
審査と設計管理

より有効でより安全な医療機器を

より早く医療の現場へお届けするために

平成27年1月30日

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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本日の内容

1. 医療機器審査迅速化のための協働計画
（参考資料）（最近5年間の承認審査の状況）

2. 「設計管理」において考慮すべき
「法令の規定等に基づく要求事項」

3. 承認申請書の添付資料

4. 失敗事例から学ぶ「審査と設計管理」

5. まとめ
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－ （例1） 承認拒否事由－

－ （例2） 基本要件基準－

－ （例3） 申請資料の信頼性の基準－

－ （例4） 文書、記録／資料の保管期間－



１. 医療機器審査迅速化のための協働計画
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医療機器審査迅速化のための協働計画（概要）
（平成26年度～平成30年度）

より有効で、より安全な医療機器を、より早く医療の現場に提供するため、「行政」側と「申
請者」側双方が医療機器の審査プロセスにおける質を高め、協働しながら以下の取り組み
を行うことにより、医療機器の承認までの期間のさらなる短縮と審査期間の標準化を図る。

１．承認審査プロセスにおける質の向上に向けた取組
○研修の充実による申請及び審査の質の向上
○相談体制の見直しによる申請の質の向上
○標準的な審査の実現による申請及び審査の質の向上
○審査における課題を機動的に抽出・改善することによる、審査側、申請側

双方の負担の適正化（最小化）及び質の向上

２．標準的審査期間の設定
○医療機器の申請から承認までの標準的な総審査期間の目標値を設定
（申請コホート：８０％タイル値）

３．計画の進捗管理等
○本計画について、関係者による定期的な進捗状況の検証を行うとともに、
目標達成に向けた改善策の検討を行う

本日はこの関係の話題が中心
です。
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○医療機器の申請から承認までの標準的な総審査期間に
ついて、平成３０年度までに以下の期間目標を達成する。
（申請コホート：８０％タイル値）。

①新医療機器
・通常審査品目 １２ヶ月
・優先審査品目 ９ヶ月

②改良医療機器
・臨床試験データが必要な場合 ９ヶ月
・臨床試験データが不要な場合 ７ヶ月

③後発医療機器
・新規承認申請の場合 ５ヶ月
・一部変更承認申請の場合 ４ヶ月

（※）新医療機器の目標達成のため審査体制を強化

２．標準的審査期間の設定

医療機器審査迅速化のための
協働計画（平成26年度～30年度）
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目標値の設定

• 承認コホート、中央値
（50% タイル値）

• その年度に承認された品目
を総審査期間の短い順に並
べたときに中央（ 50% 目）と
なる品目の総審査期間

→審査が長期間を要している品目を
多く承認するとその年の数字が悪く
なる

→半数の品目は目標値より時間がか
かっている

• 申請コホート、80%タイル値

• その年度に申請された品目を
総審査期間の短い順に並べ
たときに80 %目となる品目の
総審査期間

→その年度に申請したものがどれくらい
審査期間がかかるか把握できる

→8割の品目が達成する数字なので傾
向がつかみやすい

アクションプログラム 協働計画
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（参考資料） 最近5年の承認審査の状況

7



新医療機器（優先）／新医療機器（通常）の承認実績
総審査期間（申請コホート）

H21 H22 H23 H24 H25
処理率 100.0% 92.0% 95.2% 96.3% 77.8%
承認件数 13 23 40 52 49
総数 13 25 42 54 63

H21 H22 H23 H24 H25

処理率 100% 100% 100% 100% 100%

承認件数 3 1 7 8 8

総数 3 1 7 8 8

（集計時点：H26.9末）
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医療機器（臨床あり）／改良医療機器（臨床なし）の承認実績
総審査期間（申請コホート）

H21 H22 H23 H24 H25

処理率 100.0% 98.0% 100.0% 95.7% 62.2%

承認件数 39 50 24 44 28

総数 39 51 24 46 45

H21 H22 H23 H24 H25

処理率 100% 97.5% 96.3% 92.8% 78.8%

承認件数 153 157 180 193 149

総数 153 161 187 208 189

（集計時点：H26.9末）
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後発医療機器（新規）／後発医療機器（一変）の承認実績
総審査期間（申請コホート）

H21 H22 H23 H24 H25

処理率 98.6% 96.6% 95.1% 94.5% 81.2%

承認件数 559 398 330 294 293

総数 567 412 347 311 361

H21 H22 H23 H24 H25

処理率 99.5% 98.3% 99.3% 98.5% 93.2%

承認件数 441 473 552 711 504

総数 443 481 556 722 541

（集計時点：H26.9末）
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２. 「設計管理」において考慮すべき

「法令の規定等に基づく要求事項」
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審査と直接関連するＱＭＳ省令上の
「設計管理」関係規定について

第五節 製品実現

第二十六条 （製品実現計画）

第二十七条 （製品要求事項の明確化）

第二十八条 （製品要求事項の照査）

第二十九条 （製品受領者との間の情報等の交換）

第三十条 （設計開発計画）

第三十一条 （設計開発への工程入力情報）

第三十二条 （設計開発からの工程出力情報）

第三十三条 （設計開発照査）

第三十四条 （設計開発の検証）

第三十五条 （設計開発バリデーション）

第三十六条 （設計開発の変更の管理）

「設計管理」全体を通して、法令の規定等に基づく要求事項への適合が求められている。

: 製品のリスクマネジメントに係る要求事項の明確化等が必要

: 製品要求事項として、法令の規定等に基づく要求事項の明確化等が必要

: 工程入力情報として、法令の規定等に基づく要求事項の明確化等が必要

: 設計開発計画の策定と管理が必要

: 製品要求事項の照査（review）が必要

: 工程出力情報として、工程入力情報への適合が必要

: 適切な段階で、設計開発の結果が全要求事項へ適合すること等を体系的に照査

: 設計開発計画に従い、工程出力情報の工程入力情報への適合状態を検証（verification）

: 設計開発計画に従い、要求事項に適合させるため、設計の妥当性を確認（validation）

: 設計開発の変更では、あらかじめ、照査、検証、バリデーションを適切に行うことが必要
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法令の規定等に基づく要求事項（代表例 １ ）

• 製品関係：
1. 承認拒否事由に対する非該当性（法第23条の2の5第2項）

2. 基本要件基準（41条基準）

3. 個別基準（42条基準、承認基準、認証基準等）

4. 直接の容器等の記載事項（法第63条）

5. 添付文書等の記載事項（法第63条の2）

6. 表示事項（法第64条において準用する第53条）

7. 記載禁止事項に対する非該当性（法第64条において準用する第54条）

8. 販売、製造等の禁止規定への非該当性（法第65条）

9. 虚偽・誇大広告等の禁止（法第66条）

10. 承認・認証取得前の医療機器の広告の禁止（法第67条）

等

: 医療機器の品質、性能等の適正を図るための基準。不適合品は流通禁止。
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法令の規定等に基づく要求事項（代表例 ２ ）

1. 法第23条の2の5第3項後段（同条第11項、法第23条の2の17第5項において準
用する場合を含む。）関係

① 申請資料の信頼性の基準
（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22）

② GLP省令
（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年厚生労働省令
第37号））

③ GCP省令
（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））

2.   法第23条の2の9第4項段（法第23条の2の19において準用する場合を含む。）

• 信頼性、被験者人権の確保等関係：

関係

① GLP省令
（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年厚生労働省
令第37））

② GPSP省令
（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））
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法令の規定等に基づく要求事項（代表例 ３ ）

• 安全管理（製造販売後）関係：
1. 法第23条の2の2第2号関係

① GVP省令
（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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２. 「設計管理」において考慮すべき

「法令の規定等に基づく要求事項」

－（例1） 承認拒否事由 －
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承認拒否事由
（法第23条の2の5第2項）

1. 医療機器の種類に応じた製造販売業の許可を受けてい
ないとき

2. 当該医療機器を製造する製造所が製造所ごとに登録を
受けていないとき

3. 申請品目の審査の結果、次のいずれかに該当するとき
① 効果又は性能を有すると認められないとき
② 効果又は性能に比して著しく有害な作用を有すること
により、使用価値がないと認められるとき
③ 性状、品質が保健衛生上著しく不適当なとき

4. 医療機器の製造所における製造管理・品質管理の方法
が、ＱＭＳ省令に適合していると認められないとき
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２. 「設計管理」において考慮すべき

「法令の規定等に基づく要求事項」

－（例2） 基本要件基準 －
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基本要件の概要

• 基本要件は「医療機器の安全性及び性能の基本要件（Essential Principles）」
の略語である。

• GHTFによって作成され、医療機器の規制システムにおける国際整合化を推
奨したもの。

• 内容は、医療機器の設計及び製造に対する一般的な要求事項。合計５０項目
から成り立つ。
○ リスクマネジメントの徹底による可能な限りのリスク低減

○ 意図する性能の担保

○ リスクベネフィットバランスの評価 など

• 我が国では、この基本要件を基にして、「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第四十一条第三項の規定により厚生労働
大臣が定める医療機器の基準」（以下「基本要件基準」という。）が制定された。

• 基本要件基準に適合しない医療機器は、販売、賃貸等（医療機器プログラム
の場合は電気通信回線を通じての提供）が禁止されている（法第六十五条）｡

GHTF: Global Harmonization Task Force

（医療機器規制国際整合化会議） http://www.ghtf.org/

Benefit Risk
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基本要件基準
（平成17年厚生労働省告示第122号）

第一章 一般的要求事項

第一条 （設計）

第二条 （リスクマネジメント）

第三条 （医療機器の性能及び機能）

第四条 （製品の有効期間又は耐用期間）

第五条 （輸送及び保管等）

第六条 （医療機器の有効性）

第二章 設計及び製造要求事項

第七条 （医療機器の化学的特性等）

第八条 （微生物汚染等の防止）

第九条 （使用環境に対する配慮）

第十条 （測定又は診断機能に対する配慮）

第十一条 （放射線に対する防御）

第十二条 （プログラムを用いた医療機器に対する配慮）

第十三条 （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）

第十四条 （機械的危険に対する配慮）

第十五条 （エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮）

第十六条 （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）

第十七条 （添付文書等による使用者への情報提供）

第十八条 （性能評価及び臨床試験）

: リスクマネジメントの徹底による可能な限りのリスクの低減が必要

: 意図する性能・機能の担保が必要

: リスクベネフィットバランスの評価が必要

①患者の臨床状態・安全性が損なわれないこと、②使用者等の安全・健康を害することがないこと、③発生する
リスクが患者の得られるベネフィットに比し許容でき、高水準の健康・安全の確保が可能であること、が必要

: データ収集・評価等にあたっては、信頼性・被験者人権の確保等が必要

: 有効期間内に患者等の安全を脅かす劣化等の影響を受けないことが必要

: 既定条件下で輸送・保管・使用した場合に、特性・性能が低下しないことが必要

:
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リスクマネジメントについて
（基本要件基準第2条）

（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、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留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。

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。

リスクマネジメントの医療機器への適用については、具体的には、
ISO 14971 「Medical devices – Application of risk management to medical devices」
を参照する。
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医療機器のリスクマネジメント
ISO 14971 ：2007 より抜粋

開始

リスクの推定

リスクの評価

リスクは許容可能か

終了
（製造及び製造後の情報についても

体系的レビューが必要）

ハザードの特定

意図する使用/目的、機器の
安全に関する特質の明確化

はい

いいえ
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医療機器の承認審査では、このリスクマネジメントの
妥当性を第三者として確認

次の順に1つ以上のリスク低減のための手段

を用いる。

1. 設計による本質的な安全の確保

2. 医療機器自体又は製造工程中の
防護策の構築

3. 安全に関する情報の提供

リスクコントロール手法

リスク分析

ハザードを特定し、リスクを推定

リスク評価

推定したリスクを評価

リスクコントロール

受入れ可能な水準まで残留するリスクの
低減を図る。

リスクマネジメント

リスクの低減
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（参考）医療機器に関連して起こる可能性のある
ハザード及び関連要因（例） ISO 14971：2000 附属書 Dより

注） 次のリストは、すべてを網羅しているわけではないことに注意

1. エネルギーのハザード及び関連要因
（例）電気、熱、機械的力、放射線（電離／非電離）、可動部分、意図しない動き、懸垂物体、患者を支持する装置の故障、圧力［

例：容器の破裂］）、音圧、振動、磁場［例：MRI］

2. 生物学的なハザード及び関連要因
（例）生物的汚染、非生体適合性、誤った化学組成、毒性、アレルギー誘発、変異原性、発腫瘍性、催奇形性、発がん性、再感染／
交差感染、発熱性、衛生上の安全を維持できない、退化

3. 環境的なハザード及び関連要因
（例）電磁場、電磁干渉の感受性、電磁干渉のエミッション、電力の不適切な供給、冷却材の不適切な供給、指定された環境条件外
での保管・操作、併用を意図した他の機器との不適合、偶発的な機械的損害、廃棄物及び／又は医療機器の廃棄による汚染

4. エネルギー及び物質の不正出力によるハザード
（例）電気、放射線（電離／非電離）、量、圧力、医療ガスの供給、麻酔剤の供給

5. 医療機器の使用に関連するハザード及び関連要因
（例）不適切なラベリング、不適切な操作説明［例：共に使用する附属品の不適切な仕様、使用前点検の不適切な仕様、複雑すぎる
操作説明、サービス／保守の不適切な仕様］、未熟練な要員による使用と未熟練者による使用、合理的に予見できる誤使用、副作
用に関する不十分な警告、ディスポーザブル医療機器の再使用しがちなハザードに関する不適切な警告、不正確な計測／その他の
計量状態、消耗品・附属品・その他の医療機器との不適合性、鋭い角／先端

6. 不適切、不十分又は複雑すぎるインターフェース（マン／マシンコミュニケーション）
（例）勘違い／判断間違い、ふとした間違い／思い違い、うっかりミス／不注意による失敗（精神的／肉体的）、指示・手順などの違
反／省略、複雑な／混乱する制御システム、曖昧／不明瞭な医療機器の状態、設定・測定・その他情報の曖昧／不明瞭な表示、結
果の誤表示、不十分な視認性／可聴性／感触性、動作に対する制御機器又は実際の状態に対する表示情報の分かりにくい配置、
既存の装置と比べ問題を引き起こしやすいモード／配置

7. 機械的故障、保守及び老朽化によってもたらされるハザード及び関連要因
（例）間違ったデータ転送、保守後の機能点検を含めた保守仕様の欠如／不適切さ、不適切な保守、医療機器の寿命が適切に決
められていない、電気的／機械的な完全性の喪失、不適切な梱包（医療機器の汚染／劣化）、再使用／不適切な再使用、反復使用
による機能の劣化［例：液体／ガス流路の穏やかな閉塞、流動抵抗の変化、電気抵抗の変化など］



性能評価及び臨床試験について
（基本要件基準第18条）

（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。

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。

第十八条第一項に規定する関係法令とは、「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第百十四条の二十二」に規定す
る「申請資料の信頼性の基準」が該当する。

24



２. 「設計管理」において考慮すべき

「法令の規定等に基づく要求事項」

－（例3） 申請資料の信頼性の基準 －
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申請資料の信頼性の基準
（施行規則第114条の22）

（申請資料の信頼性の基準）

第百十四条の二十二 法第二十三条の二の五第三項後段（同条第十一項において準用する場
合を含む。）に規定する資料は、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（平成十七年厚生労働省令第三十七号）及び医療機器の臨床試験の実施の基準に関
する省令（平成十七年厚生労働省令第三十六号）に定めるもののほか、次に掲げるところによ
り、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

一 当該資料は、これ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。

基本要件基準への適合性を確保するためには、前ページの基準にしていること
以外に、上記の「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
する法律施行規則第百十四条の二十二」に規定する「申請資料の信頼性の基準」
に適合していることが必要。

二 前号の調査又は試験において、申請に係る医療機器についてその申請に係る品質、有効
性又は安全性を疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験
成績等についても検討及び評価が行われ、その結果は当該資料に記載されていること。

三 当該資料の根拠になった資料は、法第二十三条の二の五第一項又は第十一項の承認を
与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。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つてはこの限りではない。
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２. 「設計管理」において考慮すべき

「法令の規定等に基づく要求事項」

－（例4） 文書、記録／資料の保管期間 －
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文書、記録／資料の保管期間（その1）
（QMS省令／施行規則／GLP省令／GCP省令／GPSP省令／GVP省令 ）

品質管理監督文書の保管期限（QMS省令第67条）（抜粋）

品質管理監督文書又はその写しを保管する期間は、当該品質管理監督文書の廃止の日から
次に掲げる期間（教育訓練に係るものにあっては5年間）とする。ただし、製品の製造又は試験検
査に用いた品質管理監督文書については、第68条に規定する期間、品質管理監督文書が利用で
きるように保管することで足りる。

1. 特定保守管理医療機器：15年間
（当該製品の有効期間又は使用の期限（以下単に「有効期間」という。）に1年を加算した期間
が15年より長い場合には、当該有効期間に1年を加算した期間）

2. 特定保守管理医療機器以外の医療機器：5年間
（当該製品の有効期間に1年を加算した期間が5年より長い場合には、当該有効期間に1年を
加算した期間）

記録の保管期限（QMS省令第68条）

QMS省令第9条又はQMS省令第3章（医療機器等の製造管理及び品質管理に係る追加的要求
事項）に規定する記録を、作成の日から次に掲げる期間（教育訓練に係るものにあっては5年間）
保管しなければならない。

1. 特定保守管理医療機器：15年間
（当該製品の有効期間に1年を加算した期間が15年より長い場合には、当該有効期間に1年を
加算した期間）

2. 特定保守管理医療機器以外の医療機器：5年間
（当該製品の有効期間に1年を加算した期間が5年より長い場合には、当該有効期間に1年を
加算した期間） 28



文書、記録／資料の保管期間（その2）
（QMS省令／施行規則／GLP省令／GCP省令／GPSP省令／GVP省令 ）

申請資料の信頼性の基準（施行規則第114条の22第3号）（抜粋）

GLP省令、 GCP省令に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され作成されたもので
なければならない。

当該資料の根拠になった資料は、法第23条の2の5第1項又は第11項の承認を与える又は与え

ない旨の処分の日まで保存されていること。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はない。

試験検査関係資料の保存（GLP省令第18条第1項）（抜粋）

試験検査関係資料を資料保存施設において適切に保存しなければならない。

文書、記録／資料の保管期間については、QMS省令の要求事項と、

① 承認（一変を含む。）申請書の資料の要求事項（申請資料の信頼性の基準（クラス
Ⅲ認証品目の認証申請に対しては、認証基準告示（平成17年厚生労働省告示第112
号）において要求されている。）、GLP省令、GCP省令）
② 使用成績評価申請書の資料の要求事項（GLP省令、GPSP省令）
③ 製造販売後安全管理の資料の要求事項（GVP省令（認証品にも適用される。））
とで異なる規定内容（基点、期間等）となっている。

「設計管理」のアウトプットを上記の申請等に用いる場合には、該当する他の省令
の要求事項も満足していることが必要です。!!!
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文書、記録／資料の保管期間（その3）
（QMS省令／施行規則／GLP省令／GCP省令／GPSP省令／GVP省令 ）

第3章第1節 治験依頼者による治験の管理に関する基準

記録の保存（GCP省令第34条）（抜粋）

1 治験依頼者は、治験に関する記録（文書及びデータを含む。）を被験機器に係る医療機器につ
いての製造販売の承認を受ける日（当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資
料を承認申請書に添付しないことを決定し、実施医療機関の長に対して文書により通知したときは、
通知した後3年を経過した日）又は治験の中止若しくは終了の後3年を経過した日のうちいずれか
遅い日までの期間適切に保存しなければならない。

2 本邦内に住所を有しない治験依頼者は、治験国内管理人に治験機器野管理に関する記録を
前項に定める期間保存させなければならない。

第3章第2節 自ら治験を実施する者による治験の管理に関する基準

記録の保存（GCP省令第45条）（抜粋）

1 自ら治験を実施する者は、治験に関する記録（文書及びデータを含む。）を治験機器提供者が
被験機器に係る医療機器についての製造販売の承認を受ける日（当該治験により収集された臨
床試験の試験成績に関する資料を承認申請書に添付しないことを決定し、実施医療機関の長に
対して文書により通知したときは、通知した後3年を経過した日）又は治験の中止若しくは終了の
後3年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。

2 本邦内に住所を有しない治験依頼者は、治験国内管理人に治験機器野管理に関する記録を
前項に定める期間保存させなければならない。
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文書、記録／資料の保管期間（その4）
（QMS省令／施行規則／GLP省令／GCP省令／GPSP省令／GVP省令 ）

第4章第1節 治験審査委員会

記録の保存（GCP省令第53条）（抜粋）

治験審査委員会を設置した者は、治験審査委員会の関連文書類を被験機器に係る医療機器
についての製造販売の承認を受ける日（当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関す
る資料を承認申請書に添付しないことを決定し、実施医療機関の長に対して文書により通知したと
きは、通知した後3年を経過した日、又は 自ら治験を実施する者が、当該治験により収集された
臨床試験の試験成績に関する資料が承認申請書に添付されないことを知り得たため、実施医療
機関の長に対して文書により通知したときは、通知した後3年を経過した日）又は治験の中止若しく
は終了の後3年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。

第4章第2節 実施医療機関

記録の保存（GCP省令第61条第2項）（抜粋）

記録保存責任者は、治験に関する記録（文書を含む。）を被験機器に係る医療機器についての
製造販売の承認を受ける日（当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を承
認申請書に添付しないことを決定し、実施医療機関の長に対して文書により通知したときは、通知
した後3年を経過した日、又は 自ら治験を実施する者が、当該治験により収集された臨床試験の
試験成績に関する資料が承認申請書に添付されないことを知り得たため、実施医療機関の長に
対して文書により通知したときは、通知した後3年を経過した日）又は治験の中止若しくは終了の
後3年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。
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文書、記録／資料の保管期間（その4）
（QMS省令／施行規則／GLP省令／GCP省令／GPSP省令／GVP省令 ）

第5章 使用成績評価の資料の基準

記録の保存（GCP省令第76条）（抜粋）

承認を受けた者が行う医療機器の臨床試験の資料の収集及び作成については、第34条及び第
61条の規定を準用する。この場合において、「被験機器に係る医療機器についての製造販売の
承認を受ける日（当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を承認申請書に
添付しないことを決定し、実施医療機関の長に対して文書により通知したときは、通知した後3年
を経過した日）又は治験の中止若しくは終了の後3年を経過した日のうちいずれか遅い日までの
期間」とあるのは「被験機器の使用成績調査が終了するまで」と読み替える。

第4章第2節 実施医療機関

記録の保存（GCP省令第61条第2項）（抜粋）

記録保存責任者は、治験に関する記録（文書を含む。）を被験機器に係る医療機器についての
製造販売の承認を受ける日（当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を承
認申請書に添付しないことを決定し、実施医療機関の長に対して文書により通知したときは、通知
した後3年を経過した日、又は 自ら治験を実施する者が、当該治験により収集された臨床試験の
試験成績に関する資料が承認申請書に添付されないことを知り得たため、実施医療機関の長に
対して文書により通知したときは、通知した後3年を経過した日）又は治験の中止若しくは終了の
後3年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。
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文書、記録／資料の保管期間（その5）
（QMS省令／施行規則／GLP省令／GCP省令／GPSP省令／GVP省令 ）

安全確保業務に係る記録の保存（GVP省令第16条）（抜粋）

GVP省令の規定により保存されていることとされている文書その他の記録の保存期間は、当該
記録を利用しなくなった日から5年間とする。ただし、次に掲げる記録の保存期間はそれぞれ当該
各号に定める期間とする。

1. 生物由来製品（2及び3に掲げるものを除く。）に係る記録 :利用しなくなった日から10年間

2. 特定生物由来製品に係る記録 :利用しなくなった日から30年間

3. 特定保守管理医療機器及び設置管理医療機器（2に掲げるものを除く。）に係る記録 :利用し
なくなった日から15年間

4. GVP省令に規定する自己点検及び教育訓練に係る記録 :作成した日から5年間

製造販売後調査等業務に係る記録の保存（GPSP省令第11条）（抜粋）

GPSP省令の規定により保存されていることとされている文書その他の記録の保存期間は、次
に掲げる記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、製造販売後臨床試
験を実施した場合においては、 GCP省令第76条において読み替えて準用するGCP省令第34条、第
53条及び第61条に規定する期間とする。

1. 使用成績評価に関する記録 :使用成績評価が終了した日から5年間

2. 前号以外の記録 :利用しなくなった日又は当該記録の最後の記載の日から5年間
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３. 承認申請書の添付資料
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薬食発1120第5号基本通知
（平成26年11月20日）

イ.開発の経緯及び外国における使用状況等に
関する資料

1.開発の経緯に関する資料

2.類似医療機器との比較

3.外国における使用状況

ロ.設計及び開発の検証に関する資料

1.性能及び安全性に関する資料

2.その他設計検証に関する資料

ハ.法第41条第3項に規定する基準（基本要件
基準）への適合性に関する資料

1.基本要件基準への適合宣言に関する資料

2.基本要件基準への適合に関する資料

ニ.リスクマネジメントに関する資料

1.リスクマネジメント実施の体制に関する資料

2.安全上の措置を講じたハザードに関する資料

ホ.製造方法に関する資料

1.製造工程と製造所に関する資料

2.滅菌に関する資料

へ.臨床試験成績に関する資料又はこれに代替するも
のとして厚生労働大臣が認める資料

1.臨床試験の試験成績に関する資料

2.臨床評価に関する調査実施計画書（案）

※一変の場合は必要箇所のみ 35

ト.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
）第2条第1項に規定する製造販売後調査等の計画
に関する資料

1.製造販売後調査等の計画に関する資料

チ.法第63条の2第1項に規定する添付文書等記載事
項に関する資料

1.添付文書に関する資料

承認申請書の添付資料の構成



設計開発のアウトプットの評価
－性能、有効性及び安全性の評価－

• 機器の安全性を裏付ける試験
– 物理的、化学的特性

– 電気的安全性及び電磁両立性

– 生物学的安全性

– 放射線に関する安全性

– 機械的安全性

– 安定性及び耐久性

• 機器の性能を裏付ける試験

• 機器の作用機序を裏付ける試験

• 機器の使用方法を裏付ける試験

• 臨床試験
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承認申請書、STED及び添付資料に

基づき書面審査

医薬品医療機器総合機構

申請者

（製造販売業者） ①承認申請

⑤承認

⑥フォローアップ（承認後）

登録製造所

（登録製造業者）

承認申請書
・名称（一般的名称・販売名）
・使用目的又は効果
・形状、構造及び原理
・原材料
・性能及び安全性に関する規格
・使用方法
・保管方法及び有効期間
・製造方法
・製造販売する品目の製造所

＋添付資料

②書面審査

④実地調査

・QMS（ISO13485:2003に準拠）への適合性
に関する実地調査（製品群区分ごと）

・立入検査時

添付資料
イ 開発の経緯及び外国における使用状況等に関す
る資料
ロ 設計及び開発の検証に関する資料
ハ 基本要件基準への適合性を説明する資料
二 リスクマネジメントに関する資料
ホ 製造方法の管理に関する資料
へ 臨床試験成績に関する資料又は代替するもの
ト GPSP省令に規定する製造販売後調査等の計画
に関する資料
チ 添付文書等記載事項に関する資料

STED（添付資料概要）

③信頼性調査

信頼性基準、GLP、GCP

等への適合性について
実地又は書面により調査

医療機器の承認申請及び審査の手続きについて
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４. 失敗事例から学ぶ「審査と設計管理」
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個別申請事例（申請区分によらず発生している事例）

【事例1】：非臨床試験（性能試験、使用模擬試験等に多数の事例）

 申請資料の信頼性の調査を実施したところ、試験結果と原資料

のトレーサビリティが確立されておらず、原資料が確認されるま

で数ヶ月の期間を要した。

→ 承認取得・上市までの期間の大幅遅延

申請資料の信頼性の調査を実施したところ、開発国における開

発時期が古く、原資料が廃棄されており確認できなかった。この

ため、再試験 の実施 or 承認申請の 取下げ が行われた。

→ 承認取得・上市までの期間の大幅遅延

or 上市できず。

【留意点】

 設計開発の段階において、法令の規定等の要求事項に漏れが

ないことを十分に確認するようにしてください。

 必要に応じて、PMDA信頼性保証部の実施する対面助言等をご

活用ください。
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個別申請事例（改良医療機器での発生事例）

【事例2】：物理的化学的特性試験①

 「漏れ試験」において、加圧機を用いて一定圧をかけた時の漏

れを見る試験系であるにも関わらず、シリンジを用いて用手的に

加圧し、漏れが無いことを確認しており、具体的に、どのくらいの

圧をかけていたか不明であった。また、試験計画書を作成して

おらず、どの様な手順で実施されていたか不明であった。

→ 申請取下げ・上市できず

【留意点】

 承認申請に用いる資料は申請資料の信頼性の基準に適合して

いることが必要です。

 試験は計画書（SOP）に従って行い、信頼性が担保されるデータ

を作成することが必要です。

 試験実施者に対する適正な教育訓練が必要です。

 試験成績書の提出前に、効果的な内部監査が必要です。



41

個別申請事例（改良医療機器での発生事例）

【事例3】：物理的化学的特性試験②

 審査中に追加試験を要求した。提出された試験報告書の信頼

性書面適合性調査において、他の実測値から推定した値を実

測値として記載していたことが判明した。また、予め規定された

環境（恒温槽）で行われなかったことが判明した。

→ 申請取下げ・上市できず

【留意点】

 承認申請に用いる資料は申請資料の信頼性の基準に適合して

いることが必要です。

 試験は計画書（SOP）に従って行い、信頼性が担保されるデータ

を作成することが必要です。

 試験実施者に対する適正な教育訓練が必要です。

 試験成績書の提出前に、効果的な内部監査が必要です。
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個別申請事例（後発医療機器での発生事例）

【事例4】：生物学的安全性試験①

 生物学的安全性の評価資料として、 GLP適合機関で実施された

GLP省令に基づかない試験レポートが添付されて申請された。提

出された全ての生物学的安全性試験について、試験のやり直し
が必要となり、資料提出まで数ヶ月以上を要した。

→ 承認取得・上市までの期間の大幅遅延

【留意点】

 承認申請に用いる生物学的安全性試験はGLP省令に適合して

いることが必要です。

 必要に応じて、PMDA信頼性保証部の実施する対面助言等をご

活用ください。
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個別申請事例（改良医療機器での発生事例）

【事例5】：生物学的安全性試験②

 リスクの高い部位に長期埋植する機器の生物学的安全性試験

（細胞毒性試験）において、100%の細胞増殖抑制が示された

データを添付して申請された。原因究明のため、数回にわたり

細胞毒性試験が実施されたが、真因の特定はできなかった。

その結果、 ハザード を特定できないため、申請品目の強い細

胞毒性を否定することができず、 承認申請は取下げ られた。

→ 上市できず

【留意点】

 申請前に、十分にリスクマネージメントを行い、申請品目の安全

性評価を行ってください。また、根拠データの考察に科学的に誤

りがないか（結果に矛盾がないか）、十分に確認してください。

 必要に応じて、PMDA機器審査部の実施する対面助言等をご活

用ください。
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個別申請事例（新医療機器での発生事例）

【事例6】：臨床試験

 米国で実施された植込型人工心臓に係るピボタル臨床試験の

試験成績について、治験実施医療機関へ GCP実地調査を実施

しようとしたところ、医療機関がこれを拒否した。これは被験者の

同意説明書において、米国FDA以外の機関が行う GCP実地調

査についての記載がなかったことによるものであった。その後、

申請者は、追加説明文書により、被験者の同意の取り直しの実

施、臨床試験成績書の再編集等を実施した上で、ようやくGCP実

地調査が実施された。この間、1年余の期間が必要であった。

→ 承認取得・上市までの期間の大幅遅延

【留意点】

 承認申請に用いる臨床試験はGCP省令に適合していることが必

要です。被験者の同意取得に当たっては、 PMDAの行う GCP実

地調査にも対応できるようにしてください。

 必要に応じて、PMDA信頼性保証部の実施する対面助言等をご

活用ください。



１．ＡＥＤ(自動体外式除細動器)の動作不良（国内例、海外製造所）
・品質規格を満たさない電気部品が使用されたため、経時的な品質劣化がおこり、
いざ必要となった時に動作しなかった。

・部品納入者に対し、適切な購買管理を行っていなかった。また、納入品に対し要求
事項が満たされていることの確認を適切に行っていなかった。

２．コンタクトレンズによる健康被害（国内例、海外製造所）
・製造工程の変更により安全性にかかる製品要求事項を満たさない製品が製造さ
れ、健康被害が発生した。

・リスクマネジメントを含めた設計管理（変更管理）が適切に実施されないまま、
製造装置を含めた工程変更が行われていた。

３．放射線照射装置の過量照射（海外での事例）
・照射量を算出するソフトウェアに問題があり、想定以上の照射が行われた。

・ソフトウェアは設計管理の対象とされておらず、設計検証、バリデーション等に
よる妥当性確認が行われていなかった。

ＱＭＳ上の不備が不具合、回収につながった事例
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ソフトウェアと医療機器の不具合（回収事例）

• 「医療機器の国際的な動向を踏まえた品質、有効性及び安全性の評価に
関する研究」（厚労科研費補助金医薬品・医療機器レギュラトリーサイエ
ンス総合研究事業）平成19～21年度総合研究報告書（抜粋）

– PMDAが公開している回収報告のデータベースから「ソフトウェア」をキー
ワードとして検索した結果、73件（回収報告数834の9%）が抽出された。

– 米国FDAの医療機器報告（MDR）から「software」をキーワードに検索した
結果、抽出できた回収（recall）件数は446件であった。

• 医療機器回収（リコール）情報（2014年10月分。pmdaホームページ）
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回収の分類 全数

A

ソフトウェア使用機
器の可能性？
B

ソフトウェア関係
での対応の可能
性？
C

C/B

クラスI 0 0 0 -

クラスII 40 21 10 47.6%

クラスIII 4 2 1 50%



◆非臨床試験の信頼性調査に必要な根拠資料提出の遅延

信頼性保証部→申請者に対して根拠資料の提出を依頼（FAX送付）。

根拠資料提出後に信頼性調査が開始される。

●根拠資料提出の依頼から根拠資料の提出までに

15日以上要した品目数：117品目 （約 8.3％）

30日以上要した品目数： 48品目 （約 3.4%）

120日以上要した品目数： 5品目 （約 0.4%）

【参考 中央値 4.0日； 第３四分点 7.0日】

※H25.4月～H26.11月に信頼性調査（非臨床試験のみ）が終了した品目の内、根拠資料提出依頼のFAXを送信した1,404 

品目を対象として集計。

信頼性調査における問題事例①

総審査期間の短縮を目指すために、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、信頼性調査に迅速に対応できるよう根拠資料等の事前の準
備、確認をお願いします
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◆非臨床試験の信頼性調査における個別の問題事例

 試験計画に関する記録の作成日が確認できない

 試験実施後に改訂された試験計画書が提出される

 試験結果の一次記録（生データ）が提出できない

 計画された試験条件に従って実施されたことが確認できない

 報告書に記載された試験結果の根拠を確認できない

 報告書に貼付された写真の識別の根拠を確認できない

 試験に使用された測定機器の特定ができない

 一次記録と承認申請資料に不整合が認められ、申請者から一次記録の誤記である旨回答があ

ったが、その根拠は示されなかった

 承認申請資料に記載されていた試験結果の写真が、試験とは無関係のものであった

 計測値からデータを算出するエクセルに入力してある計算式が誤っていたため、承認申請資料に

多数のデータ誤りが認められた

 提出された根拠資料が、別試験のものであった

信頼性調査における問題事例②
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◆非臨床試験に係る調査で認められた問題事例

平成25年4月から平成26年11月までに適合性書面
調査が終了した1,042品目のうち、11.4%の品目で、
試験成績の信頼性に関する問題が認められ、再
試験・追加試験の実施、申請資料の一部削除ある
いは修正等が行われた。

H25.4～H26.11

一次記録（生データ）のチェックを行った
1,042品目について集計

信頼性調査における問題事例③

信頼性調査を円滑に行うために、相談制度のご利用をお願いします。

再試験、申請資料の一部削除
あるいは修正等
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相談業務
（承認審査関係）

市
場
調
査
・文
献
調
査

探
索
的
臨
床
試
験

生
物
学
的
安
全
性
試
験

安
定
性
試
験

非臨床試験開発前 臨床試験

臨
床
試
験
の
必
要
性
検
討

検
証
的
臨
床
試
験

申
請
書
作
成

申請準備

開発前相談

品質相談※

安全性確認相談※

性能試験相談※

臨床試験要否相談

探索的治験相談※

治験相談※ 資料充足性 ・
申請区分相談

性
能
試
験

電
気
安
全
性
試
験

全般相談

対面助言準備面談

簡易相談

薬事戦略相談
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相談業務
（信頼性調査関係：平成26年11月25日より導入）

相談区分 相談内容

信頼性基準適合性調査相談  優先対面助言品目に指定された医療機器又は医療機器の評価相談の申込みを行った医療機器及
び体外診断用医薬品の承認申請時に添付する予定の資料について、信頼性基準への適合性に関
する指導及び助言を行うもの。

ＧＣＰ/ＧＬＰ/ＧＰＳＰ相談  個別品目の治験GCPに関すること、先進医療B等の臨床試験に関するGCP適合性、非臨床試験の
GLP適合性、承認後に実施する使用成績調査・製造販売臨床試験に関するGPSP適合性や信頼性
等に関する相談。ただし、簡易な相談は除く。

 個別品目のその他の信頼性基準に関する相談

ＧＣＰ/ＧＬＰ/ＧＰＳＰ簡易相談  GCP/GLP/GPSPの規定の解釈及び適合の必要性に関するもの。 ＜記録あり＞

対面助言準備相談  医療機器GXP相談及び医療機器信頼性基準適合性調査相談を円滑に行うための事前に実施する
面談。
＜記録なし。面談後に終了証発行＞

全般面談  個別の品目に関わらない通知、制度等についての相談。
 どの相談区分で申込んだら良いかなど、各種の案内をするための相談。
＜記録なし＞

※信頼性基準適合性調査相談及び医療機器GCP/GLP/GPSP相談を申込む前に、まず
全般面談・対面助言準備相談を申込んでください。
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５. まとめ
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すべての申請区分で更なる審査の迅速化を達成する
ためには、「申請」側、「行政」側の双方が協力して、
日々、業務改善を推進していくことが重要です。
皆で「カイゼン」に取り組みましょう！

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency
53



54

ご清聴ありがとう
ございました！

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency


