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医療機器審査第一部
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■おことわり■おことわり■おことわり■おことわり

• 本発表には、私見に基づく、総合機構の統
した見解ではない内容が含まれます一した見解ではない内容が含まれます。



■本日の話題■本日の話題■本日の話題■本日の話題

考え方• ＲＳの考え方

• 過去の事例過去の事例

• 医療用ソフトウエア

• ＣＡＤを例にとって

• 審査の概要審査の概要

• ＲＳの観点から見た審査



■ＲＳの使用例■ＲＳの使用例■ＲＳの使用例■ＲＳの使用例

ライフイノベ シ ンの推進方策としてライフイノベーションの推進方策として、

• 国は、レギュラトリーサイエンスを充実、強化し、医薬品、医
的療機器の安全性、有効性、品質評価をはじめ、科学的合理性

と社会的正当性に関する根拠に基づいた審査指針や基準の策定
等につなげる。

• 国は、医薬品及び医療機器の承認審査を迅速かつ効率的に行
うため、審査機関の体制を大幅に整備、強化するとともに、当うため、審査機関 体制を大幅に整備、強化するとともに、当
該審査機関におけるレギュラトリーサイエンスの研究機能の充
実、これらに精通した人材の養成及び確保を推進する。

科学技術基本計画（平成23年8月19日閣議決定）《抜粋》

ところで、“レギュラトリーサイエンス”とは？



■ＲＳの定義（■ＲＳの定義（FDAFDA））■ＲＳの定義（■ＲＳの定義（FDAFDA））

• Regulatory Science is the science of 
developing new tools,standards, and p g
approaches to assess the safety, efficacy, 
quality and performance of all FDA‐regulatedquality, and performance of all FDA regulated 
products.

“Advancing Regulatory Science for Public Health ‐A Framework for FDA‘s Regulatory Science
Initiative” (2010 Octより引用)Initiative  (2010  Octより引用)

http://www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTopics/RegulatoryScience/default.htm



■ＲＳの定義（日本）■ＲＳの定義（日本）■ＲＳの定義（日本）■ＲＳの定義（日本）

医薬品や食品 規制や許認可 根拠 明• 医薬品や食品の規制や許認可の根拠を明
らかにする行政に資する科学

• 有効性、安全性、品質に関するグレイゾー
ンのどこに線を引くか その科学的根拠をンのどこに線を引くか、その科学的根拠を
研究すること

内山充監修 津谷喜 郎編集 『レギ ラトリ サイ ンスの発展 官 学 産のフ内山充監修、津谷喜一郎編集、『レギュラトリーサイエンスの発展－官・学・産のフォー
ラムを目指して－』（エルゼビア・ジャパン、2004）

• 「科学技術の成果をヒトと社会の調和の上「科学技術の成果をヒトと社会の調和の上
で最も望ましい姿に調整するための科学」

H23/8/19 日本学術会議 薬学委員会 提言H23/8/19 日本学術会議 薬学委員会 提言



■医療機器審査とＲＳ■医療機器審査とＲＳ■医療機器審査とＲＳ■医療機器審査とＲＳ

間 最適化問題• Stake Holder間の最適化問題

• 評価関数： 制約条件のもとで、リスクを評価関数： 制約条件のもとで、リスクを
最小化しベネフィットを最大化するもの

“リスクの象”

St k H ld

It’s a 
Fan!

It’s a 
Wall!

Stake Holder:
行動主体（医療従事者、患者、開発者、
規制当局）
制約条件：

It’s a 
Spear!

It’s a 
Rope! 制約条件：

知識の限界、試験成績の不足、情報の
不足、想定できないリスク…

It’s a 
k !

Rope!

Snake! It’s a 
Tree!



■リスクとベネフィット■リスクとベネフィット■リスクとベネフィット■リスクとベネフィット

リスク NG OK ベネフィット ＞＞リスク

高
リスク

NG

NG OK ベネフィット ＞＞リスク
ベネフィット ≧ リスク
ベネフィット ＜ リスク

リスク低減
許容不可

NG

OK
Cf. 薬事法 第14条ロ
（承認拒否事由）

高低

ベネフィット

性能改善 承認

低



”予防”予防原則”（原則”（Precautionary PrinciplePrecautionary Principle））
・背景

– 1980年代、ドイツの黒い森の酸性雨被害が発端。
– 背景にある価値観

“世界は、複雑で入り組んだ系を構成し、人間活動からの危害に
対して脆弱であり、完全な理解を拒む“

国連環境保護条約交渉における1992年のRi 宣言– 国連環境保護条約交渉における1992年のRio宣言
深刻な不可逆の危害のおそれがある場合、科学的な確実性の不足
が、費用効果的な環境悪化防止策を躊躇する理由にはならない。
P t ti l h リスク‐ Potential harm＝リスク

‐ Scientific uncertainty＝制約
‐ Precautionary action＝判断

– 科学的な不確かさ（Scientific uncertainty）
a)統計的不確かさ（Statistical uncertainty）
データ数の不足によるばらつきデ タ数の不足によるばらつき。

b)モデルの不確かさ（Model uncertainty）
複数の変数が相互に関連あるような複雑な系では不可避。

c)根本的な不確かさ（Fundamental uncertainty）c)根本的な不確かさ（Fundamental uncertainty）
既存のモデルが適用できず、因果関係が全く想定できない。



リスクコミュニケーションのすれ違いリスクコミュニケーションのすれ違い

一般市民がGMO （Genetically Modified Organism, 遺伝子組み換え作物）に
抱く主な疑問 （PABE：1998‐2000 欧州における農業バイオテクノロ
ジーに関する一般市民の認知）ジーに関する 般市民の認知）

• なぜGMOが必要なのか？ その便益は何か？
• GMOの利用で利益を得るのは誰か？• GMOの利用で利益を得るのは誰か？
• 規制当局はGMOを進める大企業を効果的に規制するのに十分な権力と能力を

持っているのか？
• 規制当局による管理は有効に運用できるのか？
• リスクは真剣に評価されているのか？誰がどのように？
• 長期的な潜在的影響は考慮されているのか？それはどのようにしてか？
• 解消できない不確実性や未知の事柄は、意思決定のなかでどのように考慮さ

れているのか？れているのか？
• 予見できない有害な影響が出たときの救済策として、どんなプランがあるの

か？
• 予見できなかった被害が生じたときに誰が責任を負うのか？どうやって責任をと予見できなかった被害が生じたときに誰が責任を負うのか？どうやって責任をと

るのか？

“GMO”→”医療機器”と置き換えてみると…..医療機器 置 換え み
“GMO”→”医療用ソフトウエア”と置き換えてみると…..



■医療機器とソフトウエア■医療機器とソフトウエア■医療機器とソフトウエア■医療機器とソフトウエア

「この法律で「医療機器」とは 人若しくは動物の疾「この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾
病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又
は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響
を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつ
て、政令で定めるものをいう。

薬事法第2条の4 薬事法施行令別表第薬事法第2条の4、薬事法施行令別表第一

「疾患の診断 予防 観察 治療 軽減を目的とし「疾患の診断、予防、観察、治療、軽減を目的とし
た用途を想定して製造された機器、器具、用具（そ
れらを適切に使用するために必要なソフトウエアも
含む）含む）」

ISO 13485（ISO 9001:2000の一部の要求事項を省略し、医療機器に関する
固有の要求事項を付加したもの）



■ソフトウエアの特徴■ソフトウエアの特徴■ソフトウエアの特徴■ソフトウエアの特徴

入力と出力の間は見えない• 入力と出力の間は見えない
• 有体物か無体物か
• 目標達成の方法（言語 アルゴリズム等）が多数• 目標達成の方法（言語、アルゴリズム等）が多数
• 内部が見にくい、確認しにくい
• “想定外”のアウトプットがでる可能性あり• 想定外 のアウトプットがでる可能性あり
• 一般的な検証（Validation, Verification）方法未確立
• 頻繁にバージョンアップが繰り返される頻繁にバ ジョンアップが繰り返される
• ユーザーだけで不具合原因を追求できない



■■ TheracTherac 2525の教訓の教訓■■ TheracTherac‐‐2525の教訓の教訓

• 電子線（表面）とX線（内部）が治療できる放射線治療装置• 電子線（表面）とX線（内部）が治療できる放射線治療装置
• カナダ AECL社、1983年～北米に11台導入
• 1985～1987に6件の過剰照射事故（2‐3倍）
• 前機種（Therac‐20）に機器動作が強制終了するバグあり
• 単なる不具合（nuisance）として看過
• 8秒以内に「x」+「↑」で発生8秒以内に x」 ↑」で発生
• インターフェースの不備 「変更完了」
• エラーメッセージの不備 「誤動作54」
• ハ ドによる安全制御の欠落• ハードによる安全制御の欠落
• システムに対する不適切なテストと評価

＊ その他、FDA Warning letter等あり

出典： IEEE Computer, Vol. 26, No. 7, July 1993, pp. 18‐41.



■■ValidationValidation ととVerificationVerification■■Validation Validation ととVerificationVerification
・要求事項の定常的、
安定的達成を確認

意図する 妥当性確認

Validation (Validation (妥当性確認妥当性確認))
安定的達成を確認

・客観的証拠と試験に
よる検証

テスト計画書
意図する
用途、目的

妥当性確認

Verification(Verification(検証検証)) ・特定フェーズの出力
客観的証拠と試験に

アーキテクチャ設計
詳細設計

システム試験
結合試験

・客観的証拠と試験に
よる検証

検証計画書

詳細設計 結合試験
ユニット試験

*文書化されたV&V
の計画 手順

実装
（プログラミング）

の計画、手順、
結果を審査する。 FDAガイダンス“General Principles of 

Software Validation” より改変

Software verification, "Are we building the product right?”
Software validation, "Are we building the right product?”



■医療用ソフトウエア関連の規格■医療用ソフトウエア関連の規格■医療用ソフトウエア関連の規格■医療用ソフトウエア関連の規格
規格 タイトル 規格内容

医療機器 トウ ア トウ ア 製 規格JIS T 2304:2012 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

製品システム規格
（IEC 62304）

ISO 13485 Medical devices -- Quality 
management systems -- Requirements

品質管理システム
management systems Requirements 
for regulatory purposes

IEC 62366 Application of usability engineering to 
medical device

医療機器のユーザビリティ
medical device

ISO14971 Medical devices -- Application of risk 
management to medical devices 

リスクマネジメント
g

IEC60601-1 3rd 14.13 ネットワークデータ結合による
PEMSの他の機器への接続

ネットワークへの接続

IEC_80001-1:2010 Application of risk management for 
IT-networks incorporating medical 
devices - Part 1: Roles, responsibilities 
and activities

運用規格（IT）
院内ネットワークの責任及び
リスクマネジメントand activities リスクマネジメント



■■ CADCADとはとは■■ CADCADとはとは

【定義】【定義】
• Computer‐Assisted Detection/Diagnosis

（コンピュータ支援検出／診断）
• 画像解析を行って病変を自動的に検出（CADe）
• 病変の良悪性鑑別など、診断を支援する（CADx）

【効果】
• 病変位置を医師に提示することで医師の見落としを減らす
• 医師の主観による診断のバラツキを減らす

【適応事例】【適応事例】
• 適用部位：乳房、肺、大腸、肝臓、膵臓がん等
• モダリティ：超音波、マンモグラフィ、X線CT等



■■ CADCAD審査の視点（私見）審査の視点（私見）■■ CADCAD審査の視点（私見）審査の視点（私見）

医師単独 有意 検出率が改善• 医師単独より有意に検出率が改善している
か？

• 偽陰性、擬陽性をどこまで容認できるか？

ソフト単独で 検出性能が担保できるか？• ソフト単独で、検出性能が担保できるか？

• ハードウエアにどこまで依存するか？ドウエアにどこまで依存するか？

• 実際の臨床画像で性能発揮できるか？

ト 機能はあ か• ソフトにQC機能はあるか？



■開発ガイドラインと評価指標■開発ガイドラインと評価指標■開発ガイドラインと評価指標■開発ガイドラインと評価指標

●開発ガイドライン
「コンピ タ診断支援装置にお「コンピュータ診断支援装置にお

けるソフトウエア設計・開発」
「細胞組織加工品の研究開発にお
けるヒト細胞組織の搬送に関するける ト細胞組織 搬送に関する
ガイドライン」

「カスタムメイド人工膝関節」等、
21件公表

●次世代医療機器評価指標
「歯周組織治療用細胞シート」
「整形外科用カスタムメイド人工股

開発ガイドライン 評価指標

形外科用カ タ メイド人 股
関節」

「コンピュータ診断支援装置」等、
17件公表



■■ CADCAD開発ガイドライン開発ガイドライン
（開発ガイドラインより抜粋）（開発ガイドラインより抜粋）

●設計開発管理項目
①要求事項の明確化①要求事項の明確化
・意図する使用目的（病変部位抽出）
・解析対象病変 （腫瘤、石灰化等）
・使用者 （医師）

④システム試験
・実行環境（ハード、組合せソフト等）
・機能的要求事項（特徴、解析法等）
・性能的要求事項（真陽性率等）

・使用環境 （医療機関）
②要求仕様の明示

・付属文書化 （添付文書、取説等）
・接続する装置の特定

・性能的要求事項（真陽性率等）
⑤リスクマネジメント
・潜在要因特定（予期せぬ不具合等）
・リスク対策（注意喚起等）

・接続する装置の特定
・実行環境 （CPU, MEM, HD,OS 等）
・機能 （特徴抽出、解析表示方法等）
・性能 （真陽性率、擬陽性率等）

⑥構成管理プロセス
・ソフト識別
・SOUPアイテム特定

⑦設計開発の検証
③アーキテクチャ設計
・SOUPアイテム対応
・病変限定 （腫瘤、石灰化）
・特徴 （大きさ 濃度 辺縁等）

⑦設計開発の検証
・装置との接続
・付属文書記載内容

⑧妥当性確認
・特徴 （大きさ、濃度、辺縁等）
・特徴量 （特徴の定量化）
・検出手法 （処理フロー図）
・解析アルゴリズム（輪郭抽出法等）

・実際の使用環境での妥当性確認

・出力方法

出典：経済産業省「コンピュータ診断支援装置におけるソフトウエア設計・開発管理
開発ガイドライン２０１２」（ H25.3 ）



■■ CADCADの評価項目の評価項目
（次世代医療機器評価指標より）（次世代医療機器評価指標より）

【非臨床試験】【非臨床試験】
• 撮影条件、画像特性、検出性能
• 擬陽性率 偽陰性率 ROC解析等擬陽性率、偽陰性率、ROC解析等

【臨床試験】【臨床試験】
• 良悪性の鑑別、自動診断 → 治験必要
• 検出計測 → 治験不要（ただし、臨床評価は必要）
• 症例数： 2施設以上、偽陽性・偽陰性率算出に必要

な症例数

出典：
薬食機発１２０７第１号 別添３ 「コンピュータ診断支援装置に関する
評価指標」 （ H23.12.7 ）



規制強化を検討中規制強化を検討中



■■PMDAPMDAの組織の組織



医療機器審査部の審査体制医療機器審査部の審査体制
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Note: アクションプログラムで目標としている審査員 104名



■■ RSRSから見た審査の課題から見た審査の課題■■ RSRSから見た審査の課題から見た審査の課題

ソフト開発の体制強化• ソフト開発の体制強化
• 設置環境でのハードウエアで動作検証
使用時と事故発生時 サポ ト体制構築• 使用時と事故発生時のサポート体制構築

• ユーザー（医療従事者）との情報共有強化
• セキュリティ、プライバシー確保
• ガイドライン、指標のリバイス
• 市販後安全管理と調査体制、レジストリを充実
させる

• 言語、論理、問題意識、評価項目を、ステー
クホルダーが共有する。


