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審査部から申請者の皆様にお願いしたいこと

－問題事例や申請取消し事例、相談事例を踏まえて－

医療機器審査第二部

審査専門員 清川千秋

1

タイムクロックを意識した対応が必要

承認目標

申請～審査開始 審査開始～終了申請 承認

申請取消し or 審査継続
の判断（１か月程度）

照会・回答 信頼性調査
QMS調査

整備事項・
差換え

申請区分ごとに、標準的なタイムクロック（TC）のスケジュールを意識ながら審査

申請者も交えて対応することが山盛り！

後発（TC４か月）では、残り3か月「ある」ではなく「しかない」と考えて 2
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多数の申請者

準備が不十分な申請の
審査は難航する。

PMDA審査員

申請取消し
申請取下げ
審査の長期化

等々・・

申請者、審査員ともに
負担増！

申請前に十分な準備を！

審査・申請について
申請～審査開始までにおいて重要な点

 基本的な考え方
 申請取消し

審査開始～終了までにおいて重要な点
基本的な考え方
申請取下げ事例・審査が長期化した事例

その他の問題事例

相談について
相談の役割
相談の種類
事例紹介

① 相談実施により審査が円滑に進んだ事例
② 相談を活かしきれなかった事例
③ 相談の活用をお願いしたい事例

4

本日お伝えしたいこと
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☆品目のコンセプト
・何に使う機器だろうか

・どのような開発経緯だろうか

・どのような原理で作用するのだろうか

☆差分評価
・どのような既承認品があるのだろうか

・既承認品との差分・良さは何だろうか

☆事務的なこと
・受付時チェックリスト（※）にNGはないだろうか

・申請取消し要件に当たらないだろうか

※「後発医療機器の承認申請書類にかかるチェックリストの改訂について」
（平成27年12月25日付け独立行政法人医薬品医療機器総合機構
医療機器審査第一部・医療機器審査第二部・医療機器審査第三部連名事務連絡）
https://www.pmda.go.jp/files/000209070.pdf

審査担当者が考えること

STEDの「開発の経緯」が
まず大事！

☆品目への理解
• 製造元や設計開発担当との十分な協議
→使用目的、開発の経緯、既存品との差分の確認

• 品目の情報を申請書に正しく記載していることの確認
→形状や寸法、原材料等の確認

• 評価項目の十分な確認
→適切な評価項目選定
ガイドラインや基準の項目を満たすか確認

• 既承認品との同一性・同等性評価を
実施する場合はその点も十分に確認

☆申請前の資料チェック
• 申請内容に誤りがないか確認
→製造図面等と申請資料を見比べ
齟齬がないか等

• 申請前にチェックリスト等を用いて確認
→評価資料の添付漏れはないか等

6

申請者に必要な対応
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「後発医療機器の承認申請書類にかかるチェックリストの改訂について」
（平成27年12月25日付け独立行政法人医薬品医療機器総合機構
医療機器審査第一部・医療機器審査第二部・医療機器審査第三部連名事務連絡）
https://www.pmda.go.jp/files/000209070.pdf

審査の円滑化のために、
審査開始前に確認すべ
き最低限必要な形式的
な事項を「チェックリスト」
としてまとめたもの。

申請書類を作成する
上で注意すべき事項
を確認できます。

申請区分によって、
細かな違いはありますが、

受付時確認項目チェックリストとは

No. チェック項目

2 正本は、申請書、添付資料、別添資料、参考資料、その他資料からなり、それぞれの原本が添付されている
か

3 一変申請の場合の正本には、申請書、添付資料、別添資料、参考資料、その他資料に加えて、当該申請品
目に係る承認書の写し（変更した項目別の最新の承認書の写し）が添付されているか

4 副本は、申請書のみとなっているか

6 審査用資料として正本全体の写しが2部提出されているか
（一変の場合に正本に添付する当該品目に係る承認書写しを除く）

35 QMS適合性調査「無」を記載した場合に、その理由が記載されているか
【記載例】
・平成26年11月19日付 薬食監麻発1119第7号・薬食機参発1119第3号 第１．２．（１）による
・平成●年●月●日認証申請品目「△△△△」において、登録認証機関「◇◇◇◇」へQMS適合性調査
申請中（申請予定）であるため

・平成■年■月■日承認申請品目「○○○○」において、総合機構へQMS適合性調査
申請中（システム受付番号●●●）であるため

・調査結果を利用するQMS調査が、本申請から10日以内に申請予定であるため
・製造方法欄、製造販売する品目の製造所欄に変更がない承認事項一部変更承認申請であるため
・平成26年11月21日付 薬食監麻発1121第25号 ２．Q15（もしくはQ17、Q54）による

36 （基準適合証によりQMS適合性調査「無」とする場合）

承認申請書の受付時点で有効な基準適合証の番号及び交付年月日を記載し、当該基準適合証の写しが１
部添付されているか

○製申請の場合も
同じです！

有効な基準適合証
がある。

「製造方法欄」又は「製
造販売する品目の製
造所欄」を変更しない。

8

前回の承認以降
に提出した全ての
軽微変更届書も
必要です！

NGとなりやすいチェックリスト項目

※No.35について。平成26年11月19日付薬食監麻発1119第7号・薬食機参発1119第3号は廃止されました。
最新の通知として令和2年8月31日付薬生監麻発0831第1号・薬生機審発0831第16号を参照ください。
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No. チェック項目

60 海外の試験データや文献等を添付する場合、その邦訳（要約版）が添付されているか

61 添付資料（STED)は、通知を参照して作成されているか。
申請品目の特性に応じて、添付が不要な項目を除いて作成されているか
＜後発医療機器（基準あり含む）＞
平成27年1月20日 薬食機参発0120第9号通知 別添2
http://www.pmda.go.jp/operations/shonin/info/iryokiki/tsuchi/file/20150120‐9.pdf

なお、「後発・一変申請」の場合、変更箇所の評価に必要な内容範囲で
可とする。（平成24年2月7日薬食機発0207第1号）

65 適合宣言書
下記基準が記載され、基準名、発出番号、日付などが正確に記載されているか
・「医薬品医療機器法第41条第3項の規定により厚生労働大臣が定める
医療機器の基準」（平成17年厚生労働省告示第122号）

・「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」
（平成16年厚生労働省令第169号）

71 申請書に資料として添付する試験成績書には、必要な事項（少なくとも、題目、試験所の名称、試験所の
所在地（外部試験施設で実施された場合）、試験報告書の識別（一連番号等）、試験方法、試験検体情
報、試験の実施日、試験の結果、発行者の署名等）が記載されているか

英語の場合、概要が適切に
STEDに記載されていれば、邦

文の概要の添付は不要になり
ました。

法改正（令和3年）

に伴い、基本要件
基準も変わってい

ます！

NGとなりやすいチェックリスト項目

10

機構では、申請受付後、初めに申請書類に形式的な不備が
ないか、チェックリストに沿って確認します。

皆様も、申請の際には、チェック項目を満たしているかご確
認をお願いします。

PMDAも同じ

チェックリスト
を使って確認
しています。

チェック項
目は全部
で75項目
あります。

チェックリストをご活用ください！
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• 製造元等とのやり取りの再発生

• 再評価や追加試験の発生

• 審査に着手できず審査進捗の停滞

etc…

11

審査長期化
※申請取消しの場合も

TC

対応が不十分になると・・・

12

申請資料には不足がないことが前提です。

審査を進めていく中で、申請資料の不足により審査継続困難になった場合

→ 申請取下げ

（機構審査の手数料は還付されません。）

申請資料には不足がないことが前提ですが・・・・・・“例外的”な取扱いとして、

審査開始前の書類チェックの際に、明らかに資料が不足している場合

→ 申請取消し
（機構審査の手数料は還付されます。）

申請取消し時には面談等により、申請を取消す理由をご説明します。

申請取消しとは
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申請取消しの理由

① 開発の意図が達成されていることを評価していない

② 一変申請にも関わらず、一変内容に対する評価が行われていない

③ 臨床評価が必要であるにも関わらず、資料が添付されていない

④ 明らかに性能試験（または安全性試験）が不足している

⑤
提出された試験について、試験検体、試験条件、合格判定基準（規格値）が明ら
かにされていない

⑥ 提出された生物学的安全性試験がGLP非適合である

⑦ 生物学的安全性に関する評価項目が不足しており、省略理由も妥当でない

⑧ 新規原材料を使用しているにも関わらず、生物学的安全性が評価されていない

⑨ 安定性に関する評価項目が不足しており、省略理由も妥当ではない

18

申請取消し要件

申請取消しの理由（資料の不備や不足以外の理由）

⑭ 申請範囲が一品目の範囲を逸脱

⑮ 治験途中での申請（総括報告書の添付なし）

⑯ 併用機器関連（併用機器の申請準備不足、併用機器との性能評価不足）

⑰ 申請後に申請内容の変更

⑱ その他（対面助言での指摘事項に対応していない等）

14

申請取消しの理由

⑩ 最大照射線量で滅菌後6か月以上の材質劣化の評価がない

⑪ 原資料が邦文以外で作成されている場合に、邦文の概要が添付されていない

⑫
申請品目と既承認品とで異なる部分（差分）が明確ではなく、実質的同等性が評
価されていない

⑬
既承認品との差分が有効性や安全性の向上を意図している場合で、その評価が
行われていない

申請取消し要件

外国語（英語を除く）の試験成績書等の場合、邦訳の添付がさ
れていない。
 英語の場合、邦訳の添付は必須ではなくなりました。
 2021年5月10日付けで、医機連ホームページにも掲載いただ

いておりますのでご確認ください。

※なお、引き続きSTEDには邦文概要を適切に記載してください。
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申請前にご確認ください！
 開発製品の新規性・臨床的位置づけ

 臨床評価の要否の判断に迷う場合は、類似の医療機器と
の差分を踏まえて、相談を利用いただくことも一案

＜臨床評価の不足＞

一酸化窒素ガス分析装置の申請。

新規の使用方法を意図する機器として申請されたが、
臨床的位置づけや臨床的意義に関する説明が不足し
ていた。

承認前例がなく臨床評価が必要であることから、申請
取消しに・・・。

15

申請取消し事例①

本品の位置づけを
踏まえて評価は足
りている・・・？

申請前にご確認ください！
 既承認品との差分
 差分に関する評価の充足性
 評価項目の充足性を確認するために相談等の活用

＜既承認品との差分評価の不足＞

超短波治療器の申請。

自社既承認品と差分となる機能や構成品について、性
能及び安全性を確認する資料が不足していた。

初回取消し後に再度申請されたが、申請資料の説明
が変更されただけであったため、再度取消しに・・・。

16

申請取消し事例②

どこが差分・・・？
差分に関する評価
は充足・・・？
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＜開発コンセプトに関する説明不足＞

長期使用尿管用チューブステントの申請。

「新規・後発（基準あり）」区分で申請されたが、使用目
的が承認基準と異なっていた。

物理的に不可能な使用方法が想定されており、医療現
場におけるニーズや開発コンセプトも不明であったため、
申請取消し。

17

申請前にご確認ください！
 承認基準の内容
 適切な申請区分
 どのようなニーズに対してどのようなコンセプトでアプローチして

いて、それは本当に実現可能なのか。それを説明できているか。

申請取消し事例③

本当に使えるのかな・・・？

どういうニーズにこたえる
ものなのかな・・・？

＜同等性評価の比較対象が不十分＞

２つの一般的名称が設定された後発品目の申請。

（中心循環系マイクロカテーテルと冠動脈貫通用カテーテル）

同等性評価の比較対象とした既承認品には片方の一
般的名称（中心循環系マイクロカテーテル）しか設定されてお
らず、もう一方の一般的名称（冠動脈貫通用カテーテル）に
関係する性能が評価されていなかったため、申請取消し。

18

申請前にご確認ください！
 比較対象品の一般的名称、使用目的、適用範囲、使用方法等
 開発コンセプトに対する設計検証の充足性

申請取消し事例④

あれ？この比較対象だと
同等性評価できないな・・・
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＜製品バリエーション及び試験検体に関する説明不足＞

輸液セットの申請。

形状や原材料にバリエーションのある構成品について、
形状、構造及び原理欄並びに原材料欄で、各バリエー
ションを特定できるように記載されていない。

各試験報告書において、どのバリエーションが検体とし
て使用されたのか不明。

各試験の検体妥当性が確認できず、申請取消し。

19

申請前にご確認ください！
 製品バリエーションを適切に規定できているか。
 試験検体の妥当性を説明できているか。

申請取消し事例⑤

どんなバリエーション？
どれを試験に使ったの？
これはワーストケース？

★皆様にお願いします その１

• 対面助言は審査迅速化のために行うものであるた
め、助言内容に対応いただけていない場合も申請
取消し要件として扱っています。

• また、申請取消しや申請取下げの際に不足点の
伝達をしますが、再申請時にその内容へ対応でき
ていない場合も同様の扱いとなります。

• 一度取消した品目は、対応方針を共有するために
再度申請する前に全般相談等の活用をご検討く
ださい。

20
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★皆様にお願いします その２

• 製品のコンセプトや使用方法等について、申請前
に正しく理解し、申請資料の中で適切に説明してく
ださい。輸入製品の場合は製造元との協議も十
分に行ってください。

• 構成品のバリエーションを適切に規定しているか、
適切な検体で試験を実施しているか、必要な申請
パッケージになっているかをよく確認してください。

• 製品特性を踏まえた評価について検討し、不明な
点がある場合は対面助言を積極的に利用してくだ
さい。

21

審査・申請について
申請～審査開始までにおいて重要な点

 基本的な考え方
 申請取消し

審査開始～終了までにおいて重要な点
基本的な考え方
申請取下げ事例・審査が長期化した事例

その他の問題事例

相談について
相談の役割
相談の種類
事例紹介

① 相談実施により審査が円滑に進んだ事例
② 相談を活かしきれなかった事例
③ 相談の活用をお願いしたい事例

22

本日お伝えしたいこと
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☆評価資料について
• 評価したいことがその試験で見られているか？

• 検体はどのように選ばれているか？

• 試験条件は妥当か？

• 合格基準は？その根拠は？

• 結果は問題ないだろうか？

☆申請資料全体について
• 申請書の記載内容に不可解な点はないか？

• 過去に提出された軽微変更届に問題はないか？

23

審査担当者が考えること

☆評価資料の順序立てた組立て
• どのような要求事項を確認するための試験か
• 検体選択・合格基準は妥当か
• 結果に対する十分な考察

☆製造元との連携の円滑化
• 製造元との契約・入手可能な情報の把握
• 照会回答対応時の方法・期限の管理

☆リソースの充足
• 申請担当者の多忙・不在時のリカバリ体制充足

☆申請書類の内容と実態に差異がないか確認
• 製造図面と形状構造欄の記載に齟齬はないか
• 各構成品と原材料欄の記載に齟齬はないか
• 原材料特定情報と実態に差異はないか
• 試験成績書等添付資料に誤記はないか

24

申請者に必要な対応
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• 過剰な照会の発生
• 審査担当との見解不一致
• 申請書再整理の発生

• 照会に対する回答の遅延
• リソース不足による対応停滞
• 製造元都合による対応停滞

• 誤記・不適切対応への対処発生
• 正確な内容の再確認
• 過去の不適切軽変が発覚
• 不適切軽変への是正対応が優先され、申請取下げとなることも

25

TC
承認

審査長期化・申請取下げ

対応が不十分になると・・・

申請前にご確認ください！
 その製品を評価するために適切な試験方法か

 既承認品の試験方法を参考にする場合、申請品にも適用
できるか

＜試験条件が適切ではなく、製品の評価ができない＞

単回使用視力補正用色付コンタクトレンズの申請。

過去の同様の製品での評価を参考に、試験条件を設
定して評価。

しかしながら、本申請の製品の評価としては適切な試
験条件ではないことが判明し、再試験が必要になった
ことから申請取下げに・・・。

26

申請取下げ事例①

既承認品と申請品では
差分がある。同じ試験条
件で評価可能・・？
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＜試験検体データを申請品データとして外挿できない＞

臨床試験ありで申請されたが、臨床試験に使用された
製品と申請品の形状に差分があることが審査中に判明。

申請時に添付されていた臨床試験成績の外挿性の説
明が困難となり、申請取下げに・・・。

27

申請取下げ事例②

試験検体と申請品に差分
があるな。説明がないけど
大丈夫なのかな。

申請前にご確認ください！

 試験検体が申請品と異なる場合は外挿性について十分に
説明できるか

＜試験が失敗している・試験中に試験方法が変更されている＞

3回中3回成功することが合格基準の試験にて、2回目に失敗。

条件を変えて3回目を行ったところ成功したため、同じ条件で
4回目の試験を実施。

4回中3回成功したことをもって合格と結論付けた資料を提出。

当該資料は予備試験的な位置づけになってしまうと指摘。

新たな試験条件で追加試験を実施したため、審査長期化。

28

審査長期化事例①

試験失敗ではあった
けど、良いデータも
あったし大丈夫かな！

予備試験等による、
プロトコルの事前検討が不十分！
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★皆様にお願いします その３

• 性能及び安全性に関する規格は、評価における
重要なポイントです。規格内容や規格に対する試
験内容の妥当性をよく確認してください。

• 試験検体が申請品と異なる場合は外挿性につい
て十分に説明できるか検討してください。

• 適切な試験結果を得るため、社内で予備試験等
によりプロトコルの事前検討を十分行ってください。

• プロトコルや試験結果に懸念がある場合は、事前
に対面助言の利用を検討してください。

29

30

審査長期化事例②
＜試験内容の妥当性が説明されていない＞

全人工股関節の申請。

申請された時点で、試験項目の不足はないが、試験条
件、検体の選択方法の説明に不足があった。

審査の中で照会回答のやりとりを行ったが、問題点へ
の回答、製造元とのコミュニケーションに時間を要し、
TCアウトに・・・。

審査の中でイチから説明
を考えるには時間が足り
ない・・・。

申請前にご確認ください！
 実施した試験の妥当性を申請資料で説明できているか
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＜原材料供給業者との契約が締結されていない＞

差換えのタイミングで、一部の原材料について供給業
者との契約が締結されていない旨、申請者より申出。

審査終盤にもかかわらず、契約締結に時間を要したた
め、TC遵守できず。

31

審査長期化事例③

申請前にご確認ください！
 申請前に原材料供給業者との契約が成立していること

承認までに契約できれば
大丈夫かな！

できなかったらどうしますか・・・？

＜誤記対応中の申請＞

品目Aの審査で誤記発覚。その対応中に、品目Bが申請された。

品目Bに対しても申請直後に総点検を実施したところ、数十箇所
の誤記が発覚した。

当該誤記対応だけで半年程度の期間を要し、審査が長期化した。

32

審査長期化事例④

申請前にご確認ください！
 申請書に誤記等がないよう、申請前に十分に点検すること
 他品目でも発生していそうな誤記の発覚や総点検実施の際に

は、他の申請を急がず、誤記の解消に注力すること

他品目でも同じような誤記ありそうだな・・・
でもそっちも申請急いでるんだよな・・・

そもそも誤記はあっては
いけません！
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★皆様にお願いします その４

• 組み合わせられる構成品の記載は、一覧表や概
略図などを用いて明確にしてください。

• 差分を検証した結果を十分に示してください。なぜ
「差分なし」と判断したのか等についても情報不足
になっていないか確認してください。

• 各構成品の使用方法等を明確にしてください。

33

★皆様にお願いします その５

• 申請前に原材料供給業者との契約が成立してい
ることを確認してください。

• 申請書に誤記等がないよう、申請前に十分に点
検してください。

• 他品目でも発生していそうな誤記の発覚や総点検
実施の際には、他の申請を急がず、誤記の点検
と解消に注力してください。

34
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照会への回答内容がいつまでも不十分である等、
社内体制を原因として問題を生じた事例やその他
共有させていただきたい事例を解説します。

35

その他の問題事例

＜輸入品、選任製販案件における多発事例＞

機構からの照会内容を理解しないまま、単に英訳した
照会を製造元に共有してしまい、製造元から必要な回
答が得られない。

製品に対する理解不足から、電話での簡単な問い合
わせについても一切答えられず、審査に時間を要する。

STEDでの図表の抜けや判読できない解像度のスク
リーンショットが多数あり審査不能状態。

36

その他の問題事例①

か、解読できない・・・

コミュニケーションも
取れない・・・

皆さまは伝書鳩
ではありません
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＜申請資料や照会回答に誤りが多い＞

申請資料における、既存治療に関する文献情報等の
説明内容に矛盾があったため、照会により説明を要求
したが、矛盾が解消されなかった。

最終的には、申請担当者の思い込みによる誤認識で
あり、申請資料、照会に対する回答内容は全て誤りで
あったことが判明した。

37

その他の問題事例②

頑張って検討したのだけど、
また間違いだったんだ・・・

責任を持った
資料作成や回答を！

★皆様にお願いします その６

• 申請者の皆様が理解できていないことは審査員
でも理解できません・・・。輸入品や選任製販案件
であっても、申請品目に対して責任を持ち、十分
な説明対応が可能な準備をしてください。

• 事前に申請資料や回答資料を読み返して、ご自
身が理解できる日本語や図表等になっているか
確認してください。

• 審査期間中は製造元とスムーズに連絡を取れる
体制を取ってください。

38
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＜試験依頼者が申請者と無関係な者であった＞

選任製販から申請されたコンタクトレンズ。

試験報告書に記載されている試験依頼者が申請者ではなかった
ため、試験依頼者と申請者の関係性について問い合わせ。

試験依頼者と申請者の間に契約関係はなく、選任製販が他社品
目の承認申請に用いた試験報告書を流用していたことが判明し、
申請取消し。

39

その他の問題事例③

選任製販申請者B

申請者A

品目Yの
申請で選任

品目Xの
試験報告書

同じ材質で流用できそうだから、
品目Yの申請に品目Xの試験報告書を
添付しちゃおう！無関係！

共同開発グループとしての
契約状況の確認を！

＜販売名が適切に設定されていない＞
 既承認品目のうち、紫外線吸収剤を含むレンズを別販売名で販売するための販売

名追加申請。
 親品目中のラインナップとして紫外線吸収剤を含有しないレンズを含んでいたが、

子品目の販売名が「〇〇 UV」とされて申請された。

例えば…コンタクトレンズの販売名では、以下の確認をお願いします。
・「○○ UV」：紫外線吸収剤を含まないレンズがないか？
・「○○ モイスト」等：充填液に保湿成分は含まれているか？
・「○○ リング」等：環状着色部がないレンズが含まれていないか？
・「○○ カラー」等：無着色のレンズが含まれていないか？
・「○○ プラス」等：根拠が不明確ではないか？ など

 医療機器の販売名追加申請とは…

 同一の医療機器であるが販売名のみが異なる品目の申請。

販売名追加申請は、品目の一部に別の販売名を付ける申請ではありません。
品目全体に対して適切な販売名を設定してください。

平成26年11月21日付薬食機参発1121第47号「医療機器の複数販売名に係る製造販売承認（認証）に関する取扱いについて

 申請書には、販売名以外の記載が親品目の承認書と同一内容となるように記載さ
れていること。

50

その他の問題事例④
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★皆様にお願いします その７

• 選任製販は、複数の申請者から得た資料を適切
に管理してください。異なる企業の資料を活用す
る際は、共同開発グループとしての契約状況を確
認してください。※H27.1.20 薬食機参発0120第9号の第4

• 販売名追加申請は、品目の一部に別の販売名を
付ける申請ではありません。品目全体に対して適
切な販売名を設定してください。

41

審査・申請について
申請～審査開始までにおいて重要な点

 基本的な考え方
 申請取消し

審査開始～終了までにおいて重要な点
基本的な考え方
申請取下げ事例・審査が長期化した事例

その他の問題事例

相談について
相談の役割
相談の種類
事例紹介

① 相談実施により審査が円滑に進んだ事例
② 相談を活かしきれなかった事例
③ 相談の活用をお願いしたい事例

42

本日お伝えしたいこと
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43

相談の役割

◎ 申請後の相互の負担↓
◎ 審査がより円滑に進む可能性↑
◎ 承認の予見性↑

承認

申請

開発 開発段階に応じた相談

審
査

 初期：臨床的位置づけ・必要な評価項目の整理

 中期：試験プロトコルの妥当性

 後期：試験成績の評価の妥当性

➡申請前に課題を解決

44

相談の種類

準備面談

治験相談等
（対面助言）

事前確認簡易相談

簡易相談

有料相談 無料相談

全般相談

フォローアップ
面談

同時申請相談

認証基準該当性簡易相談

相談区分一覧：https://www.pmda.go.jp/review‐services/f2f‐pre/consultations/0019.html
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主な対面助言の種類

全般相談

対面助言準備面談

簡易相談

性
能
試
験

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

資料充足性・
申請区分相談

治験相談

電
気
安
全
性
試
験

※1 プロトコル相談と評価相談がある

レギュラトリーサイエンス（RS）戦略相談

※1

※1

※1 ※1

※1

申請資料確定相談※2

※2 医療機器評価相談（探索的治験及び治験を除く。）を実施した資料を対象

先駆け総合評価相談

45

46

対面助言の流れ

• 相談されたい内容を踏まえて相談区分のご案内全般相談

• 治験相談等のどの相談枠で進めるかを決める

• 対面助言資料に盛り込んでほしい内容の確認
準備面談

• ①資料搬入→②助言に必要な情報を収集するた
め照会回答→③対面助言・記録のお渡し対面助言

• 助言内容に対する対応方針の確認
フォロー

アップ面談
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47

よくあるご質問①

Q2. 準備面談の前に全般相談をやらなければいけないの？Q2. 準備面談の前に全般相談をやらなければいけないの？

A. 必須ではありません。
資料作成に不安がある場合はご利用をおすすめします。

• 準備面談終了証の期限は面談実施日から1年です。

• 対面助言資料に含めてほしい情報の収集に時間がかかって期限切れとなる
のはもったいないです・・・。

• 対面助言が初めて、新規性のある機器、資料構成に悩んでいる等のケース
では、全般相談のご利用がおすすめです。

Q1. 全般相談では何が相談できるの？Q1. 全般相談では何が相談できるの？

A. 個別品目の判断以外の全般的な内容に対してご相談いただけます。
◆一般論としての考え方、通知の解釈
◆相談内容に応じた相談枠のご案内
◆準備面談前の資料の構成

• 無料の枠なので、まずはお気軽にご不明点があればご利用ください。

48

よくあるご質問②

Q4. フォローアップ面談の実施期限や回数制限はあるの？Q4. フォローアップ面談の実施期限や回数制限はあるの？

A. ありません！

• 全般相談同様、無料の枠なので、ぜひご活用ください。
• 原則、対面助言の記録が確定以降にお申し込みください。
• 相談内容によっては別の適切な相談枠をご案内いたします。

Q3. 対面助言の実施方法は？Q3. 対面助言の実施方法は？

A. 現時点では、原則Web会議にて実施しています。

• 議論に時間を割くために、通訳が必要な場合、同時通訳で実施できるようご
協力いただけますと幸いです。

• 「事前見解あり」の相談区分では、対面助言の前に機構見解を書面にてお送
りします。その内容に質問等がない場合は、対面せず書面のみで終了する
場合もあります。

相談業務の実施要項等は機構ホームページに掲載していますので、ご参照ください。
https://www.pmda.go.jp/review‐services/f2f‐pre/consultations/0003.html
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49

相談実施により審査が円滑に進んだ事例①

＜医療機器開発前相談の活用例＞

ダイオードレーザ

タイプ追加時に必要な評価項目について議論。

助言時に伝達した指摘事項に対応したうえで申請され

たため、早期に承認可能となった。

TC：改良臨床なし区分 6か月→2.5か月

50

相談実施により審査が円滑に進んだ事例②

＜医療機器評価相談治験の活用例＞

挿入器付後房レンズ

米国で実施した臨床試験を用いた承認申請可否について、対面
助言を実施した。

申請前に臨床試験成績を確認できたため、早期に承認すること
ができた。

TC：改良臨床あり区分 9か月→5か月

単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

米国で実施した臨床試験を用いた承認申請可否について、対面
助言を実施した。

成績に懸念点があったが、対面助言の中で問題ないと考える根
拠を事前に確認できたため、大きな論点が生じなかった。

TC：改良臨床あり区分 9か月→5か月
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51

相談実施により審査が円滑に進んだ事例③

＜対面助言＋フォローアップ面談の活用例＞

血球細胞除去用浄化器

適応追加の一変にあたり、予め対面助言にて臨床評

価報告書の内容を議論。

助言への対応についてはフォローアップ面談で確認し

た結果、内容が充足した臨床評価報告書が添付された。

TC：改良臨床あり区分 9か月→5か月

52

• 全般相談、対面助言は品目の情報共有の場とし
て適しています。

• ①相談を通じて事前に品目を理解・論点を解消、
②申請後の照会・回答のやりとりを削減、
③結果的により早い承認に結びつけることが可能
です。

• これまでにない新しい製品や独自の評価を行った
場合は、思いもよらぬ論点が潜んでいることがあり
ます。

• 「せっかく試験をしたのに使えない」、「申請したの
に取下げに」・・・、これまでの事例を踏まえても、
相談を活用した方が遠回りのようで近道です。

★相談を利用するメリット
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相談を実施したが資料を使えなかった事例

冠動脈ステント

臨床試験要否相談（臨床論文等から判断）を実施して改良（臨床
あり）で申請された。

申請後、添付された臨床試験のGCP調査の中で、同意取得状況の
再確認等が必要となり、TCアウトに・・・。

吸収性骨再生用材料

開発前相談を実施し、その中で信頼性調査資料を十分整理する
よう伝達。

改良（臨床なし）区分で申請後、信頼性調査対象資料の生データ
に係る資料が提出できず、取下げに・・・。

54

相談時と申請時で製品が異なった例

歯科用止血材

開発前相談で、非吸収性の止血材という相談資料に
基づき、必要となる評価項目について伝達した。

申請資料では、対面助言時の開発コンセプトと異なり、
本品が吸収性であることが説明された。

非吸収性としての対面助言での評価項目に基づき評
価されたため、吸収性に係る評価が不足し、取消し
に・・・。
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相談時の指摘事項に対応されないまま申請された例

硬性内視鏡

開発前相談を実施したところ、使用方法が不明確であ
り、臨床の要否の判断ができなかった。

まずは臨床的ニーズを踏まえた本品の使用方法につ
いて整理するよう助言した。

しかし、指摘事項に対応されないまま申請され、また、
開発コンセプトについても相談時から変更されていたた
め、審査が長期化・・・。

56

• 相談者と機構側が懸念している点に齟齬がある場
合もあります。事前にどの部分に気を付けたらよ
いのか、相談区分としてはいずれが適切か、全般
相談や準備面談にて目線合わせを行うことが重要
です。

• 臨床、非臨床に限らず、試験報告書は信頼性調査
に耐えうる資料であることが前提です。

• 対面助言は相談資料に基づき助言をします。
相談後、当初の開発コンセプトと異なる製品となる
ような場合は、評価項目の修正が必要となることも
あるため、まずはフォローアップ面談で情報共有を
お願いいたします。

★有益な相談に向けてのポイント その１
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• 対面助言記録で申請時までに対応することと記載
している事項については、必ず対応してください。

• 記録の不明点や指摘事項に対する対応方針は、
フォローアップ面談等を活用いただきながら、事前
に解決しておくことが審査期間の短縮につながり
ます。

• 高額な相談手数料を無駄にしないためにも、相談
前に十分に確認をお願いいたします。

★有益な相談に向けてのポイント その２

58

相談の活用をお願いしたい事例①

＜前例がない試験方法を採用する場合＞

ゼラチン付き人工血管

生物由来原材料（ゼラチン）の追加にも関わらず、安定
性評価資料の添付がなかったため提出を求めた。

安定性試験条件の妥当性が説明できず、取下げ。

相談なしで再試験を実施し、試験方法の妥当性の確認
に時間を要したため、再申請もTCアウト・・・。

 前例がない試験方法を採用する際には、
プロトコル相談の活用をご検討ください！
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相談の活用をお願いしたい事例②

＜申請取消し後に再申請をする場合＞

体外式結石破砕装置

適応追加の一変が申請されたが評価不足で取消し。

相談実施を案内していたが、相談が申し込まれること
なく再度申請された。資料が改善しておらず、２度目の
取消しに・・・。

 取消しの際には、評価の不足点をお伝えします。

 再度申請の計画を立てた際に、お伝えした不足点への
対応について相談（全般相談）をお願いいたします！

60

相談の活用をお願いしたい事例③

＜化学分析から生物学的安全性を評価する場合＞

長期的使用胃瘻用ボタン

生物学的安全性試験の一部が化学分析により評価。

審査の中で化学分析の妥当性について、複数回の照

会回答を行ったが、説明は受入れできなかった。

最終的には化学分析以外の情報を含め、総合的に生

物学的安全性を評価することで承認されたものの、審

査が長期化し、TCアウトに・・・。

 生物学的安全性試験を化学分析を用いて省略する
場合、まずは全般相談でご相談ください！
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本日のまとめ

61

スムーズな承認審査のために

•製品のエキスパートは、申請者の皆様です。
品目への十分な理解・説明をお願いします。

•製造元とのコミュニケーションを円滑にしてく
ださい。

•リソース及びリカバリ体制を強固にしてくだ
さい。

62
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スムーズな承認審査のために

•評価の組立てを十分に行ってください。

•製品との差分を説明するために、類似医療
機器の情報を適切に収集してください。

•申請内容の十分な確認をお願いします。

63

最後に

•審査担当は申請資料や申請者の皆様
からの説明を基に、製品を理解します。

•スムーズな審査のためには、申請者の
皆様と審査チームが協力することが重
要です。

•これからも力を合わせて進めていきま
しょう！

64
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 郵便の宛先、担当者の宛名をはっきりとご記入ください。
「医療機器審査第二部」と「審査業務部業務第二課」は
違う部署です。

 送付先が分からない場合は審査員にお問い合わせください。

PMDAよりご連絡
～資料の送付先について～

機構ホームページ
ホーム > 審査関連業務> 承認審査業務（申請、審査等）> 申請等手続き> 受付業務について

「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う審査等業務に係る申請・届出等の受付等業務の
取扱いについて」
（令和3年6月28日薬機発第0628029号）
https://www.pmda.go.jp/files/000241447.pdf

ご清聴ありがとうございました。
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