
医療機器の適合性書面調査

及びＧＣＰ実地調査について
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本日の内容

１．関連法令について

２．臨床試験の適合性書面調査及び

GCP実地調査について

３．非臨床試験適合性書面調査について
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医薬品医療機器等法第23条の2の5

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、当該申請に係る医療機器又は体

外診断用医薬品が厚生労働省令で定める医療機器

又は体外診断用医薬品であるときは、当該資料は、

厚生労働省令で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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厚生労働省令で定める基準

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

平成24年12月28日厚生労働省令第161号、平成25年2月8日厚生労働省令第11号）

3. 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

（以下、施行規則）の第114条の22）
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・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



PMDAによる適合性調査①

医薬品医療機器等法第23条の2の5

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療機器又は体外診断用医

薬品であるときは、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

医薬品医療機器等法第23条の2の7 （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23条の2の7 （抜粋）

2. 厚生労働大臣は、前項の規定により機構に医療機器

等審査等を行わせるときは、・・・

この場合において、厚生労働大臣は、第23条の2の5
の承認をするときは、機構が第5項の規定により通知

する審査及び調査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
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○医薬品医療機器等法施行規則
第百十四条の十九第一項第一号

（医療機器）

※イ、ハ、ニ及びチについては調査対象外

承認申請書に添付すべき資料

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 ※調査対象外

ロ 設計及び開発に関する資料

ハ 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 ※調査対象外

ニ リスクマネジメントに関する資料 ※調査対象外

ホ 製造方法に関する資料

ヘ 臨床試験の試験成績に関する資料

ト 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※調査対象外



外国で実施した臨床試験を承認申請資料として添付する際には、
以下の点に留意すること

海外臨床試験データの取り扱い

• 我が国の医療機器GCPと同等以上の基準を有する国又は地域であること

• 我が国の医療機器GCPと異なる場合は相違点を比較し、信頼性に影響を

与えないことを示すこと

• 我が国の医療機器GCPと同等以上の文書が作成されていること

• 調査の際に臨床試験に関与した者の協力が得られること

• 我が国の医療機器GCPより高い水準の被験者保護を要求している国及び

地域で実施された場合は、それに従ったものであること
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平成18年3月31日付薬食機発第0331006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
平成18年3月31日付厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室事務連絡
平成18年6月23日付厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室事務連絡



＊ 調査が終了し、終了の連絡が行われた品目（平成26年4月現在）

適合性書面調査及びGCP実地調査実績*
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2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

医療機器 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 新・改良 改良・後発 新・改良 改良・後発

申請区分 （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）
（臨床あ

り）
（臨床なし） （臨床あり） （臨床なし）

適合性書面調査

51 771 50 807 64 1027 63 951 78 1061 94 847
終了件数（品目）

GCP実地調査

0 1 3 1 0 6
終了件数（品目）



本日の内容

１．関連法令について

２．臨床試験の適合性書面調査及び

GCP実地調査について

３．非臨床試験適合性書面調査について
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PMDAが行う適合性書面調査（臨床試験）及びGCP実地調査

承認申請資料

治験依頼者が
保存する記録

（症例報告書
等）

治験実施体制

（開発業務受託
機関含む）

治験依頼者

承認申請資料の信頼性を保証
（ GCP、医薬品医療機器等法施行規則第114条の22信頼性の基準）

実地調査の必要性について検討

GCP実地調査

適合性書面調査

治験実施医療機関
治験依頼者
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適合性書面調査（臨床試験）前の留意事項

12

適合性書面調査の実施時期は、

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準備

をお願いします

適合性書面調査開始時（資料詳細目録作成依頼時）にチ

ェックリストを送付しています

基本的な事項ですので、承認申請にあたりあらかじめチ

ェックしておいてください



適合性書面調査（臨床試験）前の留意事項

13

チェックリストの主な内容
CRFに記載された項目及びデータが症例一覧表の項目及びデー

タと一致するか

症例一覧表において空欄がある場合、記載するデータがないから
空欄なのか、記載すべきデータがあるのに抜けてしまっているの
かが区別できるか

数値の有効桁の記載がCRFに忠実か

事象がある場合のみ記載するフォームがある場合、必要ないから
提出されなかったのか、提出されるべきなのに抜けてしまったの
かがわかるか

複数頁からなるCRFの場合、どの被験者のものであるか確認でき
るか

CRFの作成者が確認できるか、修正等があった際には修正した
者のなつ印（又は署名）、日付等が確認できるか



適合性書面調査（臨床試験）前の留意事項
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チェックリストの主な内容
CRFに記載された項目及びデータが症例一覧表の項目及びデー

タと一致するか

症例一覧表において空欄がある場合、記載するデータがないから
空欄なのか、記載すべきデータがあるのに抜けてしまっているの
かが区別できるか

数値の有効桁の記載がCRFに忠実か

事象がある場合のみ記載するフォームがある場合、必要ないから
提出されなかったのか、提出されるべきなのに抜けてしまったのか
がわかるか

複数頁からなるCRFの場合、どの被験者のものであるか確認でき
るか

CRFの作成者が確認できるか、修正等があった際には修正した者
のなつ印（又は署名）、日付等が確認できるか

この時のチェックで不整合等が見つかることがあります

申請前にこれら基本的事項について

確認をお願いします



資料詳細目録（記載例）
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「医療機器の臨床試験に係る承認申請資料の適合性書面調査及びGCP実地調査の実施手続きについて」
（平成26年11月21日付薬機発第1121008号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長通知）



対象となる根拠資料の例

• 業務手順書

• 治験実施計画書及びその作成、変更に関する資料

• 治験機器概要書作成に関する資料

• 治験計画届

• 治験依頼先選定に関する資料

• 治験の依頼・契約に関する資料（IRB関連資料含む）

• モニタリングに関する資料

• 不具合・副作用等の報告に関する資料

• 症例報告書

• 集計・解析に関する資料（データマネジメント関連資料含む）

• 治験成績に関する資料

• 治験機器の管理に関する資料（治験機器の製造記録含む）

• 補償に関する資料

• 治験総括報告書

• EDCに関する資料

• その他
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適合性書面調査（臨床試験）時の留意点①

＜事例１＞

資料詳細目録に、適合性書面調査時に持ち込める資料のみを記載あるいは申請
者が入手している資料のみ（海外試験）記載

17

承認申請資料に添付されたデータの元となった資料の一覧であり、根拠資
料を全て記載してください
・登録票、割付け簿等
・集計・解析に関する資料は、作業を行った結果発生したものも含まれます
・データマネジメント：システムバリデーションやロジカルチェックを行った記録等
・統計解析：SASデータ等

＜事例２＞
適合性書面調査時、根拠資料の一部を搬入していなかった
（取捨選択して搬入）

搬入可能な根拠資料は全て搬入ください

調査時に確認できなかった記録があっ
た場合、後日、資料を搬入して追加調
査を行なうか、照会事項発出により確
認することになります



適合性書面調査（臨床試験）時の留意点②

• 日本の申請資料に添付された症例一覧表が、総括報告書作成のための解析に使用した

データベースに基づいて作成されていない場合、事前にお知らせください
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症例報告書 データベース 解析 解析結果
承認申請資料
総括報告書

承認申請資料
症例一覧表

承認申請資料
日本語の症例一覧表

CRFのデータが総括報告書に正しく反映しているかを、根拠資料を元に調査

調査時確認調査時確認

日本語の症例一覧表を、上記データの流れとは別に、
症例報告書を元に新たに作成している→事前にお知らせ下さい



適合性書面調査（臨床試験）で確認された事例①
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治験実施計画書では、追跡調査として○○ヶ月まで観察することが規
定されていたが、追跡調査が終了する前に、治験終了報告が提出さ
れていた

症例報告書から得られた結果が、治験総括報告書に適切に反映され
ていなかったため、再集計が必要となった

一部の診療録が廃棄されていたため、再集計及び総括報告書修正が
必要となった

 データの品質管理が適切に行われていなかったため、総括報告書に
誤記載が多数散見され、修正が必要となった



適合性書面調査（臨床試験）で確認された事例②
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総括報告書に記載すべき重篤な有害事象/不具合の一部が記載され
ていなかった

治験審査委員会にて治験開始の承認を得る前に、被験機器を治験実
施施設に交付していた

治験終了届書が提出されていたにも関わらず、被験者の追跡期間の
観察が続けられ、承認申請資料のデータとして収集されていた

EDCシステムにて頁データの一括削除が行われた場合、症例報告書
上で削除した記録及び削除前の記録が確認できなかった
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ＧＣＰ実地調査の実施

承認申請に係る医療機器の承認申請資料が法第23条の2の5
第3項後段に規定する基準に適合するかどうかについて厚生労働大臣

若しくは機構職員が書面の調査を行った結果、当該品目について、そ
れぞれ厚生労働大臣若しくは機構職員が医療機器GCP実地調査の実

施が必要であると認めた場合、その他厚生労働大臣若しくは機構職員
が医療機器GCP実地調査の実施が必要であると認めた場合

GCP実地調査を実施する

＊「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」

（平成17年7月15日付薬食機発第0715006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）

＊｢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24年11月12日付薬食機発1112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）



GCP実地調査の実施前
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申請者（治験依頼者）へ医療機器GCP
実地調査の申請（調査手数料の

支払い）を行うよう通知

調査対象実施医療機関選定

実地調査日程調整

申請者（治験依頼者）、
実施医療機関へ実施通知書発出

調査直前提出資料の提出

申請者・医療機関 PMDA

調査直前提出資料の提出依頼

ＧＣＰ実地調査申請書の提出

実地調査日程調整



GCP実地調査実施後

• 実地調査実施

• 実施医療機関、申請者（治験依頼者）

• 調査結果に基づき評価

• 結果通知書により通知
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申請者（治験依頼者） 評価結果

医療機器GCPに不適合である事項

改善すべき事項

実施医療機関 医療機器GCPに不適合である事項

改善すべき事項

評価結果の区分
（ア）適合
（イ）条件付き適合
（ウ）不適合

医療機器GCP適合性調査
チェックリスト参照



GCP実地調査で確認された事例①

• 治験依頼者から通知された安全性情報について、治験審査
委員会は迅速審査で審議していた

（医療機器GCP第47条第2項、第51条第3項）

• 症例報告書と原資料（診療録）との不整合がみられた

（医療機器GCP第67条第1項）

• 治験実施計画書で規定された検査が未実施だった

（医療機器GCP第66条第1項）

• 同意取得前に治験機器の割付が実施されていた

（医療機器GCP第70条第1項）
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GCP実地調査で確認された事例②
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• 説明文書が改訂されたが、新たな被験者の登録に際し、改
訂前の説明文書が使用されていた

（医療機器GCP第70条第1項）

• 有害事象の治療のために予定外来院による診察を受けてい
たが、症例報告書に当該有害事象が記載されていなかった

（医療機器GCP第67条第1項）

• 診療録、同意文書が保存されていなかった

（医療機器GCP第61条第2項）

• 被験機器に記載すべき事項（治験用である旨）を記載してい
なかった （医療機器GCP第24条第1項）



安全性情報・不具合情報の収集に関する留意事項

「有害事象」
 治験機器を使用した又は使用された被験者その他の者に生じたすべての疾病若

しくは障害又はこれらの徴侯＊１

 治験機器との因果関係の有無に関わらず、当該治験機器の使用時に被験者、使

用者その他の者に生じた全ての好ましくない又は意図しない疾病又は障害並びに

その徴候（臨床検査値の異常を含む。）をいう。ただし、被験者以外の者に生じた

ものについては、治験機器の使用による影響と疑われるものに限る＊２

「不具合」
 治験機器（対照機器として用いられる市販機器を除く）については、破損、作動不

良等広く品質、安全性、性能等に関する治験機器の具合がよくないことをいい、設

計、交付、保管、使用のいずれの段階によるものであるかを問わないこと＊２

治験実施計画書及び症例報告書を作成する際には、事前に

きちんと定義して、これらの情報を適切に収集できるようにしてください

＊１ 「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」（平成25年2月28日改正 厚生労働省令第68号）
＊２ 「「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンス」

（平成25年2月8日付薬食機発0208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） 26



本日の内容

１．関連法令について

２．臨床試験の適合性書面調査及び

GCP実地調査について

３．非臨床試験適合性書面調査について

27



適合性書面調査（非臨床試験）とは

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

適合性書面調査の実施にあたり、申請者から
機構に提出することが必要

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

28



一般的な試験の流れと根拠資料

29

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

QA/QC

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



試験計画に関する事例

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

30

・Aを60℃で10時間
保存する 実際には40℃で

8時間保存した

試験計画書
Ver.1 1月1日作成

試験
1月2日実施

1月3日 試験報告書作成

・Aを40℃で8時間
保存する

試験計画書
Ver.2 1月4日改訂



試験計画に関する留意点

31

試験実施前に適切な試験計画が立てられていたことを確

認できるよう記録を残してください

試験計画書と異なる方法で試験を実施した場合は、逸脱

事項として、一次記録や試験報告書等に記録し、変更によ

る試験結果あるいは評価への影響を考察しておくことが必

要です



試験の記録に関する事例①

試験結果の一次記録（生データ）が提出できない

32

古い試験のため、生データは既に廃棄してしまった

施設移転等により資料を移動する際に紛失してしまった

データを保存していたハードディスク等の故障により、破損
してしまった

試験委託先の規定により、生データを開示してもらえない

データはあるが、ファイルを開くためのソフトウェアを廃棄し
てしまった

廃棄、紛失、破損

データの見読性の不保持



試験の記録に関する留意点①

試験時に発生する記録はすべて適切に保存し、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、試験データの保存体

制（データの改ざん防止及び破損に対する対策の観点）に

ついても記載してください
33

医薬品医療機器等法施行規則第114条の22（申請資料の信頼性の基準）

当該資料の根拠となった資料は、法第23条の2の5第1項または第11項の規定による承認

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



試験の記録に関する事例②

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

被験機器を60±2℃で

10週間保存する

保存後、

外観試験を実施

例１）試験実施に温度条件や被験機器の保存条件が定められている場合

試験記録
○年○月○日

試験結果根拠資料提出
（試験結果の一次記録）

根拠資料
未提出
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試験の記録に関する事例②

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

例２）動物に被験機器を一定期間埋植し、摘出後性能試験等を行う場合

被験機器をブタ大腿骨

に埋植し、6週間観察

摘出後、

引張試験等の

性能試験を行う

試験記録
○年○月○日

試験結果根拠資料提出
（試験結果の一次記録）

根拠資料
未提出

35



試験の記録に関する留意点②

例えば

・試験条件等の実測値の記録

・埋植記録

・動物の観察記録・摘出記録

・試験条件の精度管理に必要な機器（温度計、恒温槽など）

の特定及び校正・管理等の記録 等

温度条件や保存条件などの試験条件を規定した試験を実

施する場合には、これらの記録を残すことが必要です

36
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試験の記録に関する事例③‐1

報告書に記載された試験結果の根拠を確認できない

試験報告書

結果

例）動物埋植試験

剖検時には、いずれの臓器にも異常は認められなかった

組織学的検査では、埋植部位に○○が認められた

埋植後の△週間、動物の一般症状に異常は認められな
かった

根拠資料がない
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試験の記録に関する事例③‐2試験の記録に関する事例

報告書に記載された事項の根拠を確認できない

試験報告書

結果

例）疲労試験

検体 荷重回数（サイクル） 破断形態

１ 5,000,000 破断なし

２ 2,954,536 ○○で破断

３ 5,000,000 破断なし

根拠資料がない
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試験の記録に関する留意点③

コメント（記録）がない ＝ 「異常なし」

例えば

・剖検所見

・組織学的所見

・動物の観察記録

・検体の観察記録 等

結果が数値として出されるものでない場合でも、

記録が必要です
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試験の記録に関する事例④

報告書に貼付された写真の識別の根拠を確認できない

試験報告書

結果

検体１ 検体２ 検体３ どの検体を撮影し
たものか記録され
ていない



41

試験の記録に関する留意点④

写真等が試験結果として用いられる場合には、適切に識別

されている必要があります

検体１ 試験No.1234 2014年11月1日

検体名等を印字した
ラベルと一緒に撮影
する等



測定機器に関する事例
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試験に使用された測定機器の特定ができない

AAAA性能試験

試験実施日：＿＿＿＿＿
試験実施者：＿＿＿＿＿
被験機器ロットNo.＿＿＿

測定機器：引張試験機

試験条件：＿＿＿＿＿＿

試験結果： 試験の記録に個々の機器を
特定する情報（製造番号、管
理番号等）の記載がない

試験の記録 校正点検等の記録

校正証明書

機器名：引張試験機
モデル番号：○○
製造番号：△△

校正実施日：＿＿＿＿＿
有効期間：＿＿＿＿＿

結果：適合

紐付けできない



測定機器に関する留意点

43

根拠資料（試験の記録等）に測定機器を特定するための情

報（製造番号、管理番号等）の記録を残すことが必要です

AAAA性能試験

試験実施日：＿＿＿＿＿
試験実施者：＿＿＿＿＿
被験機器ロットNo.＿＿＿

測定機器：引張試験機
モデル番号：○○
製造番号：△△

試験条件：＿＿＿＿＿＿

試験結果：

試験の記録 校正点検等の記録

校正証明書

機器名：引張試験機
モデル番号：○○
製造番号：△△

校正実施日：＿＿＿＿＿
有効期間：＿＿＿＿＿

結果：適合

紐付けできる



その他、調査で認められた問題事例①

• 校正の有効期限を大幅に過ぎた計測機器で計測されてい

たが、試験実施後に実施された校正において、修理の必

要性が認められていた

• 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

• グラフから値を算出する方法に再現性がなかった

• 動物を用いた試験（外部に委託）において、一次記録に動

物の死亡原因が記載されていなかったが、承認申請資料

には申請者の推察による死亡原因が記載されていた
44



その他、調査で認められた問題事例②

• 承認申請資料に記載された検体のロット番号が誤っていた

• 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

他
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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



PMDA信頼性保証部のホームページ②

47

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③

非臨床試験の適合性書面調査

臨床試験の適合性書面調査

48



最後に・・・

49

• 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、適合性書面調査（臨床試験、非臨床試験）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

• 適合性書面調査では、いつも同じ対応になるわけではありません

例えば、問題点等が発見されれば、過去の調査と対応が異なる

（過去の調査で照会しなかった内容を照会する等）場合などがあり

ます

• 適切な調査を実施するため、ご協力をお願いします


