
＜非臨床＞

3．問題事例とその対応について
（ケーススタディ）



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
（平成30年2月9日 事務連絡）

データの信頼性が確保されていること。
→ 正確性、網羅性、保存性

適合性書面調査（非臨床試験）の重要なポイント

まずチェック！

日本語版と英語版が
ございます

https://www.pmda.go.jp/review-services/inspections/gcp/0002.html
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本日の内容

☞非臨床試験の適合性書面調査で見られた
事例1～１０をご紹介

・事例概要の説明
・何が問題なのか？（一緒にお考えください）
・対応策考察
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事例1：調査準備に関する問題事例

原本 送付

提出 しない

の可否 理由

1 試験計画書 1

□手書きの記録

□電磁的記録（直接手入力）

□電磁的記録（自動測定）

□その他の記録

7

8

9

10

3
訂正書に基づき訂正した試験報告

書
13

資料詳細目録

申請者名：　PMDA　Co., Ltd
販売名：　　ABCステント
調査対象の資料名：　引張試験
試験実施施設名：　機構試験センター
試験実施時期：　2019年1月29日

実験ノート、ワークシート、

チャート、チェックリスト、試験

成績を記入したメモ等

試験計画に

関する記録

機器の管

理・点検の

記録

試験報告に

関する記録
2 試験報告書の訂正書 12D

1 試験報告書 11

2 校正証明書（注4）

3 社内校正の記録（注4）

C

1
機器等の日常的な点検の記録（注

3）
6

2 使用した機器等の一覧（注2） 5

B 試験の記録

1 4

3 解析手順書 3

A 2 試験操作の手順書（注1） 2

大項目 小項目
資料

No.
資料の名称

課題 何が問題でしょうか？

調査員A：
お送りいただ
いた目録案に
根拠資料名が
記載されてい
ません
が・・・

申請者B：
試験の委託先
から根拠資料
の提出を断ら
れました！
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事例1：調査準備に関する問題事例

原本 送付

提出 しない

の可否 理由

1 試験計画書 1

□手書きの記録

□電磁的記録（直接手入力）

□電磁的記録（自動測定）

□その他の記録

7

8

9

10

3
訂正書に基づき訂正した試験報告

書
13

資料詳細目録

申請者名：　PMDA　Co., Ltd
販売名：　　ABCステント
調査対象の資料名：　引張試験
試験実施施設名：　機構試験センター
試験実施時期：　2019年1月29日

実験ノート、ワークシート、

チャート、チェックリスト、試験

成績を記入したメモ等

試験計画に

関する記録

機器の管

理・点検の

記録

試験報告に

関する記録
2 試験報告書の訂正書 12D

1 試験報告書 11

2 校正証明書（注4）

3 社内校正の記録（注4）

C

1
機器等の日常的な点検の記録（注

3）
6

2 使用した機器等の一覧（注2） 5

B 試験の記録

1 4

3 解析手順書 3

A 2 試験操作の手順書（注1） 2

大項目 小項目
資料

No.
資料の名称

調査員A：
お送りいただ
いた目録案に
根拠資料名が
記載されてい
ません
が・・・

申請者B：
試験の委託先
から根拠資料
の提出を断ら
れました！根拠資料が提

出できない？

問題点 調査が実施できない。
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事例1：調査準備に関する事例

2. 調査の方法
厚生労働省及び機構は、承認申請資料が医療機器GLP及び申請資料の信頼性の基準に

従って収集され、かつ、作成されたものであるか否かについて、当該資料の根拠となっ
た資料（以下「根拠資料」という。）に基づき、調査を実施する。

「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（H26.11.21付 薬食機参発1121第27号）別添

調査の実施にあたり根拠資料の提出が必要です。

試験実施の契約を結ぶ際、根拠資料が開示されるか
確認してください。

承認申請資料の根拠資料が提示できるか、申請前に
確認してください。

対応例
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事例2：調査準備に関する問題事例

調査員C：試験の記録の見方を教え
てもらえますか？
報告書の測定値は試験の記録からど
のように算出されたのでしょうか。

申請者D：確認していません
でした。これから製造元に確
認してみます！
すみませんが、製造元が休暇
のため確認に時間がかかりそ
うです。

何が問題でしょうか？課題
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事例2：調査準備に関する問題事例

調査員C：試験の記録の見方を教え
てもらえますか。
報告書の測定値は試験の記録からど
のように算出されたのでしょうか。

申請者D：確認していませ
んでした。これから製造元
に確認してみます！
すみませんが、製造元が休
暇のため確認に時間がかか
りそうです。

照会にて説明依頼したが、回答に数週間を要した。

問題点

これから確認？
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事例2：調査準備に関する問題事例

 承認申請に添付する試験成績書については、調査
時に試験内容を説明できるようにしてください。
（製造元や試験委託先が海外の場合、確認にかな
りの時間を要することもあります。）

 申請者として、試験記録の見方など、把握してお
いてください。

 申請内容のQC/QAチェックもお願いします。

対応例
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事例３：試験計画書に関する問題事例

何が問題でしょうか？

作成日：2019/1/29
承認者：機構 太郎

・試験名： ABCステントの力学的特性
・検体： ABCステント（申請品）

XYZステント（既存品）

・試験計画書番号： PMDA-P ver.2
・試験実施者：機構 花子

規格：既存品と比較して±20%以内であること

【検体名・検体数】

検体名 シリアルNo.

ABCステント DEFGH

ABCステント IJKLM

XYZステント NOPQR

XYZステント STUVW

作成日：2019/1/8
承認者：機構 太郎

・試験名： ABCステントの力学的特性
・検体： ABCステント（申請品）

XYZステント（既存品）
・試験報告書番号： PMDA-R ver.1
・試験実施者：機構 花子

規格：既存品と比較して±20%以内であること

検体名 シリアルNo. 拡張力

ABCステント DEFGH 55N

ABCステント IJKLM 45N

XYZステント NOPQR 50N

XYZステント STUVM 50N

【結果】

課題

＜試験計画書＞ ＜試験報告書＞
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事例３：試験計画書に関する問題事例

作成日：2019/1/29
承認者：機構 太郎

・試験名： ABCステントの力学的特性
・検体： ABCステント（申請品）

XYZステント（既存品）

・試験計画書番号： PMDA-P ver.2
・試験実施者：機構 花子

規格：既存品と比較して±20%以内であること

【検体名・検体数】

検体名 シリアルNo.

ABCステント DEFGH

ABCステント IJKLM

XYZステント NOPQR

XYZステント STUVW

作成日：2019/1/8
承認者：機構 太郎

・試験名： ABCステントの力学的特性
・検体： ABCステント（申請品）

XYZステント（既存品）
・試験報告書番号： PMDA-R ver.1
・試験実施者：機構花子

規格：既存品と比較して±20%以内であること

検体名 シリアルNo. 拡張力

ABCステント DEFGH 55N

ABCステント IJKLM 45N

XYZステント NOPQR 50N

XYZステント STUVM 50N

【結果】

計画書作成日が
報告書作成日
より後

試験実施時に有効な計画書(Ver1)の追加提出が必要になった。問題点

＜試験計画書＞ ＜試験報告書＞
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事例３：試験計画書に関する問題事例

調査では試験計画書に従って試験を実施し
ていることを確認しています。試験実施時
に有効だった計画書を提出してください。

（補足留意事項）
 計画書はいつ作成されたものであるのか分
かるようにしてください。

対応例
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事例４：試験の記録に関する問題事例

1111000010001101010111100

0011010001010001001010101

1111000010001101010111100

0010101010101000001111001

1111000010001101010111100

1111000010001101010111100

1111000010001101010111100

0010101010101000001111001

0010101010101000001111001

＜試験の記録＞

試験実施日：2018/12/20
解析用ソフトウェア：△△-□□ Ver.1.3.1

＜試験報告書＞

試験実施日：2018/12/20
解析用ソフトウェア：△△-□□ Ver.1.3.1

【試験結果】

Max

Min

何が問題でしょうか？課題
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事例４：試験の記録に関する問題事例

1111000010001101010111100

0011010001010001001010101

1111000010001101010111100

0010101010101000001111001

1111000010001101010111100

1111000010001101010111100

1111000010001101010111100

0010101010101000001111001

0010101010101000001111001

0011010001010001001010101

＜試験の記録＞

試験実施日：2018/12/20
解析用ソフトウェア：△△-□□ Ver.1.3.1 見読性がない

解析用ソフトウェアに
よる解析結果を確認す
るため、解析結果が確
認できる画面キャプ
チャなどの追加提出が
必要となった。

問題点

暗号？？
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事例４：試験の記録に関する問題事例

見読性のある根拠資料を提出してください。

専用ソフトウェアを使用して結果を出してい
る場合には、紙で打ち出した資料もしくは画
面キャプチャの資料を提出してください。

（補足留意事項）
紙資料もしくは画面キャプチャ資料は、当該
ソフトウェアによる解析結果であることが確
認できるものをご提示ください。

対応例
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事例5：試験の記録に関する問題事例

何が問題でしょうか？課題

検体名：ABCステント（申請品）、XYZステント（既存品）
試験名：ステントの力学的特性
試験実施者：機構 花子
規格：既存品と比較して±20%以内であること

試験実施日：2014/2/３

【試験結果】

＜試験の記録＞
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事例5：試験の記録に関する問題事例

検体名：ABCステント（申請品）、XYZステント（既存品）
試験名：ステントの力学的特性
試験実施者：機構 花子
規格：既存品と比較して±20%以内であること

試験実施日：2014/2/3

【試験結果】

＜試験の記録＞

データの信頼性が確認できなかった。問題点

修正履歴がない
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事例5：試験の記録に関する問題事例

一次記録のデータを修正をする場合には修
正履歴が残るようにしてください。

修正履歴が残らない方法（鉛筆、修正ペン
等）で修正を行わないようにしてください。

対応例

18



事例６：試験の記録に関する問題事例

試験報告書 作成日：2019/1/8
承認者：機構 太郎

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験報告書番号： PMDA-R ver.1
• 試験実施者：機構花子

• 規格：50N±10%であること

試験結果記録 実施日：2018/12/24

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験実施者：機構 花子

検体名 シリアルNo. 拡張力

ABCステント DEFGH 55N

ABCステント IJKLM 45N

ABCステント NOPQR 10N

検体名 シリアルNo. 拡張力

ABCステント DEFGH 55N

ABCステント IJKLM 45N

ABCステント NOPQR 50N

＜結果＞＜結果＞

何が問題でしょうか？課題
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事例６：試験の記録に関する問題事例

試験報告書 作成日：2019/1/8
承認者：機構 太郎

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験報告書番号： PMDA-R ver.1
• 試験実施者：機構花子

• 規格：50N±10%であること

試験結果記録 実施日：2018/12/24

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験実施者：機構 花子

検体名 シリアルNo. 拡張力

ABCステント DEFGH 55N

ABCステント IJKLM 45N

ABCステント NOPQR 10N

検体名 シリアルNo. 拡張力

ABCステント DEFGH 55N

ABCステント IJKLM 45N

ABCステント NOPQR 50N

＜結果＞＜結果＞

試験記録との
不一致

データが試験報告書に正しく記載されていない。

問題点
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事例６：試験の記録に関する問題事例

規格から外れるような逸脱データであって
も、報告書には試験結果を正しく記載して
ください。

製品の有効性・安全性を正しく評価するた
めにはデータの信頼性を担保することが必
要です。

逸脱データに関する考察を報告書に記載し
てください。

対応例
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事例7：試験の記録に関する問題事例

試験報告書 作成日：2018/1/8
承認者：機構 太郎

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験報告書番号： PMDA-R ver.1
• 試験実施者：機構 花子

検体名 シリアルNo. 拡張力

ABCステント DEF 55N

ABCステント JKL 50N

ABCステント STU 50N

＜結果＞

試験結果記録 実施日：2018/1/5

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験実施者：機構 花子

検体名 シリアルNo. 拡張力

ABCステント DEF 55N

ABCステント JKL 50N

ABCステント STU 50N

＜結果＞

試験結果記録 実施日：2018/1/5

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験実施者：機構 花子

検体名 シリアルNo. 拡張力

ABCステント DEF 55N

ABCステント GHI 45N

ABCステント JKL 50N

ABCステント MNO 55N

ABCステント PQR 40N

ABCステント STU 50N

＜結果＞

課題 何が問題でしょうか？
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事例7：試験の記録に関する問題事例

試験報告書 作成日：2018/1/8
承認者：機構 太郎

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験報告書番号： PMDA-R ver.1
• 試験実施者：機構 花子

検体名 シリアルNo. 拡張力

ABCステント DEF 55N

ABCステント JKL 50N

ABCステント STU 50N

＜結果＞

試験結果記録 実施日：2018/1/5

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験実施者：機構 花子

検体名 シリアルNo. 拡張力

ABCステント DEF 55N

ABCステント JKL 50N

ABCステント STU 50N

＜結果＞

試験結果記録 実施日：2018/1/5

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験実施者：機構 花子

検体名 シリアルNo. 拡張力

ABCステント DEF 55N

ABCステント GHI 45N

ABCステント JKL 50N

ABCステント MNO 55N

ABCステント PQR 40N

ABCステント STU 50N

＜結果＞

試験の結果記録が複数ある。問題点
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事例7：試験の記録に関する問題事例

「試験の記録」とは、試験実施時の試験成績が
記入された実験ノート、ワークシート、測定機
器からの出力（チャート等）等を指します。

「試験の記録」は、事後的に改変等してはいけ
ません。

試験報告書は正しい「試験の記録」から網羅
的・正確に作成してください。

対応例
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事例8：試験の記録に関する問題事例

試験報告書 作成日：2018/1/8
承認者：機構 太郎

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント（申請品）

XYZステント（既存品）
• 試験報告書番号： PMDA-R ver.1
• 試験実施者：機構 花子

規格：検体を60℃±2℃で10週間保管
した時、既存品と比較して±20%である
こと

調査の際に提出された根拠資料

 試験計画書
 拡張力の測定データ
 試験機の校正記録
 試験報告書

何が問題でしょうか？課題

検体名 シリアルNo. 拡張力

ABCステント DEFGH 55N

ABCステント IJKLM 45N

XYZステント NOPQR 50N

XYZステント STUVM 50N

＜結果＞
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事例8：試験の記録に関する問題事例

試験報告書 作成日：2018/1/8
承認者：機構 太郎

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント（申請品）

XYZステント（既存品）
• 試験報告書番号： PMDA-R ver.1
• 試験実施者：機構 花子

規格：検体を60℃±2℃で10週間保管
した時、既存品と比較して±20%である
こと

提出された根拠資料

 試験計画書
 拡張力の測定生データ
 試験機の校正記録
 試験報告書

検体名 シリアルNo. 拡張力

ABCステント DEFGH 55N

ABCステント IJKLM 45N

XYZステント NOPQR 50N

XYZステント STUVM 50N

保存条件に関する記録が提出されていない。問題点

＜結果＞

調査の際に提出された根拠資料

 試験計画書
 拡張力の測定データ
 試験機の校正記録
 試験報告書

試験検体の加速
劣化記録がない。
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事例8：試験の記録に関する問題事例

試験検体を規定の温度条件等で保管してから
試験を実施している場合

試験検体を規定どおり保管したことが分かる
記録を保存しておく必要があります。

調査ではこれらの根拠資料も併せて提出して
ください。

対応例
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事例9：試験報告書に関する問題事例

試験報告書 作成日：2018/1/8
承認者：機構 太郎

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験報告書番号： PMDA-R ver.1
• 試験実施者：機構 花子

• 規格：平均値が50N±20%であること

S/N 拡張力

1 48N
2 52N
3 58N

平均値 50N

試験結果記録 実施日：2018/1/5

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験報告書番号： PMDA-R ver.1

• 試験実施者：機構 花子
• 規格：平均値が50N±20%であること

S/N 拡張力

1 48N
2 52N
3 58N

＜結果＞

＜結果＞

何が問題でしょうか？課題 28



事例9：試験報告書に関する問題事例

試験報告書 作成日：2018/1/8
承認者：機構 太郎

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験報告書番号： PMDA-R ver.1
• 試験実施者：機構 花子

• 規格：平均値が50N±20%であること

S/N 拡張力

1 48N
2 52N
3 58N

平均値 50N

試験結果記録 実施日：2018/1/5

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験報告書番号： PMDA-R ver.1
• 試験実施者：機構 花子
• 規格：平均値が50N±20%であること

S/N 拡張力

1 48N
2 52N
3 58N

＜結果＞

＜結果＞

平均値の計算が誤っている。問題点 29



事例9：試験報告書に関する問題事例

試験結果記録 実施日：2018/1/5

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験報告書番号： PMDA-R ver.1
• 試験実施者：機構 花子
• 規格：平均値が50N±20%であること

S/N 拡張力

1 48N

2 52N

3 58N

＜結果＞

問題点 計算シートに入力した計算式が誤っていた。

A B

1 検体 1 48 

2 検体 2 52 

3 検体 3 58 

4 平均値 = (B1+B2)/2

試験報告書 作成日：2018/1/8
承認者：機構 太郎

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント
• 試験報告書番号： PMDA-R ver.1
• 試験実施者：機構 花子

• 規格：平均値が50N±20%である
こと

S/N 拡張力

1 48N

2 52N

3 58N

平均値 50N

＜結果＞

正しく
は53N

正しくは
(B1+B2+B3)/3
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事例9：試験報告書に関する問題事例

対応例

申請資料は信頼性の基準を満たす必要がありま
す

試験報告書は、複数人で記載内容を確認する等、
QC/QA体制を整えてください

申請前に申請資料をもう一度確認してください
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事例10：試験の記録に関する対応事例

何の対応が必要でしょうか？課題

試験報告書 作成日：2018/1/8
承認者：機構 太郎

• 試験名： ABCステントの力学的特性
• 検体： ABCステント（申請品）

XYZステント（既存品）
• 試験報告書番号： PMDA-R ver.1
• 試験実施者：機構 花子

規格：既存品と比較して±20%であるこ
と

検体名 シリアルNo. 拡張力

ABCステント DEFGH 55N

ABCステント IJKLM 45N

XYZステント NOPQR 50N

XYZステント STUVM 50N

＜結果＞

32

試験実施時に、
試験の結果を試験
報告書に直接手入

力している



事例10：試験の記録に関する対応事例

対応例

試験報告書等に直接試験成績を記録している場合

 調査時には、試験実施、試験の記録から試験報告書作成ま
での手順を、QC/QA体制を含めて説明した資料を提出し
てください。

 説明資料の作成にあたっては、「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」の一部改正について（H27.4.10付 薬機審長

発第0410025号）別添 記載例2を参照してください。

33



試験実施施設：○○○○

試験の記録
（出力された紙）

Microsoft Word上であらかじめ準備して
いたフォーマットに実施者が試験結果を

直接入力

試験実施後に電磁的記録から紙を出力

* 試験の記録（電磁的記録）は、データの破損・改ざん等の防止のため、○○部門において、一部
の管理者のみがアクセスできるPC上で作成され、保管管理されている。

入力チェック

試験報告書

承認者による確認、
署名

試験実施 試験の記録*
(電磁的記録）

入力チェック

試験実施から試験報告書作成までのフロー（記載例） 対応例

試験実施者が試験の記録を確認後、
署名することでデータ固定

事例10：試験の記録に関する対応事例
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試験実施施設：○○○○

試験の記録
（出力された紙）

Microsoft Word上であらかじめ準備して
いたフォーマットに実施者が試験結果を

直接入力

試験実施直後に電磁的記録から紙を出力

* 試験の記録（電磁的記録）は、データの破損・改ざん等の防止のため、○○部門において、一部
の管理者のみがアクセスできるPC上で作成され、保管管理されている。

入力チェック

試験報告書

承認者による確認、
署名

試験実施 試験の記録*
(電磁的記録）

入力チェック

対応例

試験実施者が試験の記録を確認後、
署名することでデータ固定

一次記録の
作成経緯

試験の記録のデー
タ固定方法

試験の記録が紙に出力されず、電磁的記録として
保存する場合は、記録の保存体制（閲覧制限、修
正履歴の記録、バックアップ体制等）の説明

QC/QA体制

試験の実態に則し、時系列に沿った記載をお願いいたします。

試験実施から試験報告書作成までのフロー（記載例）

事例10：試験の記録に関する対応事例
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最後に・・・

36

•承認申請時には、信頼性調査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。

•懸念点や疑問があれば「全般相談」を利用し、医療機器調

査・基準部にご相談ください。

•「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」で早めに事前確認してください。


