
医療機器の適合性書面調査

及びＧＣＰ実地調査について



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26年7月30日厚生労働省令第87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26年7月30日厚生労働省令第87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

• 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

医薬品医療機器法第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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海外臨床試験データの取り扱いに関する留意点

• 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

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

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場合
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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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「臨床試験の信頼性に関するチェック項目」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
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資料詳細目録（記載例）

「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）
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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関連資料を含む）
• 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（治験依頼者における検討記録を含む）
• 症例報告書（eCRFの場合は監査証跡を含む）
• 集計・解析に関する資料（作業を行った結果発生した記録を含む）
• データマネジメント関連資料（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、SASデータを含む）
• 治験成績に関する資料（測定データ、コアラボデータ、画像データを含む）
• 治験機器の管理に関する資料（治験機器の製造記録を含む）
• 補償に関する資料
• 総括報告書
• EDCに関する資料
• その他（登録票、割付け簿、効果安全性評価委員会に関する資料、症例検討会に関

する資料等） 17







適合性書面調査（臨床試験）当日

• 適合性書面調査は原則として1日で実施（10:00～17:00）
• PMDAの会議室で行います
• 以下の書類を提出してください

 搬入する資料詳細目録（実施手続き通知*の別紙6に、調査

当日に搬入した根拠資料の目録を添付）
 搬入・搬出責任者連絡票（実施手続き通知*の別紙7）
 搬出確認書（実施手続き通知*の別紙8）
 立会者一覧（実施手続き通知*の別紙9）

* 「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）

• 調査は、通常、症例報告書担当と治験実施体制担当に
分かれて行います

• 各根拠資料について適切な説明ができる方のご出席を
お願いします
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適合性書面調査（臨床試験）で確認された事例①

• 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

• 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
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適合性書面調査（臨床試験）で確認された事例②

• 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

• 治験依頼者が適切に保存しなければならない資料の一部を紛失して
いた

• 測定データの一次記録を申請者が入手していなかった
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適合性書面調査（臨床試験）で確認された事例③

• 一次記録から抽出された二次的な測定データが提示され、調査対象
資料の根拠が説明されなかった

• 主要評価項目が治験実施計画書と異なる方法で評価されていた

• 実施された評価方法が総括報告書に正確に記載されていなかった

• 主要評価項目において、治験実施計画書で定めた評価期間を大きく
逸脱しているにも関わらず、当該症例をそのまま解析に含めて評価を
行っていた

• 症例報告書の数値の修正が適切に行われていなかった
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• 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）

• 治験機器管理者が治験機器の管理に関する手順書に従って治験機器
を適切に管理していなかった （医療機器GCP第58条）

GCP実地調査で確認された事例①
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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）

• 治験責任医師が治験機器の不具合等による死亡その他の重篤な有害
事象の発生を認めた際に、実施医療機関の長及び治験依頼者への報
告が直ちに実施されなかった （医療機器GCP第68条第2項）

GCP実地調査で確認された事例②

29







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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問題事例①-1 試験の記録（一次記録）

１）試験計画書に定められた試験条件で実施されたことを確認できなかった

２）試験報告書の作成日と生データの修正日で明らかな矛盾があった

３）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

４）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

５）手書きの記録が鉛筆で記録され、修正可能な状況で保管されていた

６）提出された根拠資料が、試験報告書形式であり、試験の一次記録ではな
かった

７）試験結果を、測定機器の設定値をもとに記述していた



問題事例①-2 試験の記録（一次記録）

８）一次記録に記載された一部のデータを不採用にし、二次的な記録を作成し、

それを信頼性調査の根拠資料としていた

９）信頼性調査において生データが見やすいようにという意図で、一次データか

ら二次的データを編集・作成した資料を根拠資料としていた

１０） 試験の外部委託先から得た資料において、一次記録の数値から、調査対

象資料に記載されている値を導く過程を確認していなかった。試験所からは説明

が得られず、そのため結果の算出方法の確認に時間を要した

１１）試験の外部委託先から一次データを入手できることを確認していなかったた

め、一次データの取り寄せに時間を要し、調査時間が長期化した

１２）試験実施前に検体を加速劣化させた記録が提出されず、試験に使用された

検体が加速劣化されたものであることが確認できなかった

１３）滅菌検体を試験に使用している試験で、滅菌記録が提出されていなかった
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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

２）使用機器の校正記録について、試験施設が定めた保管期限に従い廃棄されていた

３）海外で実施された試験について試験元が協力的でなかったため、測定機器の点検

記録を確認できなかった

４）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上、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

５）提出された使用機器の一覧に作成日が記載されておらず、試験実施時に作成され

たことが確認できなかった

６)試験に使用した標準物質が適切に管理されていたものか確認できなかった

問題事例② 機器の管理、点検の記録
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１）グラフから値を算出する方法に再現性がなかった

２）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

３）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

４）提出された根拠資料が、別試験のものであった

５）一次記録から承認申請資料に測定データを転記する際、人為的ミスにより転記を誤り一次
記録と承認申請資料に不一致が生じた

６）根拠資料からは2検体で試験を実施していることが確認できたが、1検体分の測定データの
み承認申請資料に記載されていた

７）根拠資料からは一部検体に不具合が生じ再試験を実施していることが確認できたが、承認
申請資料にはその旨が記載されていなかった

８）審査担当者に報告せずに、信頼性調査の直前に改訂され、承認申請添付資料から変更修
正の加えられた資料が試験報告書として提出された

９）明らかに実施不可と考えられる試験条件、明らかに誤りと分かる計算方法で試験記録を残
していた

１０）計画より多い検体で試験を行い、都合のいい結果のみを意図的に抽出して申請資料に記
載していた

１１） 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

問題事例③ 試験報告に関する記録
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医療機器 適合性書面調査（非臨床試験）の円滑な実施の
ための留意事項

○概要
・非臨床試験の適合性書面調査の対象となる根拠資料について、申請者が特に事前
に確認できるように、重要なポイントをまとめたもの

○目的：適合性書面調査の円滑な実施（準備段階から調査終了まで）

・調査内容の見える化（調査内容の理解の普及 ）
・調査に要する時間の短縮化

○メリット
・申請前の段階で、必要な根拠資料等の準備→自己点検等に活用
・海外の製造元、試験実施機関に対して根拠資料を取り寄せる際に有用
・適合性書面調査に係る照会事項の軽減→審査への専念

※留意事項について不明な点は、全般相談等の対面助言制度で対応可能
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「その他（留意事項に該当しない）」に関する照会事項の例

・根拠資料が英語以外の外国語だった

・調査対象資料に記載されたソフトウェアが計画書どおりのバージョンで実施された

ことを根拠から確認できない

・（シミュレーション試験）調査対象資料に記載されたシミュレーションソフトにデータ

を適用したことが確認できない

・校正記録の校正頻度の変更理由が不明
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医療機器（非臨床試験）：
信頼性調査の依頼～信頼性調査終了までの流れ（主要な指標）

※細い矢印のステップは、実質的に時間を消費しない事務的作業

目標：28日（中央値）
・信頼性調査に必要な根拠資料が提出されることが前提。
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後に・・・

• 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
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