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「医療機器開発講習会」      

 
質問事項・要望事項 
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＜PMDA面談＞ 

 PMDA 様とのリモート面談は、今後対面になることは無いので
しょうか。 
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⇒感染拡大防止の観点から現在もweb会議を原則とする運用をお願
いしております。 

 対面実施が再開される具体的な時期については、今後の感染状況
によるため現時点では未定となっております。 



＜使用前例＞ 

 改良医療機器および後発医療機器の申請に際する使用前例の考え
方を知りたい。 
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⇒平成26年11月20日付け薬食発1120第5号通知において、後発医療
機器について以下のように定義されております。 

新 
医療機器 

既に製造販売の承認を与えられている医療機器（法第23 条の２の９第１項
の規定により使用成績評価の対象として指定された医療機器であって、調
査期間を経過していないものを除く。以下「既承認医療機器」という。）
と構造、使用方法、効果又は性能が明らかに異なる医療機器をいう。 

改良 
医療機器 

「新医療機器」又は「後発医療機器」のいずれにも該当しないものをいう。 

後発 
医療機器 

既承認医療機器と構造、使用方法、効果及び性能が同一性を有すると認め
られる医療機器であり、すなわち、既承認医療機器と構造、使用方法、効
果及び性能が実質的に同等であるものをいう。 

そのため、構造、使用方法、効能、効果又は性能が類似する機器が一般的に
は使用前例となり、後発医療機器はさらに実質的に同等性が論点となります。 

改良、後発医療機器のどちらに該当するか疑問が生じた際には、全般相談等
でPMDAにご相談ください。 
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＜使用前例＞ 

 認証品については承認・届出品のように情報公開請求ができない。
使用前例として調査したい場合に、添付文書以外に、何か手段が
あれば教えていただきたい。 

⇒一般論としては、ホームページ、カタログ情報等を活用いただく
もの、とお伝えしたいと思います。ただし、これら情報の利用の
適切性は個別に判断する部分もあり、また、他の業界でもどうい
うものが適切な情報として扱えるのか等も現在検討中であり、審
議の過程です。 

 



＜チェアサイド型医療機器＞ 

 今後、チェサイドでの歯科医による補綴物CADが増えると予想さ
れる。 

歯科医が使用するソフトウェア、CAD装置、CAM装置の認証基準
はどう考えてゆくのか？ すべて認証基準無しクラス２（PMDA
審査）となるのか？ 
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⇒将来的に認証基準が制定される可能性はあると考えておりますが、 
現時点では「チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造
ユニット」（CAD/CAM装置）及び「歯科修復物設計支援プログラ
ム」は、PMDAでの承認となっております。 



＜プログラム医療機器＞ 

 歯科用の医療機器のプログラム医療機器へ該当判断のポイントを
ご教授いただけるとありがたいです。 
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⇒歯科矯正等の際に用いるコンピュータ上で患者の仮想的な歯列模
型を表示するプログラムについて、歯列形状や歯の位置関係の可
視化、計測等、有体物の歯科模型から得られる情報と同等の情報
のみを提示するものは医療機器非該当となります。 

 一方で、目標とする歯列形状を入力した場合にそれを実現するた
めの矯正計画の提示機能や矯正装置の設計機能・設計のための
データ出力機能等を有する場合は、医療機器プログラムに該当し
ます。 

 （平成30年12月28日付け薬生機審発1228第6号薬生監麻発1228第8号通知) 

 同様に、最適なインプラント治療計画の提示機能や、サージカル
テンプレートの設計用ソフトも医療機器プログラムに該当します。 

 プログラムの医療機器該当性については、SaMD一元的相談窓口 
（医療機器プログラム総合相談）をご利用ください。 

  https://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/strategies/0011.html 



＜クラス分類ルール＞ 

 クラス分類ルールの「９．エネルギーを投与または交換するよう
に意図したすべての能動型治療機器はクラスⅡである。」のエネ
ルギーを投与とはどういったことが含まれるのでしょうか。治療
のために機器が人体を押すようなこともエネルギーの投与に含ま
れますか。 
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⇒歯科医療機器では、「歯科用電動式ドリル」、「超音波歯周用ス
ケーラ」、「超音波歯科根管拡大装置」等がGHTFルール9該当と
してクラスⅡに分類されております。 
また、治療目的で人体を押す機器としては「家庭用エアマッサー
ジ器」がGHTFルール9該当となっております。 

 機器が人体を押す目的及び原理を明確にした上で、同様の目的を
持つ既存品及び一般的名称を調査いただき、前例品がない品目に
ついては全般相談等でPMDAにご相談ください。 



＜併用医療機器の評価＞ 

 ３Dプリンタなど、材料だけではなくそれと併用する医療機器に
よる、有効性、安全性への影響が懸念される歯科材料が増えてゆ
く中で、それらの有効性、安全性をどのように担保してゆくべき
なのか。  

特に米国などではそれらが厳密に取り扱われているが、現行日本
の法規では併用する医療機器による影響を評価する考えが無いと
思う。 
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⇒3Dプリンタ等併用の医療機器が最終的な技工物の有効性、安全性
に影響を及ぼす歯科材料については、併用機器を考慮した評価や、
認証・承認書への併用機器に係る条件記載が求められることが考
えられます。 

 一例として、「歯冠用硬質レジン」については、JIST6517の試
験片作製の方法による試験検体と同様の検体を三次元積層造形装
置によって作製し、物理的・化学的性質の評価を行うことが規定
されております。併せて、当該材料が使用される三次元積層造形
装置の仕様や使用条件についても使用者に指示する必要があると
規定されております。 

 （三者協議事項（Bulletin）201905号） 



＜チャレンジ申請＞ 

 行政側も、有効で安全な医療機器を数多く輩出したいという構想
や希望は持たれているものと考えております。 

メーカーとしては、革新的な技術を応用し、臨床現場から求めら
れる特性を反映した新規の医療機器の開発をおこなっていく過程
で、薬事においては “挑戦的な” 対応が必要になる場合もあると思
いますが、そのチャレンジのやり方や、戦略的な部分を具体的に
知れるような会になれば、嬉しく思います。 
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⇒医療機器開発講習会への要望として受け取りました。 

 今回は第１回目として認証を中心とした講演テーマにしましたが、
ご質問のとおり、新たな医療機器の創出という点も重要なことと
は思います。創出をしやすくするために行政が行っている施策
（先駆的医療機器やIDATEN等）と、その施策にのるために必要な
ポイント等を紹介する講演内容も今後検討したいと思います。 

 また、行政の手の届きにくい細かな支援を行う大阪歯科大学
TRIMIの開発支援も、それらの施策に代わる一つの選択肢として
ご検討いただければ幸いです。 



＜QMSソフトウエア＞ 

QMS省令・ISO 13485から要求されているQMSソフトウェアの範
囲と管理方法について、 

①どの範囲のソフトウエアをQMSソフトウェアと考えれば良いので
しょうか？ 会計・経理に特化しているソフトウェアはQMSソフ
トウェアであるとの判断をしておりませんが、品質管理に関連す
るソフトはQMSソフトウェアに該当すると理解をしております。 

②弊社の理解を前提としたご質問になりますが、QMS／13485に関
連している文書・記録を作成するウインドウズをバージョンアッ
プした時、どのようなバリデーションの証拠を記録として保管す
れば宜しいのでしょうか？ 
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⇒QMSに使用するソフトウェアが該当する。 

 

⇒ソフトウェアのバリデーションを実施した場合はその結果を記
録する必要があります。 

 なお、どの程度のバリデーションが必要かは、各施設のQMSの
活動に応じてリスクベースで考える必要があります。ウインド
ウズのバージョンアップの場合、どのような変更があり、それ
が及ぼす影響がどの程度に及ぶのかを踏まえたバリデーション
（要否を含む。）が必要と考えられます。 



＜QMS調査＞ 

 令和４年３月４日付事務連絡「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等に係る質疑応答集について（その
４）」Q11では旧QMS調査報告書は活用できないとあります。 

新QMS審査報告書を提出できる場合（新QMS省令下で定期適合性
調査は受けていないがサーベイランス審査は実地で受けている場
合）であっても、原則として書面調査とはならないのでしょう
か？調査実施者の責任の上で実地/書面を判断とのことですが、
PMDA及び認証機関でのご見解をご教授ください。 
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⇒認証機関が行うISO/IEC17021-1に基づくサーベイランス審査
の結果については、 

 令和3年3月26日付け薬生監麻発0326第12号「QMS調査要領に
ついて」別紙１「実地・書面の判断基準」の「２．他の調査実
施者等の調査結果の相互活用」の（1）イ.で定める「過去３年
以内の他の調査実施者による実施の調査結果報告書」としては
扱っていません。 

 



＜認証機関の選択＞ 

 自社に認証前例が無い製品で、認証申請をどの認証機関に申請し
ようかと考えた時、申請書に記載する認証品目の同一性を示すに
当たって、その類似の他社品目が認証を受けている認証機関に申
請する事の優位性（審査における同等性を認めて貰い易さ）を考
慮する事があるが、その考えは、正しいでしょうか。 

申請側としては、出来るだけ申請する認証機関は絞りたい（従来、
自社が利用している認証機関に申請したい）と言う気持ちも有り
ます。若しくは、その差をなくすような認証機関での努力、配慮
は有るのでしょうか。 
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⇒類似の品目を認知しているという点での優位性としては、貴社の
判断は正しいかと思います。 

 ただし、審査の過程で他社品の情報を内部確認のための参考情報
として使用する可能性はありますが、類似製品の知的財産に係る
守秘義務はありますので、それらに係らないものでなければ安易
に活用しない、というのが一般的な認証機関の考え方です。 



＜製造所名変更の認証事項軽微変更届＞ 

 新しい製造所名の外国製造業者の登録証（発行日：令和4年4月○
日、有効期間開始日：令和4年８月○日）を添付して、令和4年6
月に製造所名変更の認証事項軽微変更届を行なったところ、有効
期間開始日前のため「社名変更前の外国製造業登録証に対して外
国製造業者登録変更届書等での社名変更されたことが確認できる
資料」の提出が求められた。 

外国製造業者登録変更届を確認しなくても、登録番号が同じであ
れば旧製造所名が記載された外国製造業者登録証と新製造所名が
記載された外国製造業者登録証を見れば、製造所名が変更された
ことは明らかである旨を説明しても、変更届の写しが必要とのこ
とであった。 

 PMDAへ製造所名変更のための変更届が受付けられていても、外
国製造業者登録変更届が必要で、認証事項軽微変更届が受付けら
れないのか？疑問である。 
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⇒外国製造業者の登録証の有効期間の始期日と軽変の変更日のずれ
から、念のために確認を要求したのではと推測します。質問の主
張も理にかなっているように思います。少なくとも一認証機関と
しては、その主張を受入れる余地はあるかと考えます。 

 
 



＜QMS調査の必要資料＞ 

 認証品目の定期QMS調査における必要資料として、調査対象施設
の外国製造業者登録証の写しのみならず、外国製造業者登録更新
申請書の写しが要求された。 

外国製造業者登録更新申請書の写しの提出は必要なのか？疑問で
ある。 

認証機関は「業許可（登録）証の氏名欄に記載される本社の住所
が確認出来る資料をご提出下さい（対象施設の所在地と異なる場
合があります）。」とのことで、PMDAへの正確な報告のために
必要とのことであった。 

外国製造所の外国製造業者登録更新申請が、他の製販業者が行っ
ている場合、厚生労働省に開示請求を行い申請書の写しを入手す
る必要があり、手間と時間がかかり大変不便である。 
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⇒弊社においてもQMS調査報告書において本社の住所を記載する場
合がありますが指定フォームに記載をいただく運用となり、申請
者による自己申告なので更新申請書等は必須とはしていません。 

 開示請求は確実に不要とも考えますので、担当の認証機関に対し
て適切に主張されることをご提案します。 



＜生物学的安全性評価＞ 

 JIST0993-1では生物学的安全性評価の必要性の判定に医療機器
自体、または使用原材料の評価が求められるところであり、化学
物質の規制も各国では強化する方向にあるかと思います。 

安全性試験の必要性を判断するための化学物質の評価について審
査者側におきまして指標はございますでしょうか？ 
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⇒使用原材料の特性、使用部位・期間などにより異なるため、現時
点での明確な指標はございません。 

 生物学的安全性試験の必要性判断については、令和2年1月6日付
け薬生機審発0106第1号通知の別紙やJIST0993-1をご参照くだ
さい。 



＜生物学的安全性評価＞ 

 ISO 10993-1の改定に始まる生物学的安全性評価のガイドライン
の変更に伴い、安全性評価に関する要求が高まっているように感
じる。 

医科向け医療機器の審査を基準とした生物学的安全性評価を歯科
材料での認証審査に完全に当てはめることのないよう、PMDAか
ら認証機関への講習では配慮してほしい。 

今後、長期毒性試験の実施に関して要求が高まるのか？（これま
でのPMDAによる紋切り型の説明ではない説明を期待します） 
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⇒歯科医療機器については、令和3年5月31日付薬生機審発0531第
5号通知に基づき、接触期間や部位等のリスクに応じた評価が必
要となります。 

 登録認証機関向けJIS T0993-1改正に伴うトレーニングについて
は機構HPに公開されているため、併せてご確認ください。 
https://www.pmda.go.jp/review-services/reexamine-reevaluate/registered-
cb/0001.html 

 長期毒性試験の実施に関して、今後評価項目として考慮する必要
があると判断された場合には、通知改訂により追加される可能性
は考えられます。 



＜生物学的安全性評価＞ 

 生物学的安全性の評価において、化学的試験の結果を活用した、
生物学的安全性試験のキャンセルは困難（実質無理）と伺ってい
ます。その一方、海外薬事などで先行事例があれば、活用が可能
な場合もあると聞いております。 

そのような事例の紹介、および国内薬事審査における生安評価に
対する化学的試験の活用の今後の見通しについてご見解を伺いた
いです。 
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⇒化学的試験は物質の特徴・使用方法などに応じて、適切な手順・
手法（場合によっては複数の分析条件）により評価する必要があ
り、接触リスクの低いデバイスにおいては、細胞毒性等の試験を
実施したほうがコスト・効率が良い場合もあります。 
また、新規の申請において、海外での薬事許認可の際に提出され
た試験が活用できる可能性はありますが、海外での許認可事例の
みから評価を省略することは受け入れが困難です。 

 現時点では化学分析について具体的な評価指標は示されていない
ため、個別品目ごとに検討が必要となります。また、化学的試験
を用いて既存品との同等性評価を行う従来の方法について否定す
るものではありませんが、分析方法や検体の妥当性説明は必要と
なります。 



＜生物学的安全性評価＞ 

 JIS T0993-1:2020における包装材料及びナノマテリアルの安全
性の評価方法およびその記載方法を知りたい。 
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⇒包装材料については、機器との接触の有無、相互作用の有無等の
リスクマネジメントを実施いただき、機器の接液リスク等も考慮
して必要な試験をご検討ください。評価が必要と考えられる包装
材料等については承認書において適切に規定がされる必要があり
ます。 

 ナノマテリアルの特性評価についてはISO/TR 10993-22をご参照
ください。 

 また、令和2年1月6日付け薬生機審発0106第1号通知、令和2年1
月6日付け薬生機審発0106第4号のQA通知も併せてご確認くださ
い。 



＜生物学的安全性評価＞ 

①JIS T 0993-1の「図1−リスクマネジメントプロセスの一環とし
て実施する医療機器の生物学的評価の体系的手引」にある、「リ
スクアセスメントのために十分に正当化できる根拠及び臨床に関
連性のあるデータ」「化学物質に十分な毒性学的データ」「混合
された化学物質に適用できるデータ」を示して、試験を実施せず
に毒性評価を終了させることが海外では頻繁に行われております
(特に歯科材料)。 

 一方、国内の認証審査では、当該レポートを示すだけでは不十分
という指摘をいただくことが多くなっております。これらのレ
ポートが「十分」「不十分」と判断する具体的なラインのような
ものがあれば感覚的でも構いませんのでご教示いただけると助か
ります（他地域で受け入れられているＩＳＯ９９３－１に基づい
た毒性評価レポートが、なぜ日本だけ受け入れられないのかと、
海外メーカとトラブルになるケースがあります）。 

                                つづきあり 
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＜生物学的安全性評価＞つづき 

②同「図1−リスクマネジメントプロセスの一環として実施する医療
機器の生物学的評価の体系的手引」では、市販医療機器に使用さ
れている材料と「同等（同配合組成）」、製造方法・形状・接触
時間が「同等」であれば、試験を実施せずに毒性評価を終了させ
ることができるとあります。 

 一方、現状の認証審査では、原材料の一般名に加え、製造メーカ
や型番まで遡った「同一（≠同等）」性を示されなければ試験が
省略できないとう指摘が見られます（有機物だけでなく、色素な
どの無機物レベルでの原材料でも同じような指摘が見られます）。
JIS T 0993-1で求められる「同等性」を超えて、原材料のメーカ
や型番レベルまでに遡った「同一性」を求めるのは、JIS T 
0993-1の記述から考えても明らかに過剰のように思われますが、
引き続き日本ではJIS T 0993-1に上乗せした同一性の証明が求め
られると考えていいでしょうか。 
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⇒試験の代替として毒性評価により実施された生物学的安全性評価
を全く受け入れないというのはガイドラインを無視した考えかと
思います。一認証機関として、代替評価の受け入れ実績について
の明言は避けたいと思います。一方で、受け入れを拒否した認証
機関の理由を推測するとすれば、受け入れ基準が明確化されてい
ないことが理由とも考えられます。 

 また、過去の行政指導（PMDA監督課）の経験に基づき、同等性
ではなく事実上の同一性確認でしか判断せざるを得ない認証機関
も存在していることも認識しています。 

 一認証機関として、全ての認証機関の代弁はできませんので、こ
の問題は、業界や行政と協力して、毒性評価の受け入れ基準及び
原材料の同等性の考え方について、一定の方向性をまとめる時期
に来ていると考えます。 



26 

事前の「質問事項・要望事項」は以上です。 

 

 

引き続き「質疑応答」を行ないます。 


