること

・完全性、網羅性：有効性・安全性等を疑わせる調査結果が得られた場合、

当該結果について検討され、記載されていること

・保存性：根拠となった資料が保存されていること
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PMDAによる適合性調査①

薬事法 第十四条 第5項

5. 第二項第三号の規定による審査においては、

当該品目に係る申請内容及び第三項前段に規定する

資料に基づき、当該品目の品質、有効性及び安全性

に関する調査を行うものとする

この場合において、当該品目が同項後段に規定する

厚生労働省令で定める医薬品又は医療機器である

ときは、あらかじめ、当該品目に係る資料が同項後段

の規定に適合するかどうかについての書面による

調査又は実地の調査を行うものとする
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PMDAによる適合性調査②

薬事法 第十四条の二 第1項 （抜粋）
1. 厚生労働大臣は、機構に、・・・審査及び・・・調査を行

わせることが出来る

同法 第十四条の二 第2項 （抜粋）
2. 厚生労働大臣は、前項の規定により機構に審査及び

調査（以下「審査等」という）を行わせるときは、・・・

この場合において、厚生労働大臣は、前条第一項

又は第九項の規定による承認をするときは、機構が

第五項の規定により通知する審査等の結果を考慮

しなければならない
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調査対象資料と厚生労働大臣の定める基準

承認申請書に添付すべき資料

イ 起原又は発見の経緯及び外国における

使用状況等に関する資料 ※調査対象外

ロ 仕様の設定に関する資料

ハ 安定性及び耐久性に関する資料

ニ 法第四十一条第三項に規定する基準

への適合性に関する資料

ホ 性能に関する資料

ヘ リスク分析に関する資料

ト 製造方法に関する資料

チ 臨床試験の試験成績に関する資料

申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準

（
施
行
規
則
第
43
条
）

GLP
安全性に関する
非臨床試験

GCP
臨床試験

申
請
資
料
の
信
頼
性
確
保

12

○薬事法施行規則第四十条第一項第五号
（医療機器）
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2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

医療機器
申請区分

新・改良 改良・後発 新・改良 改良・後発 新・改良 改良・後発 新・改良 改良・後発

（臨床あり） （臨床なし） （臨床あり） （臨床なし） （臨床あり） （臨床なし） （臨床あり） （臨床なし）

適合性書面調査
終了件数（品目）

51 771 50 807 64 1027 63 951

＊ 調査が終了し、終了の連絡が行われた品目（平成24年4月現在）

適合性書面調査実績*



本日の内容
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１．非臨床試験の適合性書面調査とは

２．関連法令について

３．調査の流れと留意点
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FAXにて調査対象資料を連絡、副本等の提出依頼

適合性書面調査（非臨床試験）の流れ

申請者

医療機器審査部

信頼性保証部
＜資料詳細目録

（案）の確認＞

審査業務部郵送にて副本等を提出

FAXにて資料詳細目録（案）の作成依頼

FAXにて資料詳細目録（案）を提出

FAXにて資料詳細目録及び根拠資料の提出を依頼

審査業務部郵送にて資料詳細目録及び根拠資料を提出

信頼性保証部
＜根拠資料に基づ
き申請資料の信頼

性を調査＞

回答

必要に応じてFAX等にて照会

調査終了の連絡、根拠資料の返却

受領印を押した資料詳細目録を提出

PMDA

必要に応じて修正を依頼

必要に応じて修正



適合性書面調査（非臨床）の実施手続きに関連する通知

• 平成18年3月8日付薬食機発第0308002号「医療機器の非臨床試験に係る承

認申請資料の適合性書面調査の実施手続き等について」

• 平成24年11月12日付薬食機発1112第1号「「医療機器基準適合性書面調査

及び医療機器GCP実地調査に係る実施要領について」及び「医療機器の非

臨床試験に係る承認申請資料の適合性書面調査の実施手続き等について」

の一部改正について」

• 平成22年7月30日付薬機発第0730027号「医療機器の非臨床試験に係る承

認申請資料の適合性書面調査の実施手続きについて」（理事長通知）

• 平成23年8月30日付薬機審長発第0830004号「医療機器の非臨床試験に係

る承認申請資料の適合性書面調査の実施手続きに関するQ&Aについて」（以

下、Q&A通知）

• 平成23年11月1日付薬機審長発第1101002号「医療機器審査等業務に係る

照会事項の内容確認の手順の改訂について」

16
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FAXにて調査対象資料を連絡、副本等の提出依頼

調査の流れ ー調査対象資料の副本等の提出ー

申請者

医療機器審査部

信頼性保証部
＜資料詳細目録

（案）の確認＞

審査業務部郵送にて副本等を提出

FAXにて資料詳細目録（案）の作成依頼

FAXにて資料詳細目録（案）を提出

FAXにて資料詳細目録及び根拠資料の提出を依頼

審査業務部郵送にて資料詳細目録及び根拠資料を提出

信頼性保証部
＜根拠資料に基づ
き申請資料の信頼

性を調査＞

回答

必要に応じてFAX等にて照会

調査終了の連絡、根拠資料の返却

受領印を押した資料詳細目録を提出

PMDA

必要に応じて修正を依頼

必要に応じて修正
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副本等の提出

申請者 医療機器審査部 信頼性保証部

調査対象を
申請者へ連絡

申請者から資料
提出の時期を確認

根拠資料の充足性

副本等を送付
審査
業務部

（郵送）

副本等受理
医療機器
審査部



副本提出時の留意点①

• 「ア.調査対象に対応する部分の副

本」は、該当する部分を正確に提出

してください

– ｢調査対象に対応する部分｣とは、PMDA
医療機器審査部から送付されるFAX （

Q&A通知様式1）に記載された、調査対

象の承認申請資料：「○○○」です

– 誤った例として、調査対象が添付資料ホ-
1と記載されているにもかかわらず、その

概要部分（STED）の副本が提出されるケ

ース等があります

19
＊Q&A通知：平成23年8月30日付薬機審長発第0830004号

調査対象の承認申請資料：「○○○」

ア 調査対象に対応する部分の副本 1部



副本提出時の留意点②

• 副本は、承認申請資料の正確な写しを提出してください

–新たに資料をPC等から出力後、捺印して提出される例がありま

すが、副本であることが確認できません

正本をコピーして提出してください

–審査の過程で修正等の指示がなされた場合には、申請時に添付

した資料ではなく、指示に従い修正したものを提出してください

• 資料が外国語で、邦訳資料が添付されている場合は邦

訳資料についても提出してください

–ただし、新たに作成する必要はありません

–既に作成しているものについてのみ、提出をお願いします

20
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FAXにて調査対象資料を連絡、副本等の提出依頼

申請者

医療機器審査部

信頼性保証部
＜資料詳細目録

（案）の確認＞

審査業務部郵送にて副本等を提出

FAXにて資料詳細目録（案）の作成依頼

FAXにて資料詳細目録（案）を提出

FAXにて資料詳細目録及び根拠資料の提出を依頼

審査業務部郵送にて資料詳細目録及び根拠資料を提出

信頼性保証部
＜根拠資料に基づ
き申請資料の信頼

性を調査＞

回答

必要に応じてFAX等にて照会

調査終了の連絡、根拠資料の返却

受領印を押した資料詳細目録を提出

PMDA

必要に応じて修正を依頼

必要に応じて修正

調査の流れ ー資料詳細目録（案）の提出ー
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資料詳細目録（案）の作成

副本等受理

申請者 医療機器審査部 信頼性保証部

資料詳細目録（案）
作成依頼を送付

資料詳細目録（案）
作成依頼を受理

（FAX）

資料詳細目録（案）
を送付

資料詳細目録（案）
を受理

（FAX）



資料詳細目録案作成時の留意点

• Q&A通知の様式3に従って作成してください

（HPからダウンロードできます）

• 該当しない資料がある場合には、斜線等で「該当無し」の旨を明

示してください

23＊Q&A通知：平成23年8月30日付薬機審長発第0830004号
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FAXにて調査対象資料を連絡、副本等の提出依頼

申請者

医療機器審査部

信頼性保証部
＜資料詳細目録

（案）の確認＞

審査業務部郵送にて副本等を提出

FAXにて資料詳細目録（案）の作成依頼

FAXにて資料詳細目録（案）を提出

FAXにて資料詳細目録及び根拠資料の提出を依頼

審査業務部郵送にて資料詳細目録及び根拠資料を提出

信頼性保証部
＜根拠資料に基づ
き申請資料の信頼

性を調査＞

回答

必要に応じてFAX等にて照会

調査終了の連絡、根拠資料の返却

受領印を押した資料詳細目録を提出

PMDA

必要に応じて修正を依頼

必要に応じて修正

調査の流れ ー資料詳細目録及び根拠資料の提出ー
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資料詳細目録及び根拠資料の提出

申請者 信頼性保証部

根拠資料等送付 根拠資料等受理

根拠資料を審査業務部ではなく

信頼性保証部に直接送付する例が非常に多い

注意！

（郵送）

審査業務部

受付

 資料の正式な受付になりません

 資料受付のために提出された資料を信頼性保証部から審査業務部
に一旦差し戻すので、信頼性保証部で資料が受理されるまでに
余分な日数を要します
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FAXにて調査対象資料を連絡、副本等の提出依頼

申請者

医療機器審査部

信頼性保証部
＜資料詳細目録

（案）の確認＞

審査業務部郵送にて副本等を提出

FAXにて資料詳細目録（案）の作成依頼

FAXにて資料詳細目録（案）を提出

FAXにて資料詳細目録及び根拠資料の提出を依頼

審査業務部郵送にて資料詳細目録及び根拠資料を提出

信頼性保証部
＜根拠資料に基づ
き申請資料の信頼

性を調査＞

回答

必要に応じてFAX等にて照会

調査終了の連絡、根拠資料の返却

受領印を押した資料詳細目録を提出

PMDA

必要に応じて修正を依頼

必要に応じて修正

調査の流れ ー根拠資料等送付～調査終了ー
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根拠資料等送付～調査終了

申請者 医療機器審査部 信頼性保証部

根拠資料等受理

調査開始
承認申請資料が

根拠資料に基づき作成
されていることを確認

（必要に応じて
照会事項等）（照会事項等対応）

（FAX／郵送）

調査終了

終了連絡書の作成・回
付および終了の連絡

根拠資料返却

受理
根拠資料受理

（郵送）



• 試験時に発生する記録はすべて適切に保管し、調査時

に提出できるようにしてください

• 電磁的媒体など、試験後にデータの変更が可能な媒体

の場合は試験データが適切に品質管理されていること

を確認します

–Q&A通知の記載例に従って試験実施から試験報告

書作成までのフローを作成する場合は、試験データの

保管体制についても記載してください

28

根拠資料等送付～調査終了までの留意点



記載例 試験実施から試験報告書作成までのフロー

29

＊Q&A通知：平成23年8月30日付薬機審長発第0830004号

あくまでも「例示」です。実際の流れを忠実に示したフロー図を作成してください。



記載例 試験実施から試験報告書作成までのフロー

30

＊Q&A通知：平成23年8月30日付薬機審長発第0830004号

試験の記録を紙に出力せず、電磁的記録として保存さ

れている場合は記録の保管体制（閲覧制限、修正履

歴の記録、バックアップ体制等）についての説明を加え

てください
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ER/ES指針

平成17年4月1日付 薬食発第0401022号
「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び
電子署名の利用について」

医薬品等の申請等に関する資料・当該資料の根拠となる資料を
電磁的記録により提出又は保存する場合の留意事項

電磁的記録の

 真正性

 見読性

 保存性

電磁的記録が完全、正確であり、かつ信頼できるとともに、
作成、変更、削除の責任の所在が明確であること

電磁的記録の内容を人が読める形式で出力できること

保存期間内において、真正性、見読性が確保された状態で
電磁的記録が保存できること



PMDA信頼性保証部のホームページ①
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ここをクリック



3333

医療機器に係る調査業務

関連通知

PMDA信頼性保証部のホームページ②



3434

PMDA信頼性保証部のホームページ③



最後に・・・
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• 適合性書面調査の実施時期が、以前より早い時期にシフトして

います

承認申請時には、適合性書面調査に対応できるよう根拠資料等

の準備をお願いします

• 適合性書面調査は、過去の調査結果等も踏まえて調査を実施

しているため、いつも同じ対応になるわけではありません

問題点等が発見されれば、過去の調査と対応が異なる（例えば、

過去の調査で照会しなかった内容を照会する等）場合があります

• 適切な調査を実施するため、ご協力をお願いします
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