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第1章

前書き

1.1. 背景
保健についてのインドネシア共和国法令 2009 年第 36 号及び医療機器、体外診断薬及び家庭
用医療機器の流通許可についての保健大臣規則 2017 年第 62 号によると、インドネシアで流
通する医療機器及び体外診断薬については、流通許可を取得しなければならない。流通許可
は、国内で製造又は輸入する医療機器及び/又は体外診断薬の安全性、品質及び効能を保証
するための管理を目的とする。
保健省の組織及び業務手順についてのインドネシア共和国保健大臣規則 2015 年第 64 号によ
ると、医療機器及び家庭用医療機器の管理は、医療機器及び家庭用医療機器の評価分野にお
ける定式化の整備及び指針の施行、基準、標準、手順及び規範の編成、技術指導、監督、監
視、評価及び報告を実施する職務を担当する医薬品医療機器総局に関する医療機器及び家庭
用医療機器評価局の職務及び役割となる。
医療機器の評価における職務及び役割を履行する上で、医療機器及び家庭用医療機器評価局
は、流通許可承認の授与における医療機器及び/又は体外診断薬の安全性、品質及び効能に
対する評価を行う。安全性、品質及び効能に関連した管理及び技術条件に対して評価を行う。
流通許可の取得にあたり、医療機器を登録する事業者は、既に定められた条件を満たさなけ
ればならない。医療機器及び家庭用医療機器評価局は、効率的且つ効果的で、透明性及びア
カウンタビリティのある審査を提供する上で、評価チームが申請書類を評価する上で参考と
なるガイドラインを作成する必要がある。
医療機器及び家庭用医療機器評価局の職務及び役割には、技術指導及び監督の実施が含まれ
る。技術指導の実施は、医療機器及び体外診断薬の安全性、品質及び効能の基準を満たす上
での管理条件及び技術条件に関連して、評価チーム及び申請を行う企業に対して行われる。
1.2. 法的根拠
医療機器及び家庭用医療機器評価局は、医療機器及び/又は体外診断薬の流通許可審査の履
行において、以下の法規則を参照する。
1.

消費者保護についての法令 1999 年第 8 号。

2.

電子情報及び電子取引についての法令 2008 年第 11 号。

3.

保健についての法令 2009 年第 36 号。

4.

医薬品及び医療機器調達確保についての政令 1998 年第 72 号。

5.

保健省に適用される非課税収益の種別及び費用についての政令 2019 年第 64 号。

6.

電離放射線発生源及び核物質の使用承認についての政令 2008 年第 29 号。

7.

保健省についての大統領規則 2015 年第 35 号。
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8.

医療機器及び家庭用医療機器の製造についてのインドネシア共和国保健大臣規則第
1189/Menkes/Per/VIII/2010 号。

9.

医 療 機 器 の 流 通 に つ い て の イ ン ド ネ シ ア 共 和 国 保 健 大 臣 規 則 第
1191/Menkes/Per/VIII/2010 号。

10. 医療機器及び家庭用医療機器の広告についてのインドネシア共和国保健大臣規則 2013
年第 76 号。
11. 保健省の組織及び業務手順についてのインドネシア共和国保健大臣規則 2015 年第 64 号。
12. 医療機器、体外診断薬及び家庭用医療機器の流通許可についての保健大臣規則 2017 年
第 62 号。
13. 良好な医療機器の臨床試験方法についての保健大臣規則 2017 年第 63 号。
14. 保健部門における電子統合的事業者許可審査についての保健大臣規則 2018 年第 26 号。
1.3. 目的
本保健大臣規則 2017 年第 62 号に基づく医療機器評価ガイドラインの目的は、流通許可承認
を取得するための申請手順及び申請条件に関連した、医療機器及び体外診断薬の評価及び検
証を行うために、評価チームが使用する参考資料である。
1.4. 目標
評価チームは、医療機器及び体外診断薬の流通許可申請に対する評価及び検証を行うために
用いることができ、流通許可申請者も使用することができる。

1.5.

適応範囲

保健大臣規則 2017 年第 62 号に基づく医療機器評価ガイドラインは、医療機器及び体外診断
薬の流通許可における手順及び条件を包含する。
1.6. 定義
本ガイドラインにおける定義は、以下のとおりである。
1.

医療機器とは、疾病を予防、診断、治療及び緩和し、病人を看護し、人間の健康を回復
させ、且つ/又は人体の機構を形成し回復させるために使用される、薬品を含まない器具、
装置、機械及び/又は挿入管のことである。医療機器は、受精の抑制、医療機器の消毒、
及び人体からの試料に対する体外診断試験用の体外診断試薬及びキャリブレータ、ソフ
トウェア、単体で又は組み合わせて使用される材料又は物質のことも指し、人体におけ
る主要な働きまでには至らずとも、薬理学的、免疫学的又は代謝の過程を通して望まれ
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る作用又は働きを支援できる薬品を含む場合がある。
2.

体外診断薬とは、人体から採取した血液又は人体組織のドナーを含む各々の試料を検査
するために、その製品の所有者が体外診断として使用する予定である単体、又は、他の
試薬、試薬製品、口径測定器、制御材料、用具一式、器具、装置、機器又はシステムと
組み合わせて使用する、試薬、試薬製品、口径測定器、制御材料、用具一式、器具、装
置、機器又はシステムのことである。その目的は、専ら又は基本的に、レシピエントと
なる見込みのある者に対する血液又は人体組織のドナーの安全性及び適合性を確認する
ために、又は、治療の規模を観察し試料を収容するために、生理学的、病理学的な状態
又は先天性異常による状態に留意しつつ、情報を提供することである。

3.

流通許可とは、製造業者が製造する且つ/又は輸入業者が輸入するインドネシア共和国領
域で流通することになる医療機器及び/又は体外診断薬のための許可のことであり、安全、
品質及び効能により評価される。

4.

以下流通業者と略される医療機器及び体外診断薬の流通業者とは、医療機器及び/又は体
外診断薬の供給、保管、流通、及び受け渡しを行うための資格を有する有限責任会社又
は組合であり、法人の形態を有する会社のことである。

5.

流通資格とは、医療機器及び/又は体外診断薬の流通において医療機器優良流通手順
（CDAKB）を既に実施した医療機器及び/又は体外診断薬流通業者に与えられる資格の
ことである。

6.

製造業者とは、国内において医療機器及び/又は体外診断薬の組み立て及び/又は再梱包
を含む、製造を行うための製造資格を有する企業形態を有する会社のことである。

7.

製造資格とは、医療機器及び/又は体外診断薬産業における開発促進の実施に利用される
製造、製品及び設備の開発及び/又は調査を実施するための承認のことである。

8.

メーカーとは、品質マネジメントシステムを満たした医療機器及び/又は体外診断薬を製
造する国外の会社のことである。

9.

製品所有者とは、製法、デザイン、商品名又は商標の所有者としての法人又は企業の形
態を有する会社のことである。

10. 業主とは、インドネシア国内の医療機器及び/又は体外診断薬輸入業者を指名するために
メーカー又は製品所有者から指名され権限を与えられた、国外のメーカー又は代理店の
ことである。
11. 申請者とは、医療機器及び/又は体外診断薬の流通許可登録を申請する製造業者又は流通
業者のことである。
12. 以下 OEM と略される納入先商標による受託製造とは、流通業者からの注文に基づく製
品所有者の商標を使用した製造業者/メーカーが行う製造活動のことである。
13. 流通業者指名委任状（委任状/LOA）とは、業主又は製造業者が医療機器及び/又は体外
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診断薬の登録のために権限を与える正規代理店（総代理店/独占代理店、正規販売店/独
占販売店）又は流通業者としての指名書のことである。
14. 自由販売証明書（英語：Certificate of Free Sale/CFS）とは、該当する国において医療
機器及び/又は体外診断薬が既に流通許可を取得し自由に販売されていることを明示する、
該当する国の当局が発行する証明書のことである。
15. 品質とは、良好な製造方法、適切な仕様に基づく材料の使用、及び規定された条件の適
合により評価される製品品質の指標のことである。
16. 表記とは、包装に貼付又は包装内に挿入した、若しくは容器及び/又はその包装の一部と
なる図、色、文章又はそれらの組み合わせ又はその他の形態の、誤解をまねくことの無
い客観的且つ漏れの無い説明のことである。
17. 付属品とは、その使用目的に応じて用いられる、該当する特定の医療機器及び/又は体外
診断薬を起動したり、補助したりするために共に使用するものであり、製品所有者が特
別に指定する。
18. 正規代理店/正規販売店/独占販売店とは、インドネシア共和国領域内において医療機器
及び体外診断薬の登録及び流通を行うために製造業者、メーカー又は業主が代理として
指名する流通業者のことであり、その指名は、製造業者、メーカー又は業主のため、そ
の名義により活動する際に与えられる特定の権限の付与を伴う命令/承認に基づいて行わ
れる。
25. 製造とは、医療機器及び/又は体外診断薬を製造するための作製、処理、梱包、及び/又
は組み立て作業のことである。
26. 組み立てとは、分解された製品、半完成品、及び/又は国産部品及び/又は輸入部品から
成る部品により、医療機器及び/又は体外診断薬を製作する一連の作業のことである。
27. 再梱包とは、原材料/製法、仕様及び製品の用途を変更すること無く行われる梱包、ラベ
ル貼付及び表記などの一連の製品作製作業のことである。
28. 大臣とは、保健分野における行政業務を遂行する大臣のことである。
29. 総局長とは、その職務及び責任が医薬品及び医療機器の分野である保健省の総局長のこ
とである。
30. 局長とは、その職務及び責任が医療機器及び家庭用医療機器の評価分野である保健省の
局長のことである。
31. 評価者及び検証者により構成される評価チームとは、医療機器及び/又は体外診断薬の流
通許可申請に対して評価及び検証を行うチームのことである。
32. 非課税収益（PNBP）管理者とは、現行の法規則に基づき医療機器及び家庭用医療機器
評価局での許可に関連した請求書の作成、支払いの確認、非課税収益の管理の責任を持
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つ職員のことである。
33. 技術責任者とは、医療機器及び/又は体外診断薬の分野における教育及び経験を有する医
療従事者又はその他の職員のことである。
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第2章

医療機器流通許可の申請手順

本保健大臣規則 2017 年第 62 号に基づく医療機器評価ガイドラインは、新規の流通許可登
録、流通許可の延長、流通許可の変更及び延長を伴う流通許可の変更を含む、医療機器及び
/又は体外診断薬の流通許可の手順及び条件に関する情報で構成されている。
2.1. ユーザーID 及びパスワード
医療機器及び/又は体外診断薬の流通許可申請は、www.regalkes.kemkes.go.idのサイトを通
して電子的に行うことができる。申請企業は、医療機器及び/又は体外診断薬の流通許可申
請を行う前に、企業のユーザーID 及びパスワードを取得するために、「e-regalat kesehatan」
のサイトに企業登録を行わなければならない。申請者がユーザーID 及びパスワード取得後に
最初に行うことは、企業登録データ入力項目を入力することであり、その後、新規申請、延
長、変更及び変更を伴う延長を含む、医療機器及び/又は体外診断薬の流通許可を申請でき
る。
A.

手順

申請者のユーザーID 及びパスワードを取得するための手順。
1.

申請者のブラウザ上のアドレスバー欄にあるオンラインシステムを通して、医療機器許
可申請のサイトアドレスである www.regalkes.kemkes.go.idを入力する。
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2.

サイトアドレスを入力後、図 1 のようなサイトの最初のページが表示される。

図 1.

オンライン登録サイトの最初のページの画面

3.

次に、サイトの最初のページ右上にある「登録」をクリックする。

4.

企業データの様式に入力する。企業データの様式が入力され、職員が確認した後、申請
者は、新規企業登録を行った際に使用したメールアドレスによりユーザーID 及びパスワ
ードを取得できる。企業データの様式の確認結果が一致しない場合、申請者には、拒否
を通知するメールが送られ、訂正を行うことができる。
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図 2.

企業ユーザーID 登録様式の画面
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5.

ユーザーID 及びパスワードを取得した後、申請者は、医療機器及び/又は体外診断薬の
登録を申請できる。

B.

アカウントを取得していない企業のデータ入力項目

1.

企業データ
a.

事業基本番号（NIB）。オンラインシングルサブミッション（OSS）システムが付
与する事業基本番号を入力する。事業基本番号入力後、以下のデータがシステムに
より、自動的に入力される。
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

企業名。
課税番号（NPWP）。
事業体。
公証人証書番号。
公証人証書の日付。
投資の分類。
役員名。
企業の住所。
企業の電話及びファックス番号。
企業のメールアドレス。

b.

事業の分類。事業の種類を選択することにより入力する。申請者が選択できる事業
の分類は、「製造業者、流通業者（PAK）、及び家庭用医療機器輸入業者」の 3 種
類である。

c.

商業許可証（SIUP）番号。申請者が所有する商業許可証番号を入力する。

d.

商業許可証発行日。商業許可証が発行された日を入力する。この発行日は、日付入
力様式に基づき「年年年年－月月―日日」により日付を入力する方法と、既にサイ
トにあるカレンダー機能から直接日付を選択する方法の 2 つの方法で入力できる。
申請者がキーボード入力の方法で日付を入力したい場合は、申請者は、「年年年年
－月月―日日」の様式に従わなければならない。説明：T：年、B：月、H：日。

e.

TDI/IUI。企業が所有する工業登録証又は工業事業許可の番号を入力する。

f.

データ真正性宣言書。申請者は、アプリケーションにデータ真正性宣言書をアップ
ロードしなければならない。
－ 申請者は、データ真正性宣言書の全てのデータを入力しなければならい。
－ 全てのデータが完全且つ正確に入力された後、申請者は、データ真正性宣言書
のワードファイルの全てのデータを印刷しなければならない。
－ 企業の代表者及び技術責任者は、印刷した通知書に署名をし、6,000 ルピアの
収入印紙を貼付しなければならない。
－ 通知書は署名後、3 か月間有効となる。
－ 次に、申請者は、通知書を医療機器及び家庭用医療機器オンライン登録アプリ
ケーションにアップロードしなければならない。
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－ データ真正性宣言書をアップロードするため、「ファイルを選択する」のボタ
ンを使用する。
g.
h.

2.

3.

4.

技術責任者。企業の技術責任者の氏名を入力する。
教育。企業の技術責任者が有する最高学歴を選択肢の中から一つ選択する。本欄内
にある学歴の選択肢は、「調剤技師、3 年制専門学校卒業、4 年制大学卒業、専門
及び大学院修了」である。

倉庫のデータ
a.

電話番号。企業の倉庫にある使用可能な電話番号を入力する。

b.

住所。企業が所有する倉庫の住所を入力する。本住所には、県/市/州を入力しては
ならない。

c.

州。登録されている州を一つ選択し入力する。選択する州は、企業が所有する倉庫
の住所と一致していなければならない。

d.

県/市。登録されている県/市を一つ選択し入力する。

e.

郡/町。登録されている郡/町を一つ選択し入力する。

事業所のデータ
a.

電話番号。企業の事業所にある使用可能な電話番号を入力する。

b.

住所。企業が所有する事業所の住所を入力する。本住所には、県/市/州を入力して
はならない。

c.

州。登録されている州を一つ選択し入力する。選択する州は、企業が所有する事業
所の住所と一致していなければならない。

d.

県/市。登録されている県/市を一つ選択し入力する。

e.

郡/町。登録されている郡/町を一つ選択し入力する。

申請担当者のデータ
a.

ユーザーID。医療機器及び家庭用医療機器オンライン登録アプリケーションのログ
インのページにアクセスするために、申請者が使用するユーザーID を入力する。

b.

名前。医療機器及び家庭用医療機器オンライン登録アプリケーションの登録を行う
担当者の名前を入力する。

c.

役職。医療機器及び家庭用医療機器オンライン登録アプリケーションの申請者の役
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職を入力する。
d.

携帯電話番号。企業が所有する有効な携帯電話番号を入力する。

e.

メールアドレス。申請者が所有する有効なメールアドレスを入力する。

f.

カラー証明写真。医療機器及び家庭用医療機器オンライン登録アプリケーションに
流通許可申請を行う責任を持つ担当者の、5 MB のファイルサイズを最大とするカ
ラー証明写真をアップロードすることにより、入力する。

g.

任命書。申請者は、家庭用医療機器流通許可申請の過程を実施する職務を持つ企業
のスタッフのために、任命書をアップロードしなければならない。

h.

登録データを保存するために「登録」ボタンを選択する。全ての登録データが入力
指示に従い漏れなく正確に入力された後、申請者は、「登録」ボタンを選択できる。

i.

次に、アプリケーションにより、「企業データは正しく入力されました。データは
検証され、登録された携帯電話番号にメールと SMS により通知が送信されます。」
と記載された情報ダイアログボックスが表示される。

図 3.

企業データが正しく入力されたことを示すダイアログボックスの画面
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j.

通知メール及び SMS は、登録された企業のメールアドレス及び携帯電話番号に送
信される。下図にある企業登録通知メール及び SMS 画面がある。

図 4.

登録受理通知メールの画面
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図 5.
C.

登録受理通知 SMS の画面

アカウントを既に取得している企業のデータ入力項目の変更

申請者は、企業、倉庫、事業所及び担当者のデータに対して変更を行う場合、医療機器及び
家庭用医療機器評価局長宛てにデータ変更申請書を提出できる。
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2.2. 新規流通許可申請
医療機器及び/又は体外診断薬の新規流通許可申請は、www.regalkes.kemkes.go.idのオンラ
インサイトを通して電子的に行われる。登録段階での評価結果として、デジタル流通許可証
による流通許可の承認、データの追加、及び申請者が定められた条件を満たせない場合にお
ける却下通知書を挙げることができる。
A.

手順

医療機器及び/又は体外診断薬の新規流通許可登録の段階は、以下のとおりである。
1.

申請者は、登録様式に漏れなく入力する。様式 A から様式 E までは、
www.regalkes.kemkes.go.id内の登録システムの条件に応じて電子的に記入する。

2.

申請者は、独自に製品リスククラスを定め、非課税収益支払いのための請求コードを自
動的に取得する。

3.

申請者は、請求コードを取得してから 7 日以内に非課税収益の支払いを行い、支払証明
をアップロードする。その後、申請は、電子登録システムを通して非課税収益管理者へ
と送信される。

4.

非課税収益管理者は、非課税収益の支払証明を確認する。誤りが無い場合、申請は、評
価チームに送られ、評価及び検証が行われる。

5.

a.

評価チームは、申請者が定めた製品リスククラスに対する申請ファイルの評価及び
検証を行う。

b.

申請者が定めたリスククラスが、実際のリスククラスより低い場合、申請ファイル
は、申請者へ返却される。
次に、申請者は、申請者のアカウントへ送られた通知メールを通して、追加の非課
税収益を支払うため新規の請求コードを取得する。申請者は、追加の非課税収益を
支払う。本過程においては、医療機器及び/又は体外診断薬の安全性、品質及び効能
の条件に対する評価及び検証は行われていない。
その後の過程は、段階 3 から段階 4 までに従う。

c.

申請者が定めたリスククラスが、実際のリスククラスより高い場合、申請ファイル
は、実際のリスククラスに応じて処理される。過剰に支払われた非課税収益は、返
金又は他の申請に流用できない。

d.

製品リスククラスが正しく定められている場合、医療機器及び/又は体外診断薬の安
全性、品質及び効能の条件に対する評価及び検証が行われる。

管理及び技術条件を満たしていると判断される申請ファイルに対する評価及び検証が行
われた後、流通許可のドラフトは、登録されている企業の連絡先宛へのメール及び SMS
による通知として申請者に送られる。次に、申請者は、流通許可のドラフトを調査し、
その調査結果を 24 時間以内に返信しなければならない。
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a. 申請者が、ドラフトについて正しいと判断する場合、流通許可発行の過程へと移行
する。
b.

申請者が 24 時間以内に返信を行わない場合、自動的にその流通許可のドラフトに
同意したものとみなされる。

c.

申請者が、ドラフトについて誤りがあると判断する場合、申請者は、「修正」を選
択することで修正を申請できる。以下の誤記についての修正を行うことができる。
－ 製品名。
－ 型式。
－ 包装。
－ 工場名。
－ 工場所在国（輸入製品）又は州（国内製品）。
－ 流通業者の住所（州）。
－ 流通許可の有効期限。
申請者が提案する修正は、流通許可申請内の書類に応じて評価される。評価チーム
が、修正の申請における可否を決定する。修正の過程が終了した後、流通許可が発
行される。

6.

評価チームが評価及び検証結果に不足があるとみなす場合、その結果は、登録されてい
る企業の連絡先宛へのメール及び SMS による通知として申請者に送られる。申請者に
は、申請を補足するために、その通知日から最長 10 日の期間が与えられる。定められ
た期限までに申請の補足が行われない場合、該当する申請は、期限切れとなる。期限切
れとなった申請に対しては、非課税収益費用の返済は行われない。

7.

評価及び検証が行われた後、管理及び/又は技術条件に対して補足が必要な場合、条件補
足追加に関する通知が登録されている企業の連絡先宛へのメール及び SMS により、申
請者に送られる。申請者には、条件補足追加に関する通知に対して、条件を補足するた
めに、最長で以下の期間が与えられる。
－ A、B 及び C クラスについては、通知日から 10 日。
－ D クラスについては、通知日から 15 日。
定められた期限までに申請の補足が行われない場合、該当する申請は、期限切れとなる。
期限切れとなった申請に対しては、非課税収益費用の返済は行われない。

8.

安全性、品質及び効能の条件補足追加に対する評価チームの再評価及び検証の期間は、
条件補足がアップロードされ評価チームに送られた日から 10 日間である。

9.

評価及び検証結果に基づき、安全性、品質及び効能の条件を満たさない申請には、却下
通知書が発行される。却下された申請に対しては、非課税収益費用の返済は行われない。

10. 申請者は、デジタル署名された流通許可又は却下通知書の発行のために、登録されてい
る企業の連絡先宛へのメール及び SMS により、通知を受け取る。

15

11. 申請者は、www.regalkes.kemkes.go.id のオンラインサイトを通して、電子的に流通許
可又は却下通知書をダウンロードできる。
B.

審査期間及び審査費用

流通許可申請過程の審査期間及び審査費用は、該当する医療機器及び体外診断薬のリスクク
ラスに基づき定められる。流通許可申請過程の審査期間は、リスククラスに基づき申請が評
価チームに送られた日から数えられる。医療機器及び体外診断薬の流通許可申請における非
課税収益費用は、現行の規定に基づく。
表 1.

新規流通許可申請過程の審査期間及び審査費用

登録
クラス

条件補足追加

条件補足追加に対
する評価

費用

国内

輸入

1.A

10 日

15 日

10 日

10 日

1,500,000 ルピア

2.B

20 日

30 日

10 日

10 日

3,000,000 ルピア

2.C

20 日

30 日

10 日

10 日

3,000,000 ルピア

3.D

30 日

45 日

15 日

10 日

3,000,000 ルピア
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C.

新規流通許可条件

新規の医療機器及び/又は体外診断薬における流通許可条件を添付するが、その中のいくつ
かの条件は以下のとおりである。
1.

企業名、商品名、分類、副分類、製品の種別、クラス、リスククラス、タイプ/寸法、内
容量、工場名およびその住所を含む登録様式。

図 6.

国内製品の新規登録様式の画面
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図 7.
2.

輸入製品の新規登録様式の画面

様式 A は、次の管理データを含む。製造許可証（国内製品、及び/又は国内にて再梱包さ
れる輸入製品）、医療機器流通許可証（輸入製品）、委任状（輸入製品）、自由販売証
明書（輸入製品）、ISO 13485 認証、エグゼクティブサマリー、製品適合宣言書（国内
製品）、製造業者からの適合宣言書（輸入製品）、代理店販売権放棄宣言書（輸入製
品）、商標特許宣言書又は商標証明書（国内製品及び OEM 製品）、書類真正性宣言書。
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図 8.

A20 様式の画面
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3.

様式 B は、次の製品情報を含む。機器の説明、機器の説明及び特徴、使用目的、表示、
使用指示、禁忌、警告（ある場合）、望まれる効果が生じる可能性 注）、代替療法、材
料、工場情報、製造工程。
注）後述の表 2 では「望ましくない効果が生じる可能性」との記載がある

図 9.

B 様式の画面
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4.

様式 C は、次の仕様情報及び品質保証を含む。機器の機能特性及び技術的性能仕様、設
計検証及び検証書類の概要（滅菌電気医療製品ではないもの）、前臨床試験、ソフトウ
ェア検証試験結果（適用できる場合）、生体材料を含む機器の調査結果、臨床的証拠、
調査及び機器リスク調査の結果（D クラス）、原材料の仕様及び/又は条件、包装の仕様
（体外診断薬）、調査及び/又は臨床試験結果のデータ（体外診断薬）、臨床試験結果及
び機器安全試験結果。

5.

様式 D は、次の表記を含む。包装上の情報を含む機器図及び完全な包装レイアウトの形
態による表記/包装例、インドネシア語及び英語による使用指示、製造コードに関する説
明、及び付属品表（ある場合）。

6.

様式 E は、次の市販後評価を含む。使用された手順及び記録システム、苦情対応、有害
事象の報告及び製品回収手順（B、C、D クラス）。表 2 に、要件を示す。
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図 10.

C 様式の画面
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図 11.

D 様式の画面

図 12.

E 様式の画面
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表 2.
No

新規流通許可申請条件

条件

説明
様式 A
説明：
1. 国内製品、及びインドネシア国内にて再梱包され
る輸入製品に限る。
2. 依然として有効である。
3. 登録する製品種別を記載する。

1

製造許可証

2

流通許可証又は医療機器 説明：
流 通 業 者 許 可 証 1. 以下の登録する医療機器及び/又は体外診断薬のグ
（IPAK）
ループを記載する。
a. 非滅菌非電気医療機器、
b. 滅菌非電気医療機器、
c. 非放射線電気医療機器、
d. 放射線電気医療機器、又は
e. 体外診断用。
2. 依然として有効である。

3

流通業者又は正規代理店 説明：
と し て の 任 命 書 （ 委 任 1. 前述の任命書には、代理店販売する医療機器及び/
状、LOA）
又は体外診断薬の商品/商標名及び種別を記載しな
ければならない。
2. 製造業者/メーカー/業主が流通業者に対して作成す
る任命書の有効期限は、最短 2 年、最長 5 年の代
理店契約であり、（輸入製品の場合）製造国のイ
ンドネシア共和国政府代理により、又は（国内製
品の場合）公証人により公認されなければならな
い。
3. 任命書が流通業者を代理店として指名していると
言及している場合、流通業者又は非独占販売店
は、医療機器及び/又は体外診断薬をインドネシア
共和国保健省に登録するために、医療機器の名称
に言及しなければならない。
4. 任命書に記載されている代理店契約の有効期限
は、流通許可の有効期限を定める参考となる。代
理店としての指名には、有効期限が定められてい
なければならず、最長 5 年であるが、提携企業か
らの製品で、任命書に代理店契約の有効期限が無
い、又は 5 年以上である場合も、流通許可は指名
日から数えて 5 年間有効である。
5. 任命書が 5 年を超える代理店契約期限を定めてお
り、依然として有効である場合、製品代理店契約
に関連する製造業者/メーカー/業主からの宣言書を
添付しなければならない。流通許可の有効期限
は、該当する宣言書の日付から数えられる。
24

メーカーの名称及び/又は住所が業主のものと異な
る場合、メーカーと業主との協力関係証明書を添
付するものとする。
7. 製造業者、メーカー又は業主からの一つの商品/商
標名が付された一つの製品種別は、一社の流通業
者が代理販売できる。
8. 輸入 OEM 製品における流通許可の有効期限は、流
通許可の承認から数えて最長 3 年間である。
9. インドネシアの企業から国外のメーカーへの OEM
製品は、該当する製品の製作提案をインドネシア
国内で添付しなければならない。
10. インドネシアの企業から国外のメーカーへの OEM
製品は、該当する製品の製作提案を添付しなけれ
ばならない。任命書が流通業者を代表（代理店）
として指名していると言及している場合、流通業
者又は非独占販売店は、医療機器及び/又は体外診
断薬をインドネシア共和国保健省に登録するため
に、製造業者/メーカー/業主からの委任状を添付
し、登録する製品名に言及しなければならない。
11. OEM 製品は、OEM の製造業者/メーカーが所有す
る同種製品と異なるデザイン及び型式を有してい
なければならない。
6.

4

自由販売証明書
説明：
（ 英 語 ： Certificate of 1. 自由販売証明書を発行する権限を持つ機関とは、
Free Sale/CFS）
保健省又は、メーカー所在国の保健省、保健部
門、医薬食品局、認定機関である。
2. 自由販売証明書には、製品名、メーカーの名称及
び住所、及び有効期限を記載しなければならな
い。
3. 該当する登録製品が、製造国において、医療機器
及び/又は体外診断薬に含まれない場合、該当する
製品が医療機器及び/又は体外診断薬ではないと言
及する製造国の保健省からの証明書を添付する
か、他の国の権限を持つ機関又はその他の機関が
発行する自由販売証明書を添付しなければなら
ず、該当する製品を製造する工場名及び製造国を
記載しなければならない。
4. 輸入する医療機器及び/又は体外診断薬がメーカー/
業主の所在国において登録及び流通されていない
場合、メーカーの名称及び住所の記載と共に、そ
の登録システムが許可されている医療機器及び/又
は体外診断薬登録システムを持つ他の国が発行す
る自由販売証明書を添付しなければならない。
5. 自由販売証明書には、登録する製品の名称及びタ
イプ/寸法を記載しなければならず、登録する商品
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6.

7.

のタイプが複数ある場合、自由販売証明書に登録
する製品を印付ける。
製品所有者（公認製造業者）及び医療機器及び/又
は体外診断薬を製造するメーカー（製造場所）が
異なる場合、該当する製品所有者及び製造するメ
ーカーの名称を、自由販売証明書に記載しなけれ
ばならない。
自由販売証明書に登録する製品名が記載されない
場合、商標所有証明書を添付する。

5

製品基準に適合している 説明：
ことに言及する証明書及 1. 認定された認証機関が発行する ISO 9001（A クラ
ス、国内製品、及び製造国において医療機器では
び書類
ないものに限り許可される）。
2. 認定された認証機関が発行する ISO 13485。
3. 医療機器優良製造手順証明書（国内製品に限る）
4. 表記に番号が付された CE マーキングの記載があ
り、義務番号を有する CE 認証。
5. 前述の証明書には、自由販売証明書と一致した製
造業者/メーカーの名称及び住所が記載されてい
る。
6. 依然として有効である。
7. 適用範囲は、登録する医療機器又は体外診断薬の
種別を包含する。

6

製品独占販売権の概要

簡潔な製品説明、使用目的、及び構成部品又は製法、
加えてマーケティング又は製品使用の経歴を含む製品
に関する概要。

7

DoC（適合宣言書）

説明：
1. 輸入製品については、登録する医療機器に適用さ
れる医療機器の基準に適合していることを宣言す
る、製造業者/メーカーからの宣言が必要である。
2. 国内製品については、使用される基準に対する製
品適合宣言書及びその基準の写しが必要である。
例としては、インドネシア国家規格製品、ISO 製
品、薬局方、等である。

8

－代理店販売権を放棄す
る意志があることを宣
言する通知書
－商標証明書

登録し代理店販売を行う製品説明において、第三者が
法的優先権を持つ場合、代理店販売権を放棄する意志
があることを宣言した通知書。以下の規定が適用され
る。
1. 6,000 ルピアの収入印紙を貼付する。
2. 署名後から数えて 3 か月有効であるという内容の
宣言書。
3. 最多 5 つの登録する製品の商品名と共に、製造業
者/メーカーの名称及び住所を記載する。
4. 流通許可証及び/又は製造許可証内に記載されてい
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る内容と一致した、申請者の名前及び役職、企業
の住所を記載し、企業の代表者が署名する。
以下の規定が添付された商標証明書。
1. 独自の商標を使用する国内製品又は輸入 OEM 製品
については、商標及び商標所有者名を記載した法
務人権省からの商標証明書を添付する。
2. 依然として有効である。
3. 商標証明書が発行手続中である場合、商標登録申
請の受理証明書、及び該当する商標において法的
優先権を持つ第三者が存在する場合、商標を放棄
し、流通許可を返却する意志があることを宣言
し、企業の代表者が署名し、6,000 ルピアの収入印
紙を貼付した通知書を添付しなければならない。
4. 登録する商標が申請者の所有するものでない場
合、6,000 ルピアの収入印紙を貼付した商標使用委
任状を添付しなければならない。
9

書類真正性宣言書

説明：
1. 6,000 ルピアの収入印紙を貼付する。
2. 流通許可申請提出日より数えて 3 か月前から有効
であるという内容の宣言書。
3. 最多 5 つの登録する製品の商品名と共に製造業者/
メーカーの名称及び住所を記載する。
4. 流通許可証及び/又は製造許可証内に記載されてい
る内容と一致した、申請者の名前及び役職、企業
の住所を記載し、企業の代表者が署名する。
様式 B

1

機器の説明

登録する製品に関連した説明。

2

機器の説明及び特徴

登録する製品の特長に関連した説明。

3

使用目的

製造業者/メーカーが定め、インドネシア語で記載し
た、登録する製品の使用目的についての説明。

4

症状

登録する製品の使用により診断、治療、予防、又は改
善できる疾病又は状態についての一般的な説明。

5

使用指示

該当する製品を適正且つ安全に使用するために必要な
製品使用指示（インドネシア語による）。

6

禁忌

登録する製品で、その効能よりも大きいリスクが生じ
る可能性があるため、使用してはならない患者の疾病
又は状態に関するインドネシア語で提出すべき情報。

7

警告

登録する製品で、使用者が使用前に知るべき必要があ
る発生する可能性のある危険に関するインドネシア語
で提出すべき情報。

8

注意点

以下についてのインドネシア語で提出すべき情報。
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1.
2.

3.

登録する商品を使用する際に、その安全及び効能
を保証するために注意すべき事項。
患者/使用者に対する効果で、生命を脅かす又は重
体に陥る可能性は無いが、製品使用者が知るべき
必要のあるそれを避けるために行うべき事柄。
医療機器の使用者が、登録する製品の使用又は誤
用により生じる望ましくない効果に警戒する上で
注意すべき事柄。

9

望ましくない効果が生じ 患者又は使用者に対する望ましくない効果で、深刻な
る可能性
結果（死亡、後遺症、又はその他の深刻な事故）が生
じる可能性、又は通常の製品使用で生じる副作用。製
品使用指示（使用指示）に基づき、望ましくない効果
が生じる可能性をインドネシア語で記載すること。

10

代替療法

代替療法に関する説明（ある場合）。

11

材料

以下の情報を提出しなければならない。
1. 使用する原材料/製法/構成要素名。製法に関する情
報は、100%までの定性的及び定量的情報を提出す
る。
2. 提出する情報には、医療機器構成要素の化学物
質、生物学的、物理的特性を完全な形で含めなけ
ればならない。
3. 国内製品については、原材料の取得場所（国内又
は国外）についての情報を提出する。
4. 体外診断薬については、安全データシート(MSDS)
を添付しなければならない。

12

工場情報

製造業者/メーカーに関連したプロフィール又は情報。

13

製造工程

製造工程に関しては、以下の情報を提出しなければな
らない。
1. 原材料から完成品の出荷までの製造工程フローチ
ャート。
2. フ ロ ー チ ャ ー ト に は 、 試 験 段 階 又 は 品 質 管 理
（QC）工程が含まれる。品質管理/機器試験に関
連した工程は、製造工程フローチャートから認知
できなければならない。
様式 C

1

機能特性及び技術的性能 以下の情報を提出する。
1. 技術的仕様は、製造する製品の機能特性であり、
仕様
製品の主要原則との適合性を証明するためのもの
である。
2. 製品適合性のパラメータには、次のものが含まれ
る。製品図、科学的仕様、物理的仕様、電気的仕
様、機械的仕様、生物学的仕様、ソフトウェア仕
様、安定性仕様、及び信頼性仕様が含まれる。
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2

前部にて記載されていな 前部にて記載されていない機器特性に関する重要な情
い機器特性に関する追加 報。主要原則との適合性を証明するために必要な情
情報
報。

3

設計検証及び検証書類の 機器の複雑度及びリスク度に応じて必要とされる概
概要
要、参照、又は設計検証、及び設計検証データを含
む。
一般的に、本書類には、以下が含まれる。
1. 工場が使用する条件となる基準に対する適合宣
言。
2. 適合性を証明するための工場からの基準、方法及
び試験に基づく、又はその他の方法による試験又
は評価結果の概要。
滅菌非電気医療機器の滅菌工程検証には、以下の規定
が適用される。
1. 工程のプロトコルから最終結果が得られるまでの
滅菌工程全てのデータから成る。
2. 第三者が行う場合、滅菌設備証明書（ノーティフ
ァイドボディからの ISO 滅菌設備）及び第三者か
らの滅菌試験結果の概要を添付するものとする。
3. 国内製品については、滅菌する製品名を記載した
滅菌施設が発行する滅菌共同契約書を追加する。
4. 滅菌工程検証は、随時（全てのバッチ）製造する
製品の結果が常に既に定められた滅菌基準を満た
していることを保証する。要求される書類には、
検証のプロトコルから、使用される方法、該当す
る滅菌結果に至るまでの全ての情報を含めなけれ
ばならない。

4

前臨床試験

提出するデータ/情報には、以下を含めなければならな
い。
1. 生体適合性とは、体内における適用に調和した生
物学的反応を引き起こしうる物質の能力のことで
ある。ある材料が人体の生物学的機能に対して毒
性作用を持たないことを知るために、その材料の
構成要素を試験し、人体に受け入れられるか、及
び毒性を示す可能性の有無を確認する。調査は、
優良試験手順に従って行わなければならない。調
査には、医療機器又は体外診断薬の工場が発行す
る目的、方法論、結果及び結論を含めなければな
らない。
2. 詳細には、医療機器又は体外診断薬に対して行う
全ての生体適合性試験が含まれていなければなら
ない。例としては、遺伝毒性試験、細胞毒性試
験、感作性試験及び登録する医療機器に適用され
るその他の生体適合性試験であり、少なくとも完
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3.

4.

5.

6.

成品に対して実施しなければならない。大きく異
なる全ての材料は、マーキングできなければなら
ない。試験場所、結果、データ分析の情報を提出
しなければならない。
同一の製造業者の製法又は構成要素が同じ製品に
ついては、製法又は構成要素が同じ他の製品にお
ける生体適合性試験結果データを、登録する製品
の根拠として添付できる。
必要に応じて、完全に揃った前臨床物理的試験の
データがなければならない。本報告には、目的、
方法論、医療機器及び構成要素の物理的調査全体
に対する医療機器の工場が発行する結果及び結論
を含めなければならない。
物理的試験は、生理学的圧力、望まれない状態又
は体勢、長期使用及び失敗の原因となりえる全て
の事項に対する機器の対応能力を想定するために
行わなければならない。人間に対する効果の可能
性を支持する、動物への前臨床試験は、報告しな
ければならない。
調査の結論には、動物の体液及び組織に対する医
療機器の相互作用、及び実験動物における機器の
機能的効果を含めなければならない。
特定の実験動物を選んだ根拠（及び制限）を説明
しなければならない。

5

ソフトウェア検証試験結 説明：
1. 医 療 機 器 のソ フ ト ウェア （ 英 語 ： software ）と
果
は、医療機器の定義を満たすソフトウェアのこと
である。
2. このソフトウェアは、単独のソフトウェア（スタ
ンド・アロン・ソフトウェア）である。
3. ソフトウェアの検証とは、ソフトウェアがその仕
様及び条件を満たしていることを確認するために
行うソフトウェア調査の結果である。
4. 医療機器又は体外診断薬を製作するためのソフト
ウェア及び医療機器又は体外診断薬を操作するた
めに用いるソフトウェアは、医療機器のソフトウ
ェアには含まれない。

6

生体材料を含む機器の調 説明：
1. 提出する結果は、感染させるリスクを有する材料
査結果
に関係する測定の妥当性を含む、調査結果であ
る。
2. ドナースクリーニング及びその採取方法を説明し
なければならない。工程検証結果は、製造工程が
既に生物学的リスクを最小限にできていることを
示すために必要である。
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3.

7

臨床的証拠

動物由来の製品（例：縫合糸）は、当局が発行す
る材料として使用された動物が疾病にかかってい
ないことを宣言する証明書を添付しなければなら
ない。

規定：
1. 本部分は、機器の臨床的評価において、どのよう
に主要原則の条件が満たされたかを説明する。適
用できる場合、本評価は、体系的な文献調査、同
種の機器における臨床的証拠、又は臨床的調査の
実施という形態も可能である。
2. 製造業者/メーカーからの臨床的証拠が無い場合、
臨床的調査が必要である。
3. エイズ用体外診断薬のためのエイズ用製品には、
ドクター・チプト・マングンクスモ国立病院から
の臨床試験結果を添付しなければならない。
文献一覧の使用における規定は、以下のとおりであ
る。
1. 機器の安全性及び効率を支持するため、工場が使
用する全ての文献調査の写し又は文献一覧が必要
である。本文献一覧は、有効且つ妥当な参照部分
となる。
2. 効果に関する臨床的証拠は、国内又は国外で使用
する機器に対する調査を含む。臨床的証拠は、共
同調査による科学文献に関係する出版物から取得
できる。
3. 臨床的証拠の書類には、目的、方法論、及び明快
且つ意義のある臨床試験範囲に応じた結果を含め
なければならない。
4. 臨床試験結果からの結論は、出版されている文献
に応じた討議から始めなければならない。

8

機器のリスク調査

リスク調査を含む機器のリスクマネジメントは、国際
基準又は認められているその他の基準に基づき、機器
の複雑度及びリスク度により調整されなければならな
い。

9

リスク調査の結果
（D クラスに限る）

1.

2.

3.

医療機器からの直接的なリスクではなく、後遺症
の原因又は使用者に関係する危険の原因となりえ
る可動部分など、付随機器からの危険から生じる
リスク。
リスクに対する評価を機器の利点と比較し、許容
される範囲までリスクを軽減するために用いる方
法を、詳細に説明しなければならない。
リスク調査を行う者又は組織について、明確に言
及しなければならない。
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4.

リスク調査に用いる技術については、該当する調
査が関係する機器及びリスクに対して妥当である
ことを確認するために詳細に言及しなければなら
ない。

10

原材料の仕様又は条件

以下の条件を適用しなければならない。
1. 医療機器及びクラス C 及び D の体外診断薬製品の
原材料については、調査証明書又は分析証明書
（CoA）。
2. 医薬品とのコンビネーションプロダクト又は活性
物質を含む製品は、使用する医薬品原材料の分析
証明書、及び医薬品の薬理学的試験結果を添付す
る。

11

包装の仕様

以下の条件を適用しなければならない。
1. 包装の種別、材料、寸法及び色（例：5 mL のガラ
ス製ボトル、無色）
2. 一次及び二次包装の原材料（例：ポリ塩化ビニ
ル）
3. 体外診断薬に限る。

12

調査及び/又は臨床試験 以下の条件を適用しなければならない。
結果のデータ（体外診断 1. 完成品の特性評価（性能特性評価）には、次が含
薬）
まれる。方法/手順、結果（特殊性、感度、及び正
確さ）、及び結論。
2. 安定性のデータは、方法/手順、結果、及び結論を
含む。安定性のデータは、品質説明と調和して実
時間安定性（実際の時間に基づく安定性）、オー
プンバイアル/オンボード安定性（繰り返し使用で
きる製品の安定性）、及び発送安定性（流通過程
内における安定性）に基づき作成できる。

13

調査試験結果又は臨床試 以下の条件を適用しなければならない。
験結果及び機器安全試験 1. 電気/電池を動力源とする機器には、認定された試
験研究機関又はノーティファイドボディが発行す
結果
る IEC 60601（医療機器の電気的安全基準）を添
付しなければならない。マッサージ器/マッサージ
チェアにおいてのみ、認定された試験研究機関又
はノーティファイドボディが発行する IEC 60335
の証明書及び試験結果、医療機器ソフトウェアに
おいてのみ、認定された試験研究機関又はノーテ
ィファイドボディが発行する IEC 62304 の証明書
及び試験結果を添付しなければならない。体外診
断薬（器具）は、認定された試験研究機関又はノ
ーティファイドボディが発行する IEC 61010 の証
明書及び試験結果を満たさなければならない。
2. 電離放射線を含む/放射する製品（例：X 線装置、
CT スキャン）は、原子力監督庁（BAPETEN）が
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

発行する有効な原子力利用許可証を添付し、登録
する名称及びタイプを記載しなければならない。
メーカーの品質管理（QC）部門が発行する機能試
験、性能試験又は完成品の分析証明書による医療
機器試験結果のデータ。完成品試験結果のデータ
は、実施された試験種別、メーカーの指標/仕様/基
準、試験結果及び結論を含めなければならない。
分析証明書は、発行から 1 年間有効である。
注射器製品は、許可及び/又は既に認定されている
インドネシア国内の研究所からの滅菌試験結果を
提出する。
コンドーム製品は、許可及び/又は既に認定されて
いるインドネシア国内の研究所からの耐破壊試験
及び漏れ試験結果を提出する。
ガーゼ製品、脱脂綿製品、大人用おむつ、女性用
ナプキン、ナプキンは、許可及び/又は既に認定さ
れているインドネシア国内の研究所からの吸収力
試験及び蛍光検査結果を提出する。
抗微生物物質（消毒薬）を含む製品は、提出する
製品説明と一致した微生物に対する試験結果を添
付しなければならない。
インドネシア国内の認定された研究所が発行する
試験結果証明書に有効期限が記載されていない場
合、発行日より 2 年間がその有効期限となる。
様式 D

1

表記例

説明：
1. 完成品の包装デザイン、機器包装、製品及び/又は
包装に貼付する表記となる。
2. 一次及び二次包装を含む包装に貼付する印刷、記
載又は図における製品情報。
3. 一次包装に無い全ての包装表記は、二次包装に正
確且つ容易に読める仕方で記載しなければならな
い。
4. 表記例を物理的に添付するのが物理的に不可能な
場合（例：機械上に接着する大寸法の警告表
記）、必要に応じてその他の方法を使用して例を
提供しても良い（技術的な写真又は図/技術仕様を
記載した小冊子）。
5. 包装表記には、以下を記載すること。
a. 流通許可番号
b. 商品/商標名
c. タイプ
d. メーカーの名称及び住所
（少なくとも都市及び国）
e. 流通業者の名称及び住所
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6.

（少なくとも都市及び国）
f. バッチ番号/製造コード/シリアル番号及び内容
量
g. 滅菌非電気医療機器においては、「滅菌」の
表記と滅菌方法
h. 製品仕様
i. マーキングプレート（ある場合）
j. 成分及び含有量（ある場合）
k. 警告表示（ある場合）
l. 副作用（ある場合）
m. 消費期限（ある場合）
上記の情報は、空白部分に示し、表記上のその他
の情報を互いに隠し合うことが無いようにする。
表記は、A4 サイズで 1.4 バージョンの PDF フォー
マットで、アップロードする。

2

機器上の表記を説明する 安全記号、警告記号、及びその他の記号のような包装/
ラベル上の記号及び用語に対する情報及び説明を含
む。

3

使用指示、訓練資料、設 説明：
置及び保守指示を説明す 1. 一般的に、使用指示については、医師ガイドブッ
ク、使用者ガイドブック、操作者ガイドブック、
る
処方箋交付者ガイドブック、又はレファレンスガ
イドを参照する。
2. エンドユーザーが、該当医療機器を、安全にその
使用目的に応じて使用するための指示を含む。
3. 兆候、禁忌、警告、注意、望ましくない効果が生
じる可能性、及び機器の安全及び効率を確保する
ために、通常の使用において管理しなければなら
ない状態についての情報を含む。
4. 可能である場合、本部分には、使用者が機器をそ
の目的に応じて使用し、機器の設置及び保守を行
うことができるよう、使用者に対する訓練のため
の指示を含めるべきである。
5. 英語及びインドネシア語のマニュアルブック/添付
文書、使用説明書を添付し、その内容は少なくと
も使用目的、使用指示、禁忌、及び警告を含む。

4

製造コードとその意味を 製品製造コード（ロット/バッチ/シリアル番号）及びそ
の各々の意味の説明を提供する。
提供する

5

付属品表

説明：
1. 流通許可の添付書類となる。登録する医療機器の
タイプ/コード又は、付属品の一覧表（スペアパー
ツではない）を含む。
2. 該当付属品の役割を説明する支持データ/参照を添
付する。提出するタイプ/コード又は付属品は、登
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3.
6

録する医療機器及び/又は体外診断薬のものであ
る。
スペアパーツについては、スペアパーツ説明書を
作成でき、付属品とは別にする。

付属品についての添付支 それぞれの付属品の図、名称、タイプ（ある場合）、
持データ
及び役割を含む登録する機器の付属品に関して説明す
る工場からの書類。
様式 E

1

市販後評価

本 説 明 は 、 標 準 操 作 手 順 （ SOP ） 又 は 固 定 手 順
（Protap）及び以下に関する記載システムを含む。
1. 顧客からの苦情/不満に対する対応。
2. 有害事象。
3. 製品回収。
4. 市販後のその他の製品情報（英語：post market）
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2.3. 流通許可延長申請
医療機器及び/又は体外診断薬の流通許可延長申請は、以下の点に留意しつつ、
www.regalkes.kemkes.go.id のオンラインサイトを通して電子的に行われる。
1.

流通許可延長申請は、「延長」のメニューを選択することにより、電子登録システムを
通して、電子的に行われる。

2.

流通許可延長申請は、流通許可のデータに変更の無い場合に許可される。

3.

流通許可延長申請は、現在の流通許可の有効期限が終了する 9 か月前から行うことがで
きる。

4.

有効期限が終了した後に行う流通許可延長申請については、新規流通許可の条件を満た
さなければならない。

5.

電子報告を通して保健省に電子的に行う製造又は流通報告を行っていない場合、流通許
可延長申請の処理はできない。

6.

国内での流通許可延長申請は、ローカル報告システムを通して保健省に電子的に報告す
る。

7.

流通許可延長の有効期限は、指名書（委任状）に基づき、最短 2 年、最長 5 年である。

8.

輸入 OEM における流通許可は、一度しか延長できない。

A.

手順

医療機器及び/又は体外診断薬の流通許可延長申請の段階は、以下のとおりである。
1.

申請者は、www.regalkes.kemkes.go.id 内の登録システムにより、条件に応じて電子的
に申請様式及びその他を入力及び追加する。

2.

申請者は、独自に製品リスククラスを定め、非課税収益支払いのための請求コードを自
動的に取得する。

3.

申請者は、請求コードを取得してから 7 日以内に非課税収益の支払いを行い、支払証明
をアップロードする。その後、申請は、電子登録システムを通して非課税収益管理者へ
と送信される。

4.

非課税収益管理者は、非課税収益の支払証明を確認する。誤りが無い場合、申請は、評
価チームに送られ、評価及び検証が行われる。
a.
b.

評価チームは、申請者が定めた製品リスククラスに対する申請ファイルの評価及び
検証を行う。
申請者が定めたリスククラスが、実際のリスククラスより低い場合、申請ファイル
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は、申請者へ返却される。
次に、申請者は、申請者のアカウントへ送られた通知メールを通して、追加の非課
税収益を支払うため新規の請求コードを取得する。申請者は、追加の非課税収益を
支払う。本過程においては、医療機器及び/又は体外診断薬の安全性、品質及び効能
の条件に対する評価及び検証は行われていない。その後の過程は、段階 3 から段階
4 までに従う。

5.

c.

申請者が定めたリスククラスが、実際のリスククラスより高い場合、申請ファイル
は、実際のリスククラスに応じて処理される。過剰に支払われた非課税収益は、返
金又は他の申請に流用できない。

d.

製品リスククラスが正しく定められている場合、医療機器及び/又は体外診断薬の安
全性、品質及び効能の条件に対する評価及び検証が行われる。

管理及び技術条件を満たしていると判断される申請ファイルに対する評価及び検証が行
われた後、流通許可のドラフトは、登録されている企業の連絡先宛へのメール及び SMS
による通知として申請者に送られる。次に、申請者は、流通許可のドラフトを調査し、
その調査結果を 24 時間以内に返信しなければならない。
a.

申請者が、ドラフトについて正しいと判断する場合、流通許可発行の過程へと移行す
る。

b.

申請者が 24 時間以内に返信を行わない場合、自動的にその流通許可のドラフトに
同意したものとみなされる。

c.

申請者が、ドラフトについて誤りがあると判断する場合、申請者は、「修正」を選
択することで修正を申請できる。以下の誤記についての修正を行うことができる。
－ 製品名。
－ 型式。
－ 包装。
－ 工場名。
－ 工場所在国（輸入製品）又は州（国内製品）。
－ 流通業者の住所（州）。
－ 流通許可の有効期限。
申請者が提案する修正は、流通許可申請内の書類に応じて評価される。評価チーム
が、修正の申請における可否を決定する。修正の過程が終了した後、流通許可が発
行される。

6.

評価チームが評価及び検証結果に不足があるとみなす場合、その結果は、登録されてい
る企業の連絡先宛へのメール及び SMS による通知として申請者に送られる。申請者に
は、申請を補足するために、その通知日から最長 10 日の期間が与えられる。定められ
た期限までに申請の補足が行われない場合、該当する申請は、期限切れとなる。期限切
れとなった申請に対しては、非課税収益費用の返済は行われない。

7.

評価及び検証が行われた後、管理及び/又は技術条件に対して補足が必要な場合、条件補
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足追加に関する通知が登録されている企業の連絡先宛へのメール及び SMS により、申
請者に送られる。申請者には、条件補足追加に関する通知に対して、条件を補足するた
めに、最長で通知日から 10 日の期間が与えられる。
8.

定められた期限までに申請の補足が行われない場合、該当する申請は、期限切れとなる。
期限切れとなった申請に対しては、非課税収益費用の返済は行われない。

9.

安全性、品質及び効能の条件補足追加に対する評価チームの再評価及び検証の期間は、
条件補足がアップロードされ評価チームに送られた日から 7 日間である。

10. 評価及び検証結果に基づき、安全性、品質及び効能の条件を満たさない申請には、却下
通知書が発行される。却下された申請に対しては、非課税収益費用の返済は行われない。
11. 申請者は、デジタル署名された流通許可又は却下通知書の発行のために、登録されてい
る企業の連絡先宛へのメール及び SMS により、通知を受け取る。
12. 申請者は、www.regalkes.kemkes.go.id のオンラインサイトを通して、電子的に流通許
可又は却下通知書をダウンロードできる。
審査期間及び審査費用

B.

流通許可延長申請過程の審査期間及び審査費用は、全てのクラスの製品において同様である。
流通許可申請過程の審査期間は、申請が評価チームに送られた日から、クラスに応じて数え
られる。
表 3.

流通許可延長申請過程の審査期間及び審査費用
条件補足追加に対す

クラス

登録

条件補足追加

費用

A

7日

10 日

7日

500,000 ルピア

B

7日

10 日

7日

1,000,000 ルピア

C

7日

10 日

7日

1,000,000 ルピア

D

7日

10 日

7日

1,000,000 ルピア

る評価

C. 流通許可延長条件
一般的に医療機器/体外診断薬の流通許可延長条件は、管理的性質の条件である。全ての条
件は表 4 を参照できる。
表 4.
No
1

流通許可延長条件

条件

説明

流通許可延長申請書 説明：
1. 企業のレターヘッドを使用する。
2. 企業の代表者及び技術責任者が署名する。
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No

条件

説明
3.

申請書は、署名日より数えて 3 か月間有効とみなされる。

2

以前の流通許可

以前の流通許可と、存在する場合は、その添付書類。

3

条件に応じた新しい
カラーによる新規の包装デザイン及び表記。
表記

4

以前の表記

5

収入印紙上の製品デ 説明：
ータに変更が無いこ 1. 6,000 ルピアの収入印紙を貼付する。
とについての宣言書 2. 企業の代表者及び技術責任者が署名する。
3. 承認された以前の流通許可から（製品）データの変更が無
い。

6

医療機器製造許可証 説明：
1. 国内製品、及びインドネシア国内にて再梱包される輸入製
品に限る。
2. 依然として有効である。
3. 登録する製品種別を記載する。

7

医療機器流通許可証 説明：
1. 以下の登録する医療機器及び/又は体外診断薬のグループ
を記載する。
a. 非滅菌非電気医療機器、
b. 滅菌非電気医療機器、
c. 非放射線電気医療機器、
d. 放射線電気医療機器、又は
e. 体外診断用。
2. 依然として有効である。

8

流通業者又は正規代 説明：
理店としての任命書 1. 前述の任命書には、代理店販売する医療機器及び/又は体
（委任状、LOA）
外診断薬の商品/商標名及び種別を記載しなければならな
い。
2. 製造業者/メーカー/業主が流通業者に対して作成する任命
書の有効期限は、最短 2 年、最長 5 年の代理店契約であ
り、（輸入製品の場合）製造国のインドネシア共和国政府
代理により、又は（国内製品の場合）公証人により公認さ
れなければならない。
3. 任命書が流通業者を代理店として指名していると言及して
いる場合、流通業者又は非独占販売店は、医療機器及び/
又は体外診断薬をインドネシア共和国保健省に登録するた
めに、製造業者/メーカー/業主からの委任状を添付し、医
療機器及び/又は体外診断薬の名称に言及しなければなら
ない。
4. 任命書に記載されている代理店契約の有効期限は、流通許
可の有効期限を定めるための参考となる。代理店としての

保健省が承認した包装デザイン及び表記。
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No

条件

説明
指名には、有効期限が定められていなければならず、最長
5 年であるが、提携企業からの製品で、任命書に代理店契
約の有効期限が無いか、又は 5 年以上である場合も、流通
許可は指名日から数えて 5 年間有効である。
5. 任命書が 5 年を超える代理店契約期限を定めている場合、
製品代理店契約に関連する製造業者/メーカー/業主からの
宣言書を添付しなければならない。
6. メーカーの名称及び/又は住所が業主のものと異なる場
合、メーカーと業主との協力関係証明書を添付するものと
する。
7. 製造業者、メーカー又は業主からの一つの商品/商標名が
付された一つの製品種別は、一社の流通業者が代理販売で
きる。
8. 輸入 OEM 製品における流通許可の有効期限は、流通許可
の承認から数えて最長 3 年間である。
9. インドネシアの企業から国外のメーカーへの OEM 製品
は、該当する製品の製作提案をインドネシア国内で添付し
なければならない。
10. インドネシアの企業から国外のメーカーへの OEM 製品
は、該当する製品の製作提案を添付しなければならない。
任命書が流通業者を代表（代理店）として指名していると
言及している場合、流通業者又は非独占販売店は、医療機
器及び/又は体外診断薬をインドネシア共和国保健省に登
録するために、製造業者/メーカー/業主からの委任状を添
付し、登録する製品名に言及しなければならない。
11. OEM 製品は、OEM の製造業者/メーカーが所有する同種製
品と異なるデザイン及び型式を有していなければならな
い。

9

自由販売証明書
説明：
（ 英 語 ： Certificate 1. 自由販売証明書を発行する権限を持つ機関とは、保健省又
of Free Sale/CFS）
は、メーカー所在国の保健省、保健部門、医薬食品局、認
定機関である。
2. 自由販売証明書には、製品名、メーカーの名称及び住所、
及び有効期限を記載しなければならない。
3. 該当する登録する製品が製造国において、医療機器及び/
又は体外診断薬に含まれない場合、該当する製品が医療機
器及び/又は体外診断薬ではないと言及する製造国の保健
省からの証明書を添付するか、他の国の権限を持つ機関又
はその他の機関が発行する自由販売証明書を添付しなけれ
ばならず、該当する製品を製造する工場名及び製造国を記
載しなければならない。
4. 輸入する医療機器及び/又は体外診断薬がメーカー/業主の
所在国において登録及び流通されていない場合、医療機器
及び/又は体外診断薬登録システムを持つ他の国が発行す
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No

条件

説明

5.

6.

7.
10

－代理店販売権を放
棄する意志がある
ことを宣言する通
知書
－商標証明書

る自由販売証明書を添付するか、メーカーの名称及び住所
を記載した規定に基づく自由販売証明書を添付する。
自由販売証明書には、登録する製品の名称及びタイプ/寸
法を記載しなければならず、登録する商品のタイプが複数
ある場合、自由販売証明書に登録する製品を印付ける。
製品所有者（公認製造業者）及び医療機器及び/又は体外
診断薬を製造するメーカー（製造場所）が異なる場合、該
当する製品所有者及び製造するメーカーの名称を自由販売
証明書に記載しなければならない。
自由販売証明書に登録する製品名称を記載しない場合、商
標所有証明書を添付する。

登録し代理店販売を行う製品説明において、第三者が法的優先
権を持つ場合、代理店販売権を放棄する意志があることを宣言
した通知書。
説明：
1. 6,000 ルピアの収入印紙を貼付する。
2. 署名後から数えて 3 か月有効であるという内容の宣言書。
3. 最多で 5 つの、登録する製品の商品名と共に、製造業者/メ
ーカーの名称及び住所を記載する。
4. 流通許可証及び/又は製造許可証内に記載されている内容
と一致した、申請者の名前及び役職、企業の住所を記載
し、企業の代表者が署名する。
商標証明書における規定。
1. 独自の商標を使用する国内製品又は輸入 OEM 製品につい
ては、商標及び商標所有者名を記載した法務人権省からの
商標証明書を添付する。
2. 依然として有効である。
3. 商標証明書が発行手続中である場合、商標登録申請の受理
証明書、及び該当する商標において法的優先権を持つ第三
者が存在する場合、商標を放棄し、流通許可を返却する意
志があることを宣言し、企業の代表者が署名し、6,000 ル
ピアの収入印紙を貼付した通知書を添付しなければならな
い。

11

流通において発生し 流通した該当する医療機器及び/又は体外診断薬の使用が原因
た副作用、及び実施 で発生した副作用と、実施した対応についての報告。製造許可
した対応の報告
証内に記載されている企業の代表者及び技術責任者が、報告に
署名する。

12

使 用 指 示 、 訓 練 資 説明：
料、設置及び保守指 1. 一般的に、使用指示については、医師ガイドブック、使用
者ガイドブック、操作者ガイドブック、処方箋交付者ガイ
示
ドブック、又はレファレンスガイドを参照する。
2. エンドユーザーが、該当医療機器を、安全にその使用目的
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No

条件

説明

3.

4.

5.

に応じて使用するための指示を含む。
兆候、禁忌、警告、注意、望ましくない効果が生じる可能
性、及び機器の安全及び効率を確保するために通常の使用
において管理しなければならない状態についての情報を含
む。
可能である場合、本部分には、使用者が機器をその目的に
応じて使用し、機器の設置及び保守を行うことができるよ
う、使用者に対する訓練のための指示を含めるべきであ
る。
英語及びインドネシア語のマニュアルブック/添付文書、
使用説明書を添付し、その内容は少なくとも使用目的、使
用指示、禁忌、及び警告を含む。

13

原子力監督庁からの 電離放射線を含む/放射する製品（例：X 線装置、CT スキャ
ン）は、原子力監督庁（BAPETEN）が発行する有効な原子力
ファイルの添付
利用許可証を添付し、登録する名称及びタイプを記載しなけ
ればならない。

14

付属品表

説明：
1. 流通許可の添付書類となる。登録する医療機器のタイプ/
コード又は、付属品の一覧表（スペアパーツではない）
を含む。
2. 該当付属品の役割を説明する支持データ/参照を添付す
る。提出するタイプ/コード又は付属品は、登録する医療
機器及び/又は体外診断薬のものである。
3. スペアパーツについては、スペアパーツ説明書を作成で
き、付属品とは別にする。

15

支持データ

添付用の製品説明及び付属品（ある場合）に対する支持証拠。
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図 13.

延長様式(1)の画面

43

図 14.

延長様式(2)の画面
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2.4. 流通許可変更申請
流通許可変更申請は、以下の点に留意しつつ行う。
1.

流通許可変更申請は、「変更」のメニューを選択することにより、電子登録システムを
通して、電子的に行われる。

2.

流通許可変更申請は、流通許可の有効期限内に行うことができる。

3.

流通許可変更申請は、流通許可のデータに変更がある場合に許可される。

4.

流通許可延長の有効期限は、現在の流通許可に基づく。

5.

許可される流通許可のデータ変更における基準は、製品の品質及び仕様を変更しない性
質のもので、以下の変更に対するものである。
a.

寸法。内容物の追加又は削減及び/又は製品寸法。

b.

包装。以下を含む。
－ 包装寸法の追加又は削減。
－ 包装種別の追加又は削減。
－ 包装形状のデザイン変更。
－ 包装材の変更。

c.

表記
－ 使用指示（英語：instruction of use）上の言語及び/又は包装上の言語の変更。
－ ハラール、品質管理システム、CE 及び企業のロゴを含むロゴ又はシンボルの
変更。
－ 表記内に記載されている場合、消費期限/製品有効期限の変更。
－ 製品コード/タイプの変更。
－ 保管温度の変更。
－ 製品名の改善。
－ 表記デザインの変更（色、図、表記及び配置）。

d.

流通許可の付属品/添付。
－ 付属品。
－ タイプ。
－ 製品コード。
－ 製品寸法。

e.

製造業者/メーカーから権限を与えられている代理店の名称及び/又は住所であり、
以下を含む。
－ 合法の製造者の名称及び/又は住所。44
－ 法人の変更。
－ 都市計画変更に伴う工場の住所変更。
－ 工場名の変更、製造業者の場所の変更/移転に伴う住所変更が無いことが条件。
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－ 流通業者の変更、課税番号及び事業基本番号に変更が無い場合。
－ 他の州に移転した流通業者の住所変更。
f.
6.

流通許可上の記載

以下の流通許可データ上の変更においては、新規流通許可申請を行わなければならない。
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

製品名の変更。
流通業者の変更。
製造業者/メーカーの変更。
製造業者/メーカーの所在地の変更。
製品仕様の変更。
仕様/機能を変える原材料/製法の変更/追加。
製造工程の変更（例：殺菌方法）。
製品説明又は指示の変更。

製造業者/メーカーからの全製品の表示に影響するが、製品の安全、品質及び効能に影響し
ない変更については、流通許可所持者は、局長に通知しなければならない。上記の変更には、
以下が含まれる。
a.
b.

使用指示（英語：instruction of use）上の言語及び/又は包装上の言語の変更。
ハラール、品質管理システム、CE 及び企業のロゴを含むロゴ又はシンボルの変更。

局長は、上記の通知について、受領後 7 日以内に回答する。
A.

手順

医療機器及び/又は体外診断薬の流通許可変更申請の段階は、以下のとおりである。
1.

申請者は、www.regalkes.kemkes.go.id 内の登録システムにより、条件に応じて電子的
に申請様式及びその他を入力及び追加する。

2.

申請者は、独自に製品リスククラスを定め、非課税収益支払いのための請求コードを自
動的に取得する。

3.

申請者は、請求コードを取得してから 7 日以内に非課税収益の支払いを行い、支払証明
をアップロードする。その後、申請は、電子登録システムを通して非課税収益管理者へ
と送信される。

4.

非課税収益管理者は、非課税収益の支払証明を確認する。誤りが無い場合、申請は、評
価チームに送られ、評価及び検証が行われる。
a.

評価チームは、申請者が定めた製品リスククラスに対する申請ファイルの評価及び
検証を行う。

b.

申請者が定めたリスククラスが、実際のリスククラスより低い場合、申請ファイル
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は、申請者へ返却される。
次に、申請者は、申請者のアカウントへ送られた通知メールを通して、追加の非課
税収益を支払うため新規の請求コードを取得する。申請者は、追加の非課税収益を
支払う。本過程においては、医療機器及び/又は体外診断薬の安全性、品質及び効能
の条件に対する評価及び検証は行われていない。その後の過程は、段階 3 から段階
4 までに従う。

5.

c.

申請者が定めたリスククラスが、実際のリスククラスより高い場合、申請ファイル
は、実際のリスククラスに応じて処理される。過剰に支払われた非課税収益は、返
金又は他の申請に流用できない。

d.

製品リスククラスが正しく定められている場合、医療機器及び/又は体外診断薬の安
全性、品質及び効能の条件に対する評価及び検証が行われる。

管理及び技術条件を満たしていると判断される申請ファイルに対して、評価及び検証が
行われた後、流通許可のドラフトは、登録されている企業の連絡先宛へのメール及び
SMS による通知として申請者に送られる。次に、申請者は、流通許可のドラフトを調査
し、その調査結果を 24 時間以内に返信しなければならない。
a.

申請者が、ドラフトについて正しいと判断する場合、流通許可発行の過程へと移行す
る。

b.

申請者が 24 時間以内に返信を行わない場合、自動的にその流通許可のドラフトに
同意したものとみなされる。

c.

申請者が、ドラフトについて誤りがあると判断する場合、申請者は、「修正」を選
択することで修正を申請できる。以下の誤記についての修正を行うことができる。
－ 製品名。
－ 型式。
－ 包装。
－ 工場名。
－ 工場所在国（輸入製品）又は州（国内製品）。
－ 流通業者の住所（州）。
－ 流通許可の有効期限。
申請者が提案する修正は、流通許可申請内の書類に応じて評価される。評価チーム
が、修正の申請における可否を決定する。修正の過程が終了した後、流通許可が発
行される。

6.

評価チームが評価及び検証結果に不足があるとみなす場合、その結果は、登録されてい
る企業の連絡先宛へのメール及び SMS による通知として申請者に送られる。申請者に
は、申請を補足するために、その通知日から最長 10 日の期間が与えられる。定められ
た期限までに申請の補足が行われない場合、該当する申請は、期限切れとなる。期限切
れとなった申請に対しては、非課税収益費用の返済は行われない。
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7.

評価及び検証が行われた後、管理及び/又は技術条件に対して補足が必要な場合、条件補
足追加に関する通知が登録されている企業の連絡先宛へのメール及び SMS により、申
請者に送られる。申請者には、条件補足追加に関する通知に対して、条件を補足するた
めに、最長で通知日から 10 日の期間が与えられる。

8.

定められた期限までに申請の補足が行われない場合、該当する申請は、期限切れとなる。
期限切れとなった申請に対しては、非課税収益費用の返済は行われない。

9.

安全性、品質及び効能の条件補足追加に対する評価チームの再評価及び検証の期間は、
条件補足がアップロードされ評価チームに送られた日から 10 日間である。

10. 評価及び検証結果に基づき、安全性、品質及び効能の条件を満たさない申請には、却下
通知書が発行される。却下された申請に対しては、非課税収益費用の返済は行われない。
11. 申請者は、デジタル署名された流通許可又は却下通知書の発行のために、登録されてい
る企業の連絡先宛へのメール及び SMS により、通知を受け取る。
12. 申請者は、www.regalkes.kemkes.go.id のオンラインサイトを通して、電子的に流通許
可又は却下通知書をダウンロードできる。
B.

審査期間及び審査費用

流通許可変更申請過程の審査期間及び審査費用は、全てのクラスの製品において同様である。
流通許可申請過程の審査期間は、申請が評価チームに送られた日から、クラスに応じて数え
られる。
表 5.

流通許可変更申請過程の審査期間及び審査費用
条件補足追加に対す

クラス

登録

条件補足追加

1.A

10 日

10 日

10 日

500,000 ルピア

2.B

10 日

10 日

10 日

1,000,000 ルピア

2.C

10 日

10 日

10 日

1,000,000 ルピア

3.D

10 日

10 日

10 日

1,000,000 ルピア
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る評価

費用

流通許可変更条件

C.

流通許可変更申請は、流通許可の寸法、包装、表記の変更、及び付属品追加が発生した際に
のみ許可される。その有効期限が終了した後に行う流通許可変更申請は、新規流通許可の条
件を満たさなければならない。
表 6.
No

流通許可変更条件

条件

説明

1

流通許可延長申請書 説明：
1. 企業のレターヘッドを使用する。
2. 流通許可に生じた変更の図表を記載する。
3. 企業の代表者及び技術責任者が署名する。
4. 申請書は、署名日より数えて 3 か月間有効とみなされる。

2

以前の流通許可

3

条件に応じた新しい カラーによる新規の包装デザイン及び表記。
表記

4

以前の表記

5

収入印紙上の製品デ 説明：
ータに変更が無いこ 1. 6,000 ルピアの収入印紙を貼付する。
とについての宣言書 2. 企業の代表者及び技術責任者が署名する。
3. 申請する変更以外に（製品）データの変更が無い。

6

医療機器製造許可証 説明：
1. 国内製品、及びインドネシア国内にて再梱包される輸入製
品に限る。
2. 5 年間有効である。流通許可登録を行う際に、製造許可証
の有効期限が 6 か月未満である場合、管轄する州の保健所
及び/又は州政府からの、又は現行の規定に応じた推薦状
を添付する。
3. 製造許可証には、流通する製品の種別を記載しなければな
らない。製品種別が記載されていない場合、申請者は、製
品種別の追加（補遺）を行わなければならない。
4. 製造許可証に企業の代表者及び/又は技術責任者の氏名変
更がある場合、企業の代表者及び/又は技術責任者の氏名
変更が現在行われていることの証拠として、有効期間中で
ある現在の製造許可証と共に、州保健所からの推薦状及び
保健省からの受理書を添付することにより、又は現行の規
定に基づいて、申請者は登録を行うことができる。

7

医療機器流通許可証 説明：
1. 以下の登録する医療機器及び/又は体外診断薬のグループ
を記載する。
a. 非滅菌非電気医療機器、
b. 滅菌非電気医療機器、

以前の流通許可と、存在する場合は、その添付書類。

保健省が承認した包装デザイン及び表記。
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No

条件

説明

2.
8

c. 非放射線電気医療機器、
d. 放射線電気医療機器、又は
e. 体外診断用。
依然として有効である。

流通業者又は正規代 説明：
理店としての任命書 1. 前述の任命書には、代理店販売する医療機器及び/又は体
外診断薬の商品/商標名及び種別を記載しなければならな
（委任状、LOA）
い。
2. 製造業者/メーカー/業主が流通業者に対して作成する委任
状の有効期限は、最短 2 年、最長 5 年の代理店契約であ
り、（輸入製品の場合）製造国のインドネシア共和国政府
代理により、又は（国内製品の場合）公証人により公認さ
れなければならない。
3. 任命書が流通業者を代理店として指名していると言及して
いる場合、流通業者又は非独占販売店は、医療機器及び/
又は体外診断薬をインドネシア共和国保健省に登録するた
めに、製造業者/メーカー/業主からの委任状を添付し、医
療機器及び/又は体外診断薬の名称に言及しなければなら
ない。
4. 委任状に記載されている代理店契約の有効期限は、流通許
可の有効期限を定める参考となる。代理店としての指名に
は、有効期限が定められていなければならず、最長 5 年で
あるが、提携企業からの製品で、委任状に代理店契約の有
効期限が無いか、又は 5 年以上である場合も、流通許可は
指名日から数えて 5 年間有効である。
5. 輸入 OEM 製品における流通許可の有効期限は、医療機器
及び/又は体外診断薬流通許可の承認から数えて最長 3 年間
である。
6. 輸入 OEM 製品には、国内製造開発計画提案を添付しなけ
ればならない。
7. メーカーの名称及び/又は住所が業主のものと異なる場
合、メーカーと業主との協力関係証明書を添付するものと
する。
8. 製造業者、メーカー又は業主からの一つの商品/商標名が
付された一つの医療機器及び/又は体外診断薬種別は、一
社の流通業者が代理販売できる。
9. インドネシアの企業から国外のメーカーへの OEM 製品
は、該当する製品の製作提案をインドネシア国内で添付し
なければならない。
10. インドネシアの企業から国外のメーカーへの OEM 製品
は、該当する製品の製作提案を添付しなければならない。
任命書が流通業者を代表（代理店）として指名していると
言及している場合、流通業者又は非独占販売店は、医療機
器及び/又は体外診断薬をインドネシア共和国保健省に登
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No

条件

説明
録するために、製造業者/メーカー/業主からの委任状を添
付し、登録する製品名に言及しなければならない。
11. 提携企業は、インドネシア国内において、該当する委任状
に記載されている以外に他の流通業者を指名しないとの内
容の、業主からの宣言書を所持していなければならない。

9

自由販売証明書
説明：
（ 英 語 ： Certificate 1. 自由販売証明書を発行する権限を持つ機関とは、保健省又
of Free Sale/CFS）
は、メーカー所在国の保健省、保健部門、医薬食品局、認
定機関である。
2. 自由販売証明書には、製品名、メーカーの名称及び住所、
及び有効期限を記載しなければならない。
3. 該当する登録する製品が製造国において、医療機器及び/
又は体外診断薬に含まれない場合、該当する製品が医療機
器及び/又は体外診断薬ではないと言及する製造国の保健
省からの証明書を添付するか、他の国の権限を持つ機関又
はその他の機関が発行する自由販売証明書を添付しなけれ
ばならず、該当する製品を製造する工場名及び製造国を記
載しなければならない。
4. 輸入する医療機器及び/又は体外診断薬がメーカー/業主の
所在国において登録及び流通されていない場合、医療機器
及び/又は体外診断薬登録システムを持つ他の国が発行す
る自由販売証明書を添付するか、メーカーの名称及び住所
を記載した規定に基づく自由販売証明書を添付する。
5. 自由販売証明書には、登録する製品の名称及びタイプ/寸
法を記載しなければならず、登録する商品のタイプが複数
ある場合、自由販売証明書に登録する製品を印付ける。
6. 製品所有者（公認製造業者）及び医療機器及び/又は体外
診断薬を製造するメーカー（製造場所）が異なる場合、該
当する製品所有者及び製造するメーカーの名称を自由販売
証明書に記載しなければならない。
7. 自由販売証明書に登録する製品名称を記載しない場合、商
標所有証明書を添付する。

10

－代理店販売権を放
棄する意志がある
ことを宣言する通
知書
－商標証明書

登録し代理店販売を行う製品説明において、第三者が法的優先
権を持つ場合、代理店販売権を放棄する意志があることを宣言
した通知書。
説明：
1. 6,000 ルピアの収入印紙を貼付する。
2. 署名後から数えて 3 か月有効であるという内容の宣言書。
3. 最多で 5 つの、登録する製品の商品名と共に、製造業者/メ
ーカーの名称及び住所を記載する。
4. 流通許可証及び/又は製造許可証内に記載されている内容
と一致した、申請者の名前及び役職、企業の住所を記載
し、企業の代表者が署名する。
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No

条件

説明
商標証明書における規定。
1. 独自の商標を使用する国内製品又は輸入 OEM 製品につい
ては、商標及び商標所有者名を記載した法務人権省からの
商標証明書を添付する。
2. 依然として有効である。
3. 商標証明書が発行手続中である場合、商標登録申請の受理
証明書、及び該当する商標において法的優先権を持つ第三
者が存在する場合、商標を放棄し、流通許可を返却する意
志があることを宣言し、企業の代表者が署名し、6,000 ル
ピアの収入印紙を貼付した通知書を添付しなければならな
い。

11

流通において発生し 流通した該当する医療機器及び/又は体外診断薬の使用が原因
た副作用、及び実施 で発生した副作用と、実施した対応についての報告。製造許可
した対応の報告
証内に記載されている企業の代表者及び技術責任者が、報告に
署名する。

12

使 用 指 示 、 訓 練 資 説明：
料、設置及び保守指 1. 一般的に、使用指示については、医師ガイドブック、使用
者ガイドブック、操作者ガイドブック、処方箋交付者ガイ
示
ドブック、又はレファレンスガイドを参照する。
2. エンドユーザーが、該当医療機器を、安全にその使用目的
に応じて使用するための指示を含む。
3. 兆候、禁忌、警告、注意、望ましくない効果が生じる可能
性、及び機器の安全及び効率を確保するために通常の使用
において管理しなければならない状態についての情報を含
む。
4. 可能である場合、本部分には、使用者が機器をその目的に
応じて使用し、機器の設置及び保守を行うことができるよ
う、使用者に対する訓練のための指示を含めるべきであ
る。
5. 英語及びインドネシア語のマニュアルブック/添付文書、
使用説明書を添付し、その内容は少なくとも使用目的、使
用指示、禁忌、及び警告を含む。

13

原子力監督庁からの 電離放射線を含む/放射する製品（例：X 線装置、CT スキャ
ン）は、原子力監督庁（BAPETEN）が発行する有効な原子力
ファイルの添付
利用許可証を添付し、登録する名称及びタイプを記載しなけれ
ばならない。

14

付属品表

説明：
1. 流通許可の添付書類となる。登録する医療機器のタイプ/
コード又は、付属品の一覧表（スペアパーツではない）
を含む。
2. 該当付属品の役割を説明する支持データ/参照を添付す
る。提出するタイプ/コード又は付属品は、登録する医療
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No

条件

説明

3.
15

支持データ

機器及び/又は体外診断薬のものである。
スペアパーツについては、スペアパーツ説明書を作成で
き、付属品とは別にする。

添付用の製品説明及び付属品（ある場合）に対する支持証拠。
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図 15.

変更様式(1)の画面
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図 16.

変更様式(2)の画面
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2.5. 流通許可変更を伴う延長申請
流通許可変更を伴う延長は、以下の点に留意しつつ行う。
1.

流通許可変更を伴う延長申請は、「延長」のメニューを選択することにより、電子登録
システムを通して、電子的に行われる。

2.

流通許可変更を伴う延長申請は、流通許可のデータに変更がある場合に許可される。

3.

流通許可変更を伴う延長申請は、現在の流通許可の有効期限が終了する 9 か月前から行
うことができる。

4.

有効期限が終了した後に行う流通許可変更を伴う延長申請については、新規流通許可の
条件を満たさなければならない。

5.

電子報告を通して保健省に電子的に行う製造又は流通報告を行っていない場合、流通許
可延長申請の処理はできない。

6.

国内での流通許可延長申請は、ローカル報告システムを通して保健省に電子的に報告す
る。

7.

流通許可変更を伴う延長の有効期限は、指名書（委任状）に基づき、最短 2 年、最長 5
年である。

8.

輸入 OEM における流通許可は、一度しか延長できない。

7.

許可される流通許可のデータ変更における基準は、製品の品質及び仕様を変更しない性
質のもので、以下の変更に対するものである。
a.

寸法。内容物の追加又は削減及び/又は製品寸法。

b.

包装。以下を含む。
－ 包装寸法の追加又は削減。
－ 包装種別の追加又は削減。
－ 包装形状のデザイン変更。
－ 包装材の変更。

c.

表記
－ 使用指示（英語：instruction of use）上の言語及び/又は包装上の言語の変更。
－ ハラール、品質管理システム、CE 及び企業のロゴを含むロゴ又はシンボルの
変更。
－ 表記内に記載されている場合、消費期限/製品有効期限の変更。
－ 製品コード/タイプの変更。55
－ 保管温度の変更。
－ 製品名の改善。
－ 表記デザインの変更（色、図、表記及び配置）。
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8.

A.

d.

流通許可の付属品/添付。
－ 付属品。
－ タイプ。
－ 製品コード。
－ 製品寸法。

e.

製造業者/メーカーから権限を与えられている代理店の名称及び/又は住所であり、
以下を含む。
－ 合法の製造者の名称及び/又は住所。
－ 法人の変更。
－ 都市計画変更に伴う工場の住所変更。
－ 工場名の変更、製造業者の場所の変更/移転に伴う住所変更が無いことが条件。
－ 流通業者名の変更、課税番号及び事業基本番号に変更が無い場合。
－ 他の州に移転した流通業者の住所変更。

f.

流通許可上の記載。

以下の流通許可データ上の変更においては、新規流通許可申請を行わなければならない。
a.

製品名の変更。

b.

流通業者の変更。

c.

製造業者/メーカーの変更。

d.

製造業者/メーカーの所在地の変更。

e.

製品仕様の変更。

f.

仕様/機能を変える原材料/製法の変更/追加。

g.

製造工程の変更（例：殺菌方法）。

h.

製品説明又は指示の変更。

手順

医療機器及び/又は体外診断薬の流通許可変更を伴う延長申請の段階は、以下のとおりであ
る。
1. 申請者は、www.regalkes.kemkes.go.id 内の登録システムにより、条件に応じて電子的
に申請様式及びその他を入力する。
2.

申請者は、独自に製品リスククラスを定め、非課税収益支払いのための請求コードを自
動的に取得する。
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3.

申請者は、請求コードを取得してから 7 日以内に非課税収益の支払いを行い、支払証明
をアップロードする。その後、申請は、電子登録システムを通して非課税収益管理者へ
と送信される。

4.

非課税収益管理者は、非課税収益の支払証明を確認する。誤りが無い場合、申請は、評
価チームに送られ、評価及び検証が行われる。

5.

評価チームは、申請者が定めた製品リスククラスに対する申請ファイルの評価及び検証
を行う。

6.

a.

申請者が定めたリスククラスが、実際のリスククラスより低い場合、申請ファイル
は、申請者へ返却される。
次に、申請者は、申請者のアカウントへ送られた通知メールを通して、追加の非課
税収益を支払うため新規の請求コードを取得する。申請者は、追加の非課税収益を
支払う。本過程においては、医療機器及び/又は体外診断薬の安全性、品質及び効
能の条件に対する評価及び検証は行われていない。その後の過程は、段階 3 から段
階 4 までに従う。

b.

申請者が定めたリスククラスが、実際のリスククラスより高い場合、申請ファイル
は、実際のリスククラスに応じて処理される。過剰に支払われた非課税収益は、返
金又は他の申請に流用できない。

c.

製品リスククラスが正しく定められている場合、医療機器及び/又は体外診断薬の安
全性、品質及び効能の条件に対する評価及び検証が行われる。

管理及び技術条件を満たしていると判断される申請ファイルに対する評価及び検証が行
われた後、申請者に送る流通許可のドラフトが作成される。次に、申請者は、流通許可
のドラフトを調査し、その調査結果を 24 時間以内に返信しなければならない。
a.

申請者が、ドラフトについて正しいと判断する場合、流通許可発行の過程へと移行す
る。

b.

申請者が、ドラフトについて正しくないと判断する場合、修正が行われ、次の流通
許可発行の過程が行われる。

c.

流通許可のドラフトに行える変更は、製品名、タイプ、包装、工場名、工場所在国
（輸入製品）/工場所在州（国内製品）及び流通許可の有効期限についての誤記に対
する修正である。

d.

申請者が提案する変更は、流通許可申請の書類に基づいて評価される。

e.

申請者の書類に対する評価及び検証工程の全てが終了した後、流通許可が発行され
る。

f.

申請者が 24 時間以内に返信を行わない場合、自動的にその流通許可の構想に同意
したものとみなされる。
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7.

評価チームが評価及び検証結果に不足があるとみなす場合、その結果は、登録されてい
る企業のメール又は www.regalkes.kemkes.go.id のサイトにある申請者のアカウントへ
の通知として申請者に送られる。申請者には、申請を補足するために、その通知日から
最長 10 日の期間が与えられる。

8.

安全、品質、効能の条件補足追加に対する評価チームによる再評価の期間は、条件補足
がアップロードされ評価チームに送られてから 10 日（A、B、C、D クラス）である。

9.

申請者が上記の規定に基づき条件の不足を補うことができない場合、却下通知書が発行
され、申請者は、新規申請を行わなければならない。却下された申請に対しては、非課
税収益費用の返済は行われない。

10. 申 請 者 は 、 デ ジ タ ル 署 名 さ れ た 却 下 通 知 書 を 受 け 取 り 、 メ ー ル 又 は
www.regalkes.kemkes.go.id の申請者のアカウントを通してアクセスできる。
B.

審査期間及び審査費用

流通許可変更を伴う延長申請の審査期間及び審査費用は、全てのクラスの家庭用医療機器と
同様である。流通許可申請過程の審査期間は、申請が評価チームに送られた日から、クラス
に応じて数えられる。
表 7.

C.

流通許可変更を伴う延長申請過程の審査期間及び審査費用
条件補足追加に対す

クラス

登録

条件補足追加

1.A

10 日

10 日

10 日

1,000,000 ルピア

2.B

10 日

10 日

10 日

1,000,000 ルピア

2.C

10 日

10 日

10 日

1,000,000 ルピア

3.D

10 日

15 日

10 日

1,000,000 ルピア

る評価

費用

流通許可変更を伴う延長の条件

流通許可変更を伴う延長申請は、現在の流通許可の有効期限が満了する 9 か月前から行うこ
とができる。流通許可変更を伴う延長申請がその有効期限満了後に行われる場合、申請者は、
新規流通許可の条件を満たさなければならない。
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表 8.
No

流通許可変更を伴う延長の条件

条件

説明

1

流通許可延長申請書 説明：
1. 企業のレターヘッドを使用する。
2. 企業の代表者及び技術責任者が署名する。
3. 申請書は、署名日より数えて 3 か月間有効とみなされる。

2

以前の流通許可

3

条件に応じた新しい
カラーによる新規の包装デザイン及び表記。
表記

4

以前の表記

5

収入印紙上の製品デ 説明：
ータに変更が無いこ 1. 6,000 ルピアの収入印紙を貼付する。
とについての宣言書 2. 企業の代表者及び技術責任者が署名する。
3. 申請する変更以外に（製品）データの変更が無い。

6

医療機器製造許可証 説明：
1. 国内製品、及びインドネシア国内にて再梱包される輸入製
品に限る。
2. 5 年間有効である。流通許可登録を行う際に、製造許可証
の有効期限が 6 か月未満である場合、管轄する州の保健所
及び/又は州政府からの、又は現行の規定に応じた推薦状
を添付する。
3. 製造許可証には、流通する製品の種別を記載しなければな
らない。製品種別が記載されていない場合、申請者は、製
品種別の追加（補遺）を行わなければならない。
4. 製造許可証に企業の代表者及び/又は技術責任者の氏名変
更がある場合、企業の代表者及び/又は技術責任者の氏名
変更が現在行われていることの証拠として、有効期間中で
ある現在の製造許可証と共に、州保健所からの推薦状及び
保健省からの受理書を添付することにより、又は現行の規
定に基づいて、申請者は登録を行うことができる。

7

流通許可証/医療機 説明：
器 流 通 許 可 証 1. 以下の登録する医療機器及び/又は体外診断薬のグループ
を記載する。
（IPAK）
a. 非滅菌非電気医療機器、
b. 滅菌非電気医療機器、
c. 非放射線電気医療機器、
d. 放射線電気医療機器、又は
e. 体外診断用。
2. 依然として有効である。

8

流通業者又は正規代 説明：
理店としての任命書

以前の流通許可と、存在する場合は、その添付書類。

保健省が承認した包装デザイン及び表記。
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No

条件
（委任状、LOA）

説明
前述の任命書には、代理店販売する医療機器及び/又は体
外診断薬の商品/商標名及び種別を記載しなければならな
い。
2. 製造業者/メーカー/業主が流通業者に対して作成する委任
状の有効期限は、最短 2 年、最長 5 年の代理店契約であ
り、（輸入製品の場合）製造国のインドネシア共和国政府
代理により、又は（国内製品の場合）公証人により公認さ
れなければならない。
3. 任命書が流通業者を代理店として指名していると言及して
いる場合、流通業者又は非独占販売店は、医療機器及び/
又は体外診断薬をインドネシア共和国保健省に登録するた
めに、製造業者/メーカー/業主からの委任状を添付し、医
療機器及び/又は体外診断薬の名称に言及しなければなら
ない。
4. 委任状に記載されている代理店契約の有効期限は、流通許
可の有効期限を定める参考となる。代理店としての指名に
は、有効期限が定められていなければならず、最長 5 年で
あるが、提携企業からの製品で、委任状に代理店契約の有
効期限が無いか、又は 5 年以上である場合も、流通許可は
指名日から数えて 5 年間有効である。
5. 輸入 OEM 製品における流通許可の有効期限は、医療機器
及び/又は体外診断薬流通許可の承認から数えて最長 3 年間
である。
6. 輸入 OEM 製品には、国内製造開発計画提案を添付しなけ
ればならない。
7. メーカーの名称及び/又は住所が業主のものと異なる場
合、メーカーと業主との協力関係証明書を添付するものと
する。
8. 製造業者、メーカー又は業主からの一つの商品/商標名が
付された一つの医療機器及び/又は体外診断薬種別は、一
社の流通業者が代理販売できる。
9. インドネシアの企業から国外のメーカーへの OEM 製品
は、該当する製品の製作提案をインドネシア国内で添付し
なければならない。
10. インドネシアの企業から国外のメーカーへの OEM 製品
は、該当する製品の製作提案を添付しなければならない。
任命書が流通業者を代表（代理店）として指名していると
言及している場合、流通業者又は非独占販売店は、医療機
器及び/又は体外診断薬をインドネシア共和国保健省に登
録するために、製造業者/メーカー/業主からの委任状を添
付し、登録する製品名に言及しなければならない。
11. 提携企業は、インドネシア国内において、該当する委任状
に記載されている以外に他の流通業者を指名しないとの内
容の、業主からの宣言書を所持していなければならない。
1.
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No

条件

説明

9

自由販売証明書
説明：
（ 英 語 ： Certificate 1. 自由販売証明書を発行する権限を持つ機関とは、保健省又
of Free Sale/CFS）
は、メーカー所在国の保健省、保健部門、医薬食品局、認
定機関である。
2. 自由販売証明書には、製品名、メーカーの名称及び住所、
及び有効期限を記載しなければならない。
3. 該当する登録する製品が製造国において、医療機器及び/
又は体外診断薬に含まれない場合、該当する製品が医療機
器及び/又は体外診断薬ではないと言及する製造国の保健
省からの証明書を添付するか、他の国の権限を持つ機関又
はその他の機関が発行する自由販売証明書を添付しなけれ
ばならず、該当する製品を製造する工場名及び製造国を記
載しなければならない。
4. 輸入する医療機器及び/又は体外診断薬がメーカー/業主の
所在国において登録及び流通されていない場合、医療機器
及び/又は体外診断薬登録システムを持つ他の国が発行す
る自由販売証明書を添付するか、メーカーの名称及び住所
を記載した規定に基づく自由販売証明書を添付する。
5. 自由販売証明書には、登録する製品の名称及びタイプ/寸
法を記載しなければならず、登録する商品のタイプが複数
ある場合、自由販売証明書に登録する製品を印付ける。
6. 製品所有者（公認製造業者）及び医療機器及び/又は体外
診断薬を製造するメーカー（製造場所）が異なる場合、該
当する製品所有者及び製造するメーカーの名称を自由販売
証明書に記載しなければならない。
7. 自由販売証明書に登録する製品名称を記載しない場合、商
標所有証明書を添付する。

10

－代理店販売権を放
棄する意志がある
ことを宣言する通
知書
－商標証明書

登録し代理店販売を行う製品説明において、第三者が法的優先
権を持つ場合、代理店販売権を放棄する意志があることを宣言
した通知書。
説明：
1. 6,000 ルピアの収入印紙を貼付する。
2. 署名後から数えて 3 か月有効であるという内容の宣言書。
3. 最多で 5 つの、登録する製品の商品名と共に、製造業者/メ
ーカーの名称及び住所を記載する。
4. 流通許可証及び/又は製造許可証内に記載されている内容
と一致した、申請者の名前及び役職、企業の住所を記載
し、企業の代表者が署名する。
商標証明書における規定。
1. 独自の商標を使用する国内製品又は輸入 OEM 製品につい
ては、商標及び商標所有者名を記載した法務人権省からの
商標証明書を添付する。
2. 依然として有効である。
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No

条件

説明
3.

商標証明書が発行手続中である場合、商標登録申請の受理
証明書、及び該当する商標において法的優先権を持つ第三
者が存在する場合、商標を放棄し、流通許可を返却する意
志があることを宣言し、企業の代表者が署名し、6,000 ル
ピアの収入印紙を貼付した通知書を添付しなければならな
い。

11

流通において発生し 流通した該当する医療機器及び/又は体外診断薬の使用が原因
た副作用、及び実施 で発生した副作用と、実施した対応についての報告。製造許可
証内に記載されている企業の代表者及び技術責任者が、報告に
した対応の報告
署名する。

12

使 用 指 示 、 訓 練 資 説明：
料、設置及び保守指 1. 一般的に、使用指示については、医師ガイドブック、使用
示
者ガイドブック、操作者ガイドブック、処方箋交付者ガイ
ドブック、又はレファレンスガイドを参照する。
2. エンドユーザーが、該当医療機器を、安全にその使用目的
に応じて使用するための指示を含む。
3. 兆候、禁忌、警告、注意、望ましくない効果が生じる可能
性、及び機器の安全及び効率を確保するために通常の使用
において管理しなければならない状態についての情報を含
む。
4. 可能である場合、本部分には、使用者が機器をその目的に
応じて使用し、機器の設置及び保守を行うことができるよ
う、使用者に対する訓練のための指示を含めるべきであ
る。
5. 英語及びインドネシア語のマニュアルブック/添付文書、
使用説明書を添付し、その内容は少なくとも使用目的、使
用指示、禁忌、及び警告を含む。

13

原子力監督庁からの 電離放射線を含む/放射する製品（例：X 線装置、CT スキャ
ン）は、原子力監督庁（BAPETEN）が発行する有効な原子力
ファイルの添付
利用許可証を添付し、登録する名称及びタイプを記載しなけれ
ばならない。

14

付属品表

説明：
1. 流通許可の添付書類となる。登録する医療機器のタイプ/
コード又は、付属品の一覧表（スペアパーツではない）を
含む。
2. 該当付属品の役割を説明する支持データ/参照を添付す
る。提出するタイプ/コード又は付属品は、登録する医療
機器及び/又は体外診断薬のものである。
3. スペアパーツについては、スペアパーツ説明書を作成で
き、付属品とは別にする。

15

支持データ

添付用の製品説明及び付属品（ある場合）に対する支持証拠。
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図 17.

変更を伴う延長様式(1)の画面
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図 18.

変更を伴う延長様式(2)の画面
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2.6. 技術啓発
医療機器及び家庭用医療機器評価局は、医療機器及び体外診断薬の流通許可を取得する上で、
安全、品質及び効能に関する条件を満たすための評価チーム及び流通許可申請者の技術能力
を向上させるため、定期的に技術啓発を実施する。資料、日程及び場所は、後日決定する。
技術啓発の日程及び流通許可申請に対する登録については、医療機器登録のウェブサイト上
にオンラインで公表する。技術啓発実施において、費用は徴収されない。
流通許可申請のための技術啓発に参加する者は、以下のとおりである。
1.

企業の責任者、又は

2.

技術責任者、又は

3.

既に登録され技術啓発への参加を承認された、責任者又は登録担当者。

2.7. 技術相談
医療機器及び/又は体外診断薬許可の技術相談は、以下を通して行うことができる。
1.

インドネシア共和国保健省統合審査ユニット（ULT）。保健省統合審査ユニットが、技
術面談により実施する。

2.

メール。
以下の規定に基づき、受付窓口に実際に来ること無く、面談によらない技術相談をメー
ルにより実施できる。
a.

企業が就業日（月曜日から金曜日）のインドネシア西部標準時 8 時から 15 時に、事
前に定められたメールにより行う。企業は、明確で具体的且つ漏れが無い仕方で、
名称、企業の所在地、及び相談する問題に伴う質問に回答する。

b.

提出される質問については、事前に定められたメールを通して、医療機器登録ウェ
ブサイトに記載されている医療機器及び/又は体外診断薬を参照する。
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第3章

後書き

保健省は、医療機器及び家庭用医療機器評価局を通して、とりわけ優良で透明性及びアカウ
ンタビリティのある医療機器流通許可審査を提供する機能を有する。本審査は、優良なイン
フラ及びこの分野において有能な人材により支えられなければならない。この点、医療機器
及び家庭用医療機器評価局の評価チームは、医療機器及び/又は体外診断薬流通許可の手順
及び条件に関係した事柄についての 知識と理解を有している 。
評価チームの能力向上のため、医療機器及び家庭用医療機器評価局は、医療機器及び/又は
体外診断薬流通許可の新規、延長及び変更申請における医療機器及び/又は体外診断薬登録
の全ての手順、段階及び条件を包含した医療機器及び/又は体外診断薬許可技術指導を作成
した。
本指針は、許可審査の期間を保証するために評価参照及び技術指導として使用するため、医
療機器、体外診断薬及び家庭用医療機器の流通許可についての保健大臣規則 2017 年第 62 号
と相乗して編集した。
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添付書類 1.
新規医療機器流通許可申請の条件表
様式 A
No

クラス

管理データ条件

A

B

C

D

1

製造許可証。









2

流通許可証。









3

委任状（LOA）又は任命書。









4

自由販売証明書（CFS）。









5

デザイン及び作製工程における製品基準、安全条件、効果及び品
質システムに適合していることを証明する証明書又は書類（ISO
9001, ISO 13485, CE 認証）。









6

以下の情報を含む医療機器のエグゼクティブサマリー（英語：
Executive Summary）（簡潔で明確なもの）。
1. 簡潔な製品概要。
2. 市場歴。
3. 作業機構。
4. 使用目的。
5. 製法。
6. 使用歴。

-

-





7

使用する基準及びその基準への適合性を示す証拠。
国内の医療機器においては、使用する基準に対する製品適合宣言
書及びその基準の写しを提出する。例として、製品に関する
SNI、製品に関する ISO、薬局方、等。
輸入する医療機器においては、工場が発行する適合宣言書を提出
する。









8

商標特許宣言書/代理店販売権放棄宣言書。









9

アップロードする書類/データが原本で正しいものであることを
宣言する通知書。書類/データの相違又は偽造が発覚する場合、
申請は拒否され、現行の規則に基づく制裁が行われる。
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様式 B
No

クラス

製品情報の条件

A

B

C

D

1

機器の説明。









2

医療機器の説明及び特徴。









3

使用目的。









4

表示。









5

使用指示。









6

禁忌（ある場合）。









7

警告（ある場合）。









8

注意（ある場合）。









9

望ましくない効果が生じる可能性（ある場合）。

-







10

代替療法（ある場合）。

-







11

材料。









12

工場情報。

-







13

製造工程。

-







様式 C
No

クラス

品質保証に関する情報及び仕様

A

B

C

D

1

機器の機能特性及び技術的性能仕様。









2

前部分に記載していない医療機器の特性に関する追加情報（ある
場合）。

-







3

設計検証及び検証書類の概要（滅菌製品）。









4

前臨床試験。

-

-





5

ソフトウェア検証試験結果（医療機器としてのソフトウェア）。

-







6

生体材料を含む機器の調査結果。

-







7

臨床的証拠。

-

-





8

機器リスク調査。

-

-





9

リスク調査の結果。

-

-





10

原材料の仕様及び/又は条件。

-

-





11

包装の仕様（体外診断薬）。









12

反応装置又は体外診断薬においては、調査及び/又は臨床試験結
果のデータ（特殊性、感度、及び安定性）。









13

調査試験結果/臨床試験結果及び医療機器安全を提出する（国際
電気標準会議、分析証明書、試験報告、原子力監督庁）。
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様式 D
No

クラス

表記

A

B

C

D

1

表記例。









2

機器上の表記。









3

インドネシア語による使用指示、訓練資料、設置及び保守に関す
る指示。









4

製造コード及びその意味。









5

付属品表。









様式 E
No
1

クラス

市場後評価
記録システム、苦情対応等に使用した手順。
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A

B

C

D









医療機器流通許可延長申請の条件表

条件

No

輸入

国内

1

医療機器流通許可延長申請書。





2

不足の無い以前の流通許可及びその添付書類（ある場合）。





3

保健省が承認した包装デザイン及び/又は表記。





4

流通許可証。





5

製造許可証。





6

自由販売証明書（CFS）。





7

以前の承認された流通許可のデータに変更が無いことを宣言する
6,000 ルピアの収入印紙を貼付した通知書。





8

条件に応じて提出する包装デザイン及び/又は表記。





9

保健省に製造及び/又は流通報告を定期的に提出したことを宣言
する 6,000 ルピアの収入印紙を貼付した通知書。





10

流通した医療機器の使用において発生した有害事象（英語：
adverse event）及び実施された対応に関する報告。





11

安全、品質及び効能に関する条件を満たし、アップロードした書
類/データが原本と一致しない又はファイルが条件を満たさない
場合に、申請が拒否されることへの合意を示す宣言書。製造許可
証に記載されている役員/技術責任者が宣言書に署名し、6,000 ル
ピアの収入印紙を貼付する。
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医療機器流通許可変更申請の条件表
条件

No

輸入

国内

1

医療機器流通許可変更申請書。





2

不足の無い以前の流通許可及びその添付書類（ある場合）。





3

保健省が承認した包装デザイン及び/又は表記。





4

流通許可証。





5

製造許可証。





6

自由販売証明書（CFS）。





7

以前の承認された流通許可のデータに変更が無いことを宣言する
6,000 ルピアの収入印紙を貼付した通知書。





8

条件に応じて提出する包装デザイン及び/又は表記。





9

保健省に製造及び/又は流通報告を定期的に提出したことを宣言
する 6,000 ルピアの収入印紙を貼付した通知書。





10

流通した医療機器の使用において発生した有害事象（英語：
adverse event）及び実施された対応に関する報告。





11

安全、品質及び効能に関する条件を満たし、アップロードした書
類/データが原本と一致しない又はファイルが条件を満たさない
場合に、申請が拒否されることへの合意を示す宣言書。製造許可
証に記載されている役員/技術責任者が宣言書に署名し、6,000 ル
ピアの収入印紙を貼付する。
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変更を伴う医療機器流通許可延長申請の条件表
条件

No

輸入

国内

1

医療機器流通許可変更を伴う延長申請書。





2

不足の無い以前の流通許可及びその添付書類（ある場合）。





3

保健省が承認した包装デザイン及び/又は表記。





4

流通許可証。





5

製造許可証。





6

自由販売証明書（CFS）。





7

以前の承認された流通許可のデータに変更が無いことを宣言する
6,000 ルピアの収入印紙を貼付した通知書。





8

条件に応じて提出する包装デザイン及び/又は表記。





9

保健省に製造及び/又は流通報告を定期的に提出したことを宣言
する 6,000 ルピアの収入印紙を貼付した通知書。





10

流通した医療機器の使用において発生した有害事象（英語：
adverse event）及び実施された対応に関する報告。





11

安全、品質及び効能に関する条件を満たし、アップロードした書
類/データが原本と一致しない又はファイルが条件を満たさない
場合に、申請が拒否されることへの合意を示す宣言書。製造許可
証に記載されている役員/技術責任者が宣言書に署名し、6,000 ル
ピアの収入印紙を貼付する。





73

添付書類 2.
医療機器流通許可申請却下通知書の例

74

添付書類 3.
データ真正性宣言書の例

75

添付書類 4.
流通許可変更及び/又は延長申請書の例

76

添付書類 5.
データ変更が無いことを宣言する通知書の例

77

添付書類 6.
代理店販売権を放棄する意志があることを宣言する通知書の例

78

添付書類 7.
副作用が無いことを宣言する通知書の例

79

添付書類 8.
国外の医療機器及び体外診断薬の評価審査誓約表
A クラス
工程
評価

B クラス

データ
追加

評価

C クラス

データ
追加

D クラス

評価

データ
追加

評価

データ
追加

新規申請
評価者

4

3

8

3

8

3

12

3

課長

5

3

10

3

10

3

15

3

副局長

6

4

12

4

12

4

18

4

合計日数

15

10

30

10

30

10

45

10

延長申請
評価者

2

2

2

2

2

2

2

2

課長

2

2

2

2

2

2

2

2

副局長

3

3

3

3

3

3

3

3

合計日数

7

7

7

7

7

7

7

7

変更申請又は変更を伴う延長申請
評価者

3

3

3

3

3

3

3

3

課長

3

3

3

3

3

3

3

3

副局長

4

4

4

4

4

4

4

4

合計日数

10

10

10

10

10

10

10

10
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添付書類 9.
国内の医療機器及び体外診断薬の評価審査誓約表
A クラス
工程
評価

B クラス

データ
追加

評価

C クラス

データ
追加

D クラス

評価

データ
追加

評価

データ
追加

新規申請
評価者

3

3

6

3

6

3

9

3

課長

3

3

7

3

7

3

10

3

副局長

4

4

7

4

7

4

11

4

合計日数

10

10

20

10

20

10

30

10

延長申請
評価者

2

2

2

2

2

2

2

2

課長

2

2

2

2

2

2

2

2

副局長

3

3

3

3

3

3

3

3

合計日数

7

7

7

7

7

7

7

7

変更申請又は変更を伴う延長申請
評価者

3

3

3

3

3

3

3

3

課長

3

3

3

3

3

3

3

3

副局長

4

4

4

4

4

4

4

4

合計日数

10

10

10

10

10

10

10

10
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添付書類 10.
医療機器及び体外診断薬の流通許可申請の流れ
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