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有効性 安全性安全性 適切な使用適切な使用 適切な保守点検適切な保守点検

不具合への対応方法 法令上の遵守事項法令上の遵守事項

導入時研修と研修記録作成 定期的研修と研修記録作成定期的研修と研修記録作成
（特定機能病院）（特定機能病院）

添付文書記載の保守点検事項を参考に計画立案添付文書記載の保守点検事項を参考に計画立案

購入時期・使用状況・保守点検状況・修理状況等の把握購入時期・使用状況・保守点検状況・修理状況等の把握

保守管理状況の評価保守管理状況の評価

保守点検計画の立案保守点検計画の立案

入れ替え時期計画の立案

納入時期・保守管理状況・修理状況の記録と保存納入時期・保守管理状況・修理状況の記録と保存

添付文書や取り扱い説明書の管理添付文書や取り扱い説明書の管理

不具合情報や安全情報の把握と管理不具合情報や安全情報の把握と管理

不具合や健康被害の医療機関管理責任者へ報告不具合や健康被害の医療機関管理責任者へ報告

医療機器情報担当者を任命し医療機器情報担当者を任命し
外部の情報の収集と伝達を実施させる外部の情報の収集と伝達を実施させる

安全使用のための研修安全使用のための研修

保守点検計画の立案保守点検計画の立案
保守点検の適切な実施保守点検の適切な実施

安全使用のための情報収集安全使用のための情報収集
安全確保のための改善実施安全確保のための改善実施

医療機器保守管理責任者医療機器保守管理責任者



求められる安全性・法的整合は求められる安全性・法的整合は

「医用画像機器の安全性の確保について」「医用画像機器の安全性の確保について」

–第一部 薬事法と医療機器の位置づけ

–第二部 医療機器と診療報酬保険適用

–第三部 ソフトウエアの医療機器化とは

–参 考 医療法改正－安全確保の措置



求められる安全性・法的整合は求められる安全性・法的整合は

「医用画像機器の安全性の確保について」「医用画像機器の安全性の確保について」

––第一部第一部 薬事法と医療機器の位置づけ薬事法と医療機器の位置づけ

–第二部 医療機器と診療報酬保険適用

–第三部 ソフトウエアの医療機器化とは

–参 考 医療法改正－安全確保の措置



管理者の義務

医療法施行規則第十四条：管理者の注意義務

病院又は診療所の管理者はその病院又は診療所

に存する医薬品及び用具につき薬事法の規定に薬事法の規定に

違反しないよう違反しないよう必要な注意をしなければならない。

→ 医療機関の管理者も薬事法の理解が必要



薬事法の目的薬事法の目的

（目的）第1条

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び

医療機器の品質、品質、有効性有効性及び安全性安全性の確保の

ために必要な規制を行うとともに、医療上特に

その必要性が高い医薬品及び医療機器の研究

開発の促進のために必要な措置を講ずることに

より、保健衛生の向上を図ることを目的とする。



薬事法における医療機器薬事法における医療機器

（定義）第２条４

「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の

診断、治療若しくは予防に使用されること、

又は人若しくは動物の身体の構造若しくは

機能に影響を及ぼすことが目的とされてい

る機械器具等であって、政令で定めるもの

をいう。
機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品、動物用医療機器



薬事法

第1条 目的

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の

品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行う

とともに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器

の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、

保健衛生の向上を図ることを目的とする。

医療機器とは

第２条 第４項

「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療

若しくは予防に使用されること、、又は人若しくは動物の身体の

構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている

機械器具等であって、政令で定めるものをいう。



薬事制度見直しの視点薬事制度見直しの視点

１．医療機器の安全対策の抜本的見直し１．医療機器の安全対策の抜本的見直し

・医薬品以上に多様な技術・素材が用いられる医療・医薬品以上に多様な技術・素材が用いられる医療

機器の特性に対応機器の特性に対応

２．生物由来製品の安全確保対策の充実２．生物由来製品の安全確保対策の充実

・生物由来製品の安全確保に向けての法的整備・生物由来製品の安全確保に向けての法的整備

３．市販後安全対策の充実と承認・許可制度の見直し３．市販後安全対策の充実と承認・許可制度の見直し

・企業の安全対策責任の明確化・企業の安全対策責任の明確化

・国際整合性を踏まえた製造承認制度の見直し・国際整合性を踏まえた製造承認制度の見直し

４．承認審査体制の見直し４．承認審査体制の見直し

・特殊法人改革等を踏まえた審査体制の見直し・特殊法人改革等を踏まえた審査体制の見直し



製造販売業における許可
高度管理医療機器 ＝ 第一種製造販売業
管理医療機器 ＝ 第二種製造販売業
一般医療機器 ＝ 第三種製造販売業

【リスクに応じたクラス分類】 【販売・賃貸における管理ならびに修理上の管理が必要】

改正薬事法に伴う医療機器と業態との関連について

販売業・賃貸業
許可：高度管理医療機器/

特定保守管理医療機器
届出：管理医療機器

＊管理者の設置

修理業
・特管／非特管
・区分別

高度管理医療機器

一般医療機器

管理医療機器

医
療
機
器

特
定
保
守
管
理
医
療
機
器

設
置
管
理
医
療
機
器

第一区分（画像診断ｼｽﾃﾑ）

第二区分（生体現象計測・監視ｼｽﾃﾑ）

第四区分（人工臓器）

第六区分（理学療法用機器）

第七区分（歯科用機器）

第八区分（検体検査用機器）

第三区分（治療用・施設用機器）

第九区分（鋼製器具・家庭用医療機器）

第五区分（光学機器）

高度管理医療機器等

視力補正用ﾚﾝｽﾞ

医家向け管理医療機器

補聴器

家庭用電気治療器

家庭用医療機器

一般医療機器

特
定
管
理
医
療
機
器

営業所管理者の設置業の許可

届
出

不
要

許可



医療機器の分類

高度管理医療機器高度管理医療機器

管理医療機器管理医療機器

一般医療機器一般医療機器

医療機器であって、副作用又は機能の障害が生じた場合（適正な使
用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第七項におい
て同じ。）において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
あることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬
事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの

高度管理医療機器以外の医療機器であって、副作用又は機能の
障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれ
があることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣
が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの

高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であって、
副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健
康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が
薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの

不具合が生じた場合でも、人体人体
へのリスクが極めて低いへのリスクが極めて低いと考えら
れるもの

不具合が生じた場合でも、人人
体へのリスクが比較的低い体へのリスクが比較的低いと考
えられるもの

不具合が生じた場合、人体への人体への
リスクが比較的高いリスクが比較的高いと考えられる
もの

患者への侵襲性が高く、不具合
が生じた場合、生命の危険に直生命の危険に直
結する恐れ結する恐れがあるもの

クラスⅢ

クラスⅣ

クラスⅡ

クラスⅠ



医療機器の分類

特定保守管理医療機器特定保守管理医療機器

医療機器のうち、保守点検、修理その他の管
理に専門的な知識及び技能を必要とすること
からその適正な管理が行われなければ疾病
の診断、治療又は予防に重大な影響を与え
るおそれがあるものとして、厚生労働大臣が
薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定
するもの

設置に当たつて組立てが必要な特定
保守管理医療機器であつて、保健衛
生上の危害の発生を防止するために
当該組立てに係る管理が必要なもの
として厚生労働大臣が指定するもの

高度管理医療機器高度管理医療機器

管理医療機器管理医療機器

一般医療機器一般医療機器

設置管理医療機器設置管理医療機器該当該当
該当該当



医療機器の分類と一般的名称の数

クラス
特定保守管理
医療機器数

設置管理医療機器

238
2
64
122
50

4,044
325
739

1,785
1,195

一般的名称数

計

高度管理医療機器

管理医療機器

一般医療機器

分類

1,182
47Ⅳ

271Ⅲ

682Ⅱ

182Ⅰ

一般医療機器

管理医療機器

高度管理医療機器

特定保守管理医療機器特定保守管理医療機器

設置管理医療機器設置管理医療機器



主な医療機器のクラス分類（例示）

医療機器名 クラス 特定保守 設置管理

人工皮膚 Ⅳ ー ー

骨放射線吸収測定装置 Ⅲ 該当 該当

据置型アナログ式汎用Ｘ線透視診断装置 Ⅱ 該当 該当

循環器用超音波画像診断装置 Ⅱ 該当 非該当

超電導磁石式全身用ＭＲ装置 Ⅱ 該当 該当

自動電子血圧計 Ⅱ 非該当 非該当

ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 Ⅰ 該当 該当

全身用Ｘ線ＣＴ診断装置 Ⅱ 該当 該当

ベクトル心電計 Ⅱ 該当 非該当

注射筒・針用アダプタ Ⅰ ー ー

超音波ネブライザー Ⅰ 非該当 非該当

粒子線治療装置 Ⅲ 該当 該当

メス Ⅰ 非該当 非該当

汎用画像診断装置ワークステーション Ⅱ 該当 非該当



ＪＭＤＮ「汎用画像診断装置ワークステーション」の定義ＪＭＤＮ「汎用画像診断装置ワークステーション」の定義

ﾃﾞｼﾞﾀﾙＸ線装置、Ｘ線ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ断層撮影装置（ＣＴ）、透視検査装置、磁気共鳴画像
（ＭＲＩ）装置、ガンマカメラ、ＰＥＴ装置、ＳＰＥＣＴ装置などの画像診断装置とともに
使用するよう設計されている独立型の汎用画像処理ワークステーションをいう。

ハードの種類、構成は問わない。ＰＡＣＳ装置のコンポーネントの一つとみなされる
ことがある。通常、画像装置を直接操作するためのコントロールを備えていない点
で、オペレータコンソールとは異なる。

本品は、オンラインとオフラインの双方でデータの受け渡しが可能であり、一般に
オペレータコンソールから離れた場所に配置されている。

各画像装置で収集された患者の画像や情報をさらに処理した上で、表示する機能
を提供できる機器構成になっている。

病態に係わる判断、評価又は診断を行うための情報を提供する機能を有するもの
に限る。

旧コード番号 ０２９９９９００８
旧一般名称 他に分類されない画像診断システム他に分類されない画像診断システム

新コード番号 ７００３００００
新分類 Ⅱ 管理医療機器
特定保守管理医療機器 該当
設置管理医療機器 非該当

新一般的名称 汎用画像診断ワークステーション



ﾌｨﾙﾑ診断ﾌｨﾙﾑ診断

フィルム
画像診断画像診断

ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ

ﾌｨﾙﾑ保存 電子媒体保存

法的同一性
保険導入手続き
診断能の担保

真 正 性
見 読 性
保 存 性

説明責任・管理責任・結果責任

薬事法
医療機器
診断能

薬事法
医療機器？
診断能？

安定的品質
証拠能力高い

安定的品質？
証拠能力？

三要件／責任？



【定義】

デジタルＸ線装置、Ｘ線コンピュータ断層撮影装置(CT)、透視検査装置、磁気
共 鳴画像(MRI)装置、ガンマカメラ、PET装置、SPECT装置などの画像診断

装置とともに使用するよう設計されている
独立型独立型 の 汎用画像処理ワークステーション汎用画像処理ワークステーションをいう。

ハードの種類、構成は問わない。

PACS装置のコンポーネントの一つと見なされることがある。
通常、画像装置を直接操作するためのコントロールを備えていない点で、

オペレータコンソールとは異なる。
本品は、オンラインとオフラインの双方でデータの受渡しが可能であり、一般にオ

ペレータコンソールから離れた場所に配置されている。
各画像装置で収集された患者の画像や情報をさらに処理患者の画像や情報をさらに処理 したうえで、表示する

機能を提供できる機器構成になっている。
病態に係わる判断、評価又は診断を行うための情報を提供する機能を有する病態に係わる判断、評価又は診断を行うための情報を提供する機能を有する

ものに限る。

 JMDN「汎用画像診断装置ワークステーション」の定義



（告示）（告示）

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀによる画像処理を行った場合において一連の撮影におｺﾝﾋﾟｭｰﾀによる画像処理を行った場合において一連の撮影にお
いて一回に限り６０点加算。ﾌｨﾙﾑ代は請求できない。いて一回に限り６０点加算。ﾌｨﾙﾑ代は請求できない。

[[ＣＴ、ＭＲＩ、ＲＩＣＴ、ＭＲＩ、ＲＩ 画像診断画像診断]]

（通知）（通知）
画像処理とは、画像を電子媒体に画像処理とは、画像を電子媒体に保存して処理する保存して処理するものをいいものをいい

ﾌｨﾙﾑへのﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄを行った場合にも当該加算可ﾌｨﾙﾑへのﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄを行った場合にも当該加算可
本加算を算定した場合には本加算を算定した場合には

当該撮影に係わるﾌｨﾙﾑの費用は算定できない。当該撮影に係わるﾌｨﾙﾑの費用は算定できない。

[[電子化加算の施設基準に係わる選択的要件電子化加算の施設基準に係わる選択的要件]]
（平成２２年までの時限的措置として初診料に対し３点加算）（平成２２年までの時限的措置として初診料に対し３点加算）

ﾌｨﾙﾑへのﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄを行わずに画像を電子媒体に保存し、ﾌｨﾙﾑへのﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄを行わずに画像を電子媒体に保存し、
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰの表示ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰの表示 装置等により画像診断を行っている。装置等により画像診断を行っている。



コンピューターによる画像処理を行った場合の加算は
次の解釈でよいか。

「３」に規定する画像処理とは、ＲＩ、ＣＴ及びＭＲＩの
画像を電子媒体に保存し、さらに診断に供するため
に画像処理を行い、コンピューターの表示装置等を
活用し画像診断を行うものをいう。



Image Server

患者情報
検査オーダ情報 検査実施情報

検査実施情報

Report Server

患者情報
検査オーダ情報

検査オーダ情報

診療情報

放射線部門情
報管理システ

ム (RIS)

放射線部門情
報管理システ

ム (RIS)

病院情報
システム
(HIS)

病院情報
システム
(HIS)

レポート情報を
WEB配信

画像情報を
WEB配信

レポート情報

画像管理
システム
（PACS)

画像管理
システム
（PACS)

RIS Server

HIS Server

モダリティモダリティ

Modality 画像情報

画像
情報

PC端末

Image/Report ViewerRIS 端末

汎用画像診断装置ＷＳのスコープ（医療情報面）

汎用画像汎用画像
診断装置診断装置WSWS



画像
ビューワ

汎用画像診断
装置WS

撮影室

外来

病棟

画像診断部門

汎用画像診断装置ＷＳのスコープ（業務面）
病棟・外来診察室

装置本体+ｺﾝｿｰ
ﾙ+専用画像WS

患者説明･診断済画像参照用
ソフトウェア

モダリティ

HIS端末

画像
サーバ

医療機器 非医療機器

 ①  ②

 ④
専用画像診断

装置ＷＳ

  電子ｶﾙﾃ電子ｶﾙﾃ

 ③

 ①



汎用画像診断装置ワークステーションのスコープ

名 称 使用目的 特 徴 薬事分類

①
・装置本体
・オペレータ
コンソール
・専用画像

診断WS

・画像の撮

影

・読影用画

像の提供

モダリティ本体に付帯 装置本体の付帯機能

②汎用画像
診断（読影
用）画像WS

読影用画像
の提供

・画像をさらに処理

・モダリティと共に使用するよ

うに設計されている

汎用画像診断装置汎用画像診断装置

ワークステーションワークステーション

③Viewer 画像の表示 画像の表示を行う(処理はさ

れない)

現状は非医療機器現状は非医療機器

（一般的名称にない）（一般的名称にない）

④HIS端末

（電子ｶﾙﾃ)

患者説明お
よび診断済
画像参照用

画像参照用ソフトウェアをイン
ストール

非医療機器



自己責任（社会的良識）
「自己責任」とは？

– 医療機関が運用する電子保存システムの説明責任、管理責任、結果責任を果
たすこと。

説明責任：システムが電子保存の基準を満たしていることを第三者に説

明する責任

管理責任：システムの運用管理を施設が行う責任

結果責任：システムにより発生した問題点や損失に対する責任

説明責任 管理責任

結果責任

自己責任

『医療過誤等の訴訟において電子保存
がされた情報の提出を求められた場合に
は、保存されていた情報の十分な証明力
を維持することが肝要であり、そのために
は、利用者を含めた保存システムの管理
運用体制を社会に対して十分に説明で
きること（説明責任）、さらにその結果に
も責任を持つこと（結果責任）が必要』

見読性・真正性・保存性

国民の安全を確保するため
そして

薬事法との整合性をとるため

“薬事法で承認された医療機器を使用すること”

が明確になるかもしれない。



保険適用区分

区分Ａ

区分Ｃ２

区分Ｃ１

区分Ｂ

区分Ａ２

区分Ａ１

区分Ｃ

区分Ｂ

診療報酬上、平均的に評価されるもの

診療報酬上、特定の点数を取得できるもの

特定保険医療材料（既存の機能区分）

新たな特定保険医療材料（新機能区分）

診療報酬上、対応する技術料が設定されてい
ないもの

区分Ｆ 保険適用しない

保険適用申請を経て
保険が適用される！

保険適用申請は
薬事法で承認された

医療機器であることが前提

医療機器であると



医薬品・医療機器安全性情報報告制度

平成１５年７月３０日施行（薬事法第77条の４の２）

対象者 医療従事者

報告対象 医療機器・医薬品

医療機器の使用による副作用、感染症又は不具合の発医療機器の使用による副作用、感染症又は不具合の発
生生（医療機器の場合は、健康被害が発生するおそれのあ
る不具合も含む。）について、保健衛生上の危害の発生保健衛生上の危害の発生
又は拡大を防止する観点から又は拡大を防止する観点から報告の必要があると判断し報告の必要があると判断し
た情報（症例）た情報（症例）が報告の対象となりますが報告の対象となります。なお、医療機器
との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても報告
の対象となりえます。



報告者 医療機関

医薬関係者

製造販売業者 販売業者

賃貸業者

修理業者

医療機器について当該品目の副作用等とその他の事由によ
り疑われる疾病・傷害若しくは死亡の発生又は当該品目の使
用と疑われる感染症発生に関する事項を知ったとき。

報告対象

保健衛生上の
危害又は拡大
防止のため必
要であると認
められるとき。

医療機器の有効
性及び安全性に
関する事項で厚
生労働省令で定
めるものを知っ
たとき。

保健衛生上の危害又は拡
大防止のため必要である
と認められるとき。

報告先 独立行政法人

医薬品医療機器

総合機構理事長
製造販売業者

副作用等(不具合）の報告について

厚生
労働省



回収について

回収の種類

①強制回収 薬事法第69条の２（緊急命令）及び

薬事法第70条（廃棄等）に基づく回収

無許可販売

未承認品

②自主回収 ・企業が行う回収



回収について

自主回収

定義：

回収、改修、在庫処理、現品交換回収、改修、在庫処理、現品交換

考え方：

安全性、有効性からの観点

不良品の範囲の特定

クラス分け（リスク Ⅰ＞Ⅲ）及び情報開示

I、 Ⅱ、 Ⅲ、 インターネットでの開示

報告先：各都道府県薬事主務部署

情報は
医薬品医療機器
総合機構のＨＰで

情報開示！



回収・改修（定義）

回収とは回収とは

医療用具の製造業者等が、その製造し、若しくは輸入し、医療用具の製造業者等が、その製造し、若しくは輸入し、

または承認を受けた製品を引き取ること、または「改修」すまたは承認を受けた製品を引き取ること、または「改修」す

ることをいう。ることをいう。

改修とは改修とは

製造業者等が、その製造し、若しくは輸入し、または承認を製造業者等が、その製造し、若しくは輸入し、または承認を

受けた医療用具を物理的に他の場所に移動することなく、受けた医療用具を物理的に他の場所に移動することなく、

  修理，改良，調整、廃棄または監視（患者のモニタリングを修理，改良，調整、廃棄または監視（患者のモニタリングを

  含む）ことをいう。含む）ことをいう。

二次三次被害を防ぎ、

患者さんの安全を担保！！

保守や修理は？



保守点検の目的保守点検の目的

1. 安全性確保のために
機械的安全，電気的安全、放射線安全、
システム制御機構の点検、感染症予防

2. 性能維持のために

3. 予防保全のために
定期交換部品の交換、磨耗劣化の点検、
稼動部分の点検、調整

性能点検と調整、初期性能との比較



医療法での「保守点検」とは医療法での「保守点検」とは

「保守点検とは､清掃、校正（キャリブレーション） ､消耗品

の交換等を言うものであり、故障の有無にかかわらず、
解体の上 点検し、必要に応じて劣化部品の交換を行う
オーバーホールを含まないものである。」

「保守点検とは「保守点検とは､､清掃、校正（キャリブレーション）清掃、校正（キャリブレーション） ､､消耗品消耗品

の交換等を言うものであり、故障の有無にかかわらず、の交換等を言うものであり、故障の有無にかかわらず、
解体の上解体の上 点検し、必要に応じて劣化部品の交換を行う点検し、必要に応じて劣化部品の交換を行う
オーバーホールを含まないものである。」オーバーホールを含まないものである。」

病院、診療所の業務委託においての
「医療機器の保守点検」とは、

当該特定保守管理医療機器の添付文書又は取扱説明書

で示されている使用者が当該施設で行う保守点検であり、
清掃、校正（キャリブレーション） ､消耗品の交換等を言うも
のである。 使用者ではできないメーカが行う保守点検は、
上記の業務委託でなく、修理等の請負業務である。

当該特定当該特定保守管理医療機器保守管理医療機器のの添付文書添付文書又は取扱説明書又は取扱説明書

で示されている使用者が当該施設で行う保守点検であり、で示されている使用者が当該施設で行う保守点検であり、
清掃、校正（キャリブレーション）清掃、校正（キャリブレーション） ､､消耗品の交換等を言うも消耗品の交換等を言うも
のであのである。る。 使用者ではできないメーカが行う保守点検は、使用者ではできないメーカが行う保守点検は、
上記の業務委託でなく、上記の業務委託でなく、修理等の請負業務修理等の請負業務である。である。



医療機器の保守点検の業務は医療機器の保守点検の業務は

令第四条の七第五号に規定する厚生労働省令で定める医

療機器は、 とする。

法第十五条の二の規定による

の保守点検の業務を適正に行う能力のある者の

基準は、次のとおりとする。

施行規則第九条の七

施行規則第九条の十二

薬事法第二条第八項に規定する特定保守管理医療機器特定保守管理医療機器

第九条の七に定める医療機器

別表第一に掲げる医療機器

別表第一に掲げる医療機器



医療機器の保守点検外部委託制度医療機器の保守点検外部委託制度

医療法関連医療法関連
厚生労働省令第１７２号 平成 17年 12月22日
医政発第１２２２００１号 平成 17年 12月22日
医政経発第１２２２００１号 平成 17年 12月22日

医療機器の保守点検業務を外部委託制度

１．薬事法と医療法の関係（対象の医療機器）

保守点検対象医療機器 改正薬事法第２条第８項、告示第297号

「特定保守管理医療機器」

２．保守点検の委託業者２．保守点検の委託業者

医療関連サービスマーク制度 （財）医療関連サービス振興会

薬事法修理業許可の特定保守管理医療機器の修理業者

３．保守点検の実施主体は医療機関３．保守点検の実施主体は医療機関



【医療機器管理室の役割について】

● 医療機器の適正使用の推進
医療機関における医療機器の保守管理等を一括して実施保守管理等を一括して実施

● 画期的な医療機器の開発に貢献
産業界と医療機関の間における情報の橋渡しの拠点情報の橋渡しの拠点

医療機器管理室

使用に関する講習
保守管理
試用・評価

各病棟

医師・看護師 等

購入担当部署

使用方法・安全性
情報の伝達

改良への要望

使用方法・安全性
情報の伝達

改良への要望

選定の助言

医療機器製造販売業
安全性情報の提供

（添付文書）
使用に関する情報

改良要望取得

機器の販売・納品
修理・保守受託

情報提供は？



医療機器添付文書について

平成１３年１２月医薬第１３４０号 医薬局長発

「医家向け医療用具添付文書の記載要領について」

薬事法上は取扱説明書より上位の位置づけ

対象は全ての医療用具が対象

平成１５年１月１４日から完全施行！！平成１５年１月１４日から完全施行！！

「医療機器添付文書の記載要領について」「医療機器添付文書の記載要領について」



医家向け医療機器添付文書について①

薬事法第７７条の３薬事法第７７条の３ 情報の提供等情報の提供等

「医療機器の製造販売業者、販売業者若しくは賃貸業者は「医療機器の製造販売業者、販売業者若しくは賃貸業者は

医薬品又は医療機器の医薬品又は医療機器の有効性及び安全性に関する事項有効性及び安全性に関する事項

その他その他適正な使用のための必要な情報適正な使用のための必要な情報を収集し、検討するを収集し、検討する

とともに、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医療とともに、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医療

関係者に提供するように努めなければならない」関係者に提供するように努めなければならない」



医家向け医療機器添付文書について②

薬事法第７７条の３
「薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、

歯科医師、薬剤師その他の医療関係者は医薬品及び

医療機器の適正な使用を確保するため、相互の密接な

連携の下に提供される情報の活用その他必要な情報の

収集、検討及び利用を行なうことに努めなければならない」

薬事法第７７条の４
「医薬品の販売業者又は医療機器の販売業者、賃貸業者

若しくは修理業者は医薬品又は医療機器の適正な使用の

ために必要な情報を提供するように努めなければならない」



医療機関における留意点

１．医療機関では当該品目の添付文書に記載され
た事項を遵守する。

２．新規に機器を購入した際には当該機器の添付
文書の交付を受けること。

３．記載内容の説明を受けること。

４．機器の使用に際して判断が迷う場合は添付文
書（含む：取扱説明書）で確認する。

５．添付文書は担当部署で保存すること。

添付文書記載事項無視での治療
最高裁小法廷での判例（平成８年）過失推定



医療機器添付文書

◆ 薬事法第薬事法第6363条の２第１項に基づく条の２第１項に基づく平成１７年４月より施行（改訂版）平成１７年４月より施行（改訂版）

１ 作成又は改訂年月日 １１ 使用上の注意使用上の注意

２ 承認番号等 １２ 臨床成績

３ 類別及び一般的名称等 １３
貯蔵・保管方法及び使用期貯蔵・保管方法及び使用期
間等間等

４ 販売名 １４ 取扱い上の注意

５ 警告警告 １５ 保守・点検に係る事項保守・点検に係る事項

６ 禁忌・禁止禁忌・禁止 １６ 承認条件

７ 形状・構造及び原理等 １７ 包装

８ 使用目的、効能又は効果 １８ 主要文献及び文献請求先

９ 品目仕様等

１０
操作方法又は使用方法等
（用法・用量を含む）

製造販売業者及び製造業
者の氏名及び住所等

１９



形状構造等

性能・使用目的
効果・効能

操作方法
使用方法等

使用上の注意

作動・動作原理

貯蔵・保管方法
及び試用期間等

保守・点検に係
る事項

製造業者等連絡先



承認番号・一般的名称

新コード番号・特定保守等

形状・構造及び原理等

【 形状・構造 】

（構成図）

【 動作原理 】

（構成図）

汎用画像診断装置

ワークステーション

７００３００００

管理医療機器

特定保守管理医療機器

【使用目的、効能効果】

【 品目仕様書 】

【 性能 】

【操作方法・使用方法等】

装置の操作方法

操作方法又は操作方法又は

使用方法に関連する使用方法に関連する
使用上の注意使用上の注意



操作方法又は操作方法又は

使用方法に関連する使用方法に関連する
使用上の注意使用上の注意

【【 使用上の注意使用上の注意 】】

【【 重要な基本的注意重要な基本的注意 】】

【 相互作用 】

【 その他の注意 】

【 設置環境 】

【 使用期間 】

設置環境

動作保証条件

有効使用期間



【【 保守点検保守点検 】】

に係わる事項に係わる事項

使用者による保守点検事項

業者による保守点検事項

【【 製造販売業者製造販売業者 】】

【【 製造業者製造業者 】】

名称と住所等名称と住所等



材料系医療用具に関係する医療事故

Ｈ１５／６月下旬 中心静脈ｶﾃｰﾃﾙの右心房への留置後
遅発性心タンポナーデを発症後 死亡

「医療機器添付文書」

「禁忌・禁止」事項として明記
注意義務違反注意義務違反

医療安全体制・添付文書取り扱い・文書保管体制・教育

法律で規定されている添付文書の理解徹底法律で規定されている添付文書の理解徹底
取り扱い管理体系の見直し取り扱い管理体系の見直し



添付文書への認識

最高裁小法廷での判例（平成８年）過失推定

添付文書記載事項無視での治療

旧国立大学医学部付属病院（カテーテル）

添付文書の存在への無知

大津地裁へ患者家族が提訴

添付文書記載事項無視での治療

鎮痛解熱剤｢座薬」（ジクロフェナクナトリウム）

申請書記載事項と
疑義がないこと！

注意書き、効能効果等



添付文書関係の判例

医師が医薬品を使用するに当たって医薬
品の添付文書（能書）に記載された使用上
の注意事項に従わず、それによって医療事
故が発生した場合には、これに従わなかっ
たことにつき、特段の合理的理由がない限
り、当該医師の過失が推定される。

民法第７０９条(不法行為責任）

民法第７１５条(債務不履行／使用者責任）
最高裁判決、平成８年１月２３日

他民法４１５条や民法７１９条共同不法行為



薬事法上での医療機器
管理医療機器

特定保守管理医療機器
保険適用申請による保険適用

診療報酬制度との整合
安全対策／販売履歴管理

保守・修理の要件化
添付文書による情報提供



薬事法上での医療機器
管理医療機器

特定保守管理医療機器
保険適用申請による保険適用

診療報酬制度との整合
安全対策／販売履歴管理

保守・修理の要件化
添付文書による情報提供

患者さんのため！



ご清聴ありがとうございました。



求められる安全性・法的整合は求められる安全性・法的整合は

「医用画像機器の安全性の確保について」「医用画像機器の安全性の確保について」

–第一部 薬事法と医療機器の位置づけ

––第二部第二部 医療機器と診療報酬保険適用医療機器と診療報酬保険適用

–第三部 ソフトウエアの医療機器化とは

–参 考 医療法改正－安全確保の措置



薬事法

第1条 目的

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の

品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行う

とともに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機
器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、

保健衛生の向上を図ることを目的とする。



厚生労働大臣の指定した機器とは

薬事法第二条4項（医療機器の定義）

この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、
治療もしくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の
身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされて
いる機械器具等であって、政令（施行令）で定めるものをいう。

薬事法施行令第一条 （医療機器の範囲）

薬事法（以下「法」という。）第二条第四項に規定する医療機
器は別表第一のとおりとする。

詳細は一般的名称と分類（通称：赤本）に記載されている。

ここにあげられている機器は一般、管理、高度（特定保守管
理）医療機器であり、これらは厚生労働大臣が指定した機器
にあたる。



機器を上市するには

薬事法第二条十二項

この法律で「製造販売」とは、その製造等をし、または輸
入した（中略）医療機器を、それぞれ販売し、賃貸し、又は
授与することをいう。

薬事法第十四条

（前略）医療機器を製造販売しようとする者は、品目ごと
にその製造販売について厚生労働大臣の承認を受けな
ければならない。



保険診療と医療機器

診療報酬に関する法体系

１.健康保険法第５２条 （保険給付の種類）

保険で提供されるサービスを規定している

2.健康保険法第６３条 （療養の給付）

薬剤や治療材料が保険医療サービスとして給付され

ることを示している（治療材料とは医療機器を示す）



どのような薬剤や治療材料が使用出来るか

健康保険法第７６条（療養の給付に関する費用）

２．医療機関等に支払われる医療費（診療報酬）の額は

厚生労働大臣が決める。

診療報酬の額は診療報酬点数表（レセプト）で定められる。

点数表は①健康保険で給付できる診療項目を定める。

②その診療項目の医療費（診療報酬）を定める。

注：この診療報酬点数表（レセプト）に記載されていない

治療や検査をしても健康保険の適用はされない。



保険適用の治療材料（医療機器）は

２つのグループに分けられる

１．医療機関に設置される器械類、あるいは

診断、手術や措置、検査に使用される

消耗品でない医療機器

（画像診断機器はここに属する）

２．手術や措置、検査に使用される消耗品で

ある医療機器（フィルルムはここに属する）



薬事承認品等医療機器と診療報酬

医療機器を使用した場合の診療報酬はその医療機器を用いた行為（医療
技術）に対して給付されるものである。
その医療機器が点数表に記載された医療技術を満たす仕様であって、なお
かつ、厚生労働大臣の指定した医療機器であれば支払われる。

この医療技術の保険適用は厚生労働大臣により定められ、その技術を明
示した機器は薬事承認品等つまり、厚生労働大臣が指定した機器である。

これら厚生労働大臣が指定した機器は製造販売業者ごとに毎月発出の通

知「医療機器の保険適用について」に掲載されている。

指定された以外の機器を使用した診断は医師の裁量ではでき
るが診療報酬を得ることはできない



保険適用区分

区分Ａ

区分Ｃ２

区分Ｃ１

区分Ｂ

区分Ａ２

区分Ａ１

区分Ｃ

区分Ｂ

診療報酬上、平均的に評価されるもの

診療報酬上、特定の点数を取得できるもの

特定保険医療材料（既存の機能区分）

新たな特定保険医療材料（新機能区分）

診療報酬上、対応する技術料が設定されてい
ないもの

区分Ｆ 保険適用しない

保険適用申請を経て
保険が適用される！

保険適用申請は
薬事法で承認された

医療機器であることが前提



保険適用区分

区分Ａ

区分Ｃ２

区分Ｃ１

区分Ｂ

区分Ａ２

区分Ａ１

区分Ｃ

区分Ｂ

診療報酬上、平均的に評価されるもの

診療報酬上、特定の点数を取得できるもの

特定保険医療材料（既存の機能区分）

新たな特定保険医療材料（新機能区分）

診療報酬上、対応する技術料が設定されてい
ないもの

区分Ｆ 保険適用しない

ＣＴ、ＭＲＩ、ＣＲ

特定保険医療材料ﾌｨﾙﾑ

汎用画像ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ、PET-CT



保険適用を申請する際の条件

適用申請は”製造販売業者“が行う。申請に医療機器が

薬事法に基づく薬事承認等は行われていることが必要で
その証明のため、薬事承認書等の写しを添付することが
要件である。

参考通知
医療機器に係る保険適用希望書の提出方法等について」

平成18年2月15日
医政経第0215002号
保医発第015005号



ご清聴ありがとうございました。



求められる安全性・法的整合は求められる安全性・法的整合は

「医用画像機器の安全性の確保について」「医用画像機器の安全性の確保について」

–第一部 薬事法と医療機器の位置づけ

–第二部 医療機器と診療報酬保険適用

––第三部第三部 ソフトウエアの医療機器化とはソフトウエアの医療機器化とは

–参 考 医療法改正－安全確保の措置
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第三部第三部
ソフトウェアの医療機器化ソフトウェアの医療機器化

に関する問題点の整理と動向に関する問題点の整理と動向
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ソフトウェアソフトウェア医療機器化医療機器化のの背景背景

 現在の医療機器においては、その承認・認証の根拠と
してハード主体となっている。

 しかし、医療現場、特に画像診断分野においては画
像処理のための多様なソフトウェアが使用されている。

 さらに「遠隔診断や地域医療連携といった場面では、
ソフトウェアによる診断情報が大きく診断に寄与してい
る。」と考えられる。

 ソフトウェアの範疇をも含め、診断への有用性、安全
性を確保するため、ソフトウェアは医療機器の本質にも
関連する事項であり、ソフトウェアの医療機器としての
評価が必要と考える。
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2006年6月9日医療機器産業政策の推進に係る懇談会にて、

“医療機器産業ビジョンのフォローアップ“として （社）日本画像医療システム工業会会長 報告資料－抜粋

◆アプリケーションソフトウェアによる付加価値の向上
⇒ 新しい診断機能、価値の創出
⇒ 診断機能、精度の向上
⇒ 安全性、有効性の向上

◆アプリケーションソフトウェアの単独医療機器化

本体

機能５機能５機能４機能４機能３機能３

本体

承認等 ＋ ＋ ＋

３Ｄ表示 脳萎縮解析機能 心機能解析機能

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ ⇒

ソフトウェアの現状とスコープ
◆医療機器システムのアプリケーションソフトウェア

医療機器システムに含まれたものとして、承認・認証
単独では、医療機器として認められていない。
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参考：アプリケーションソフトウエア概念図

本体

付加機能
機能５機能５

機能４機能４機能３機能３

承認・認証

本体

承認等

承認等

＋ ＋ ＋
３Ｄ表示 脳萎縮解析機能 心機能解析機能

承
認
時
の
基
本
性
能

承
認
時
の
基
本
性
能

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ ⇒

承認・認証

承認・認証
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ＦＤＡ規格でのｿﾌﾄｳｴｱの取り扱いＦＤＡ規格でのｿﾌﾄｳｴｱの取り扱い

ﾊｰﾄﾞ
ｳｴｱ

制御ｿﾌﾄ
ｳｴｱ

＋＋＋＋ ３Ｄ表示
脳萎縮
解析機能

＋＋

ﾊｰﾄﾞ
ｳｴｱ

制御ｿﾌﾄ
ｳｴｱ

＋＋＋＋ ３Ｄ表示
脳萎縮
解析機能

＋＋

医
療
機
器
の
範
囲

医
療
機
器
の
範
囲

ＰＣ等のＰＣ等の
汎用ﾊｰﾄﾞｳｴｱ汎用ﾊｰﾄﾞｳｴｱ

＋＋ 画像等の画像等の
ﾃﾞｰﾀ処理ｿﾌﾄｳｴｱﾃﾞｰﾀ処理ｿﾌﾄｳｴｱ

ＰＣ等のＰＣ等の
汎用ﾊｰﾄﾞｳｴｱ汎用ﾊｰﾄﾞｳｴｱ

＋＋ 画像等の画像等の
ﾃﾞｰﾀ処理ｿﾌﾄｳｴｱﾃﾞｰﾀ処理ｿﾌﾄｳｴｱ

どの範囲を医療機器として申請するか＝どの範囲どの範囲を医療機器として申請するか＝どの範囲
に医用上の有用性があるかをﾒｰｶｰ判断し申請書に記載に医用上の有用性があるかをﾒｰｶｰ判断し申請書に記載



All Rights Reserved Copyright JIRA

日本での医療機器の形態日本での医療機器の形態

ﾊｰﾄﾞ
ｳｴｱ

制御ｿﾌﾄ
ｳｴｱ

＋＋＋＋ ３Ｄ表示
脳萎縮
解析機能

＋＋

ﾊｰﾄﾞ
ｳｴｱ

制御ｿﾌﾄ
ｳｴｱ

＋＋＋＋ ３Ｄ表示
脳萎縮
解析機能

＋＋

医
療
機
器
の
範
囲

医
療
機
器
の
範
囲

ＰＣ等のＰＣ等の
汎用ﾊｰﾄﾞｳｴｱ汎用ﾊｰﾄﾞｳｴｱ

＋＋ 画像等の画像等の
ﾃﾞｰﾀ処理ｿﾌﾄｳｴｱﾃﾞｰﾀ処理ｿﾌﾄｳｴｱ

ＰＣ等のＰＣ等の
汎用ﾊｰﾄﾞｳｴｱ汎用ﾊｰﾄﾞｳｴｱ

＋＋ 画像等の画像等の
ﾃﾞｰﾀ処理ｿﾌﾄｳｴｱﾃﾞｰﾀ処理ｿﾌﾄｳｴｱ

××

××

××

医用上の有用性がｿﾌﾄｳｴｱにある場合でも医用上の有用性がｿﾌﾄｳｴｱにある場合でも
ｿﾌﾄｳｴｱ単独で医療機器として申請できないｿﾌﾄｳｴｱ単独で医療機器として申請できない
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海外における医療用ソフトウェアの状況海外における医療用ソフトウェアの状況

米国米国 欧州欧州 カナダカナダ 豪州豪州 中国中国日本日本

ソフトウェアソフトウェア
の形態での形態で
医療機器とし医療機器とし
て認めるて認める
か？か？

× ○ ○ ○ ○ ○

項目項目

○○：認められている：認められている

××：認められていない：認められていない



All Rights Reserved Copyright JIRA

ソフトウェア医療機器化の問題点と検討課題ソフトウェア医療機器化の問題点と検討課題

項目 問題点／検討課題概要

薬事法への
対応

製造業、製造販売業、修理業、販売業
・ソフトウェアの評価方法
・機械器具
・診療報酬
・ソフトウェアの種類の分類
・ソフトウェアの有効性・有用性の判断
・ソフトウェアの安全性に関する判断
・国際整合性(GHTF/ISO/IEC62304適用）
・審査の仕分け（クラス分類）
・ソフトウェアの適合性評価の仕方
・ソフトウェアの審査基準の考え方
・販売上の管理（インターネットでの販売）
・セキュリティ
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品質品質//安全性安全性

ソフトウェアの評価方法をどうするか

① QMSをソフトウェアの観点で強化
⇒世界的問題（GHTFと整合が必要）

②ソフトウェアを単独で医療
機器とする要件
“世界的には当たり前？。
GHTFの提案にも入っていな
い。”
⇒日本独自の問題（？）であ
り、医療機器としてのソフト
ウェアの性能定義を厚生労
働科学研究班で検討？

FDAもGHTFも当該ソフトの
品質／安全性の担保を重要視

有効性有効性（性能（性能))

●医療機器に含まれるソフトウェアの
市販前申請に関するガイダンスになら
いリスクに応じた評価を行う。

⇒ GHTFのActivity(1)
● GHTF Activity(5)に準じて
IEC62304の適用 ←これもリスクに応
じた評価
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5月 ～ 9月
  20062006//55～～   ～～2007/32007/3

承認申請ガイドラ承認申請ガイドラ

今後の動向

インの作成インの作成
・・新規申請の汎用新規申請の汎用
画像診断装置画像診断装置WSWS
への対応への対応

3/31 4/1 3/31
  20072007//44～～   ～～ 20092009//33

医療機器の性能基準設定に関医療機器の性能基準設定に関
する研究（する研究（20042004～～20062006））
・・新規に「ソフトウェアの基本調新規に「ソフトウェアの基本調
査」を開始（初年度とする）査」を開始（初年度とする）

医療機器の性能基準設定に関する研究医療機器の性能基準設定に関する研究
（（20072007～～20092009））
・・ 「「““医療機器に関するソフトウ医療機器に関するソフトウェェアの審アの審
査査はどうあるべきか？はどうあるべきか？““ソフトウソフトウェェアの審アの審
査基準査基準””の策定に関する研究」の策定に関する研究」 」」

  ソフトウェアソフトウェア

  の評価方法の評価方法

  が不明確が不明確

  ソフトウェアソフトウェア

  の評価方法の評価方法

  明確化？明確化？

・汎用画像診断装置・汎用画像診断装置WSWS
の承認基準の承認基準
・ソフトウェアの承認基準・ソフトウェアの承認基準

画像診断ビューワの画像診断ビューワのJMDNJMDN登録推進登録推進

IEC62304IEC62304 2006/5/92006/5/9制定－＞ＪＩＳ化が行われている制定－＞ＪＩＳ化が行われている ・ＧＨＴＦの動向・ＧＨＴＦの動向
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・汎用画像診断装置・汎用画像診断装置WSWSの承認基準作成の承認基準作成

承認申請書の作成手順書を準備（承認申請ガイドライン）承認申請書の作成手順書を準備（承認申請ガイドライン）

・画像診断ビューワの・画像診断ビューワのJMDNJMDN登録推進登録推進
クラスクラス ＩＩ 機器として新たに品目追加の提案を準備中。機器として新たに品目追加の提案を準備中。

＊参考＊参考 ：： 汎用画像診断装置汎用画像診断装置WSWSはクラスはクラス ＩＩＩＩ 機器機器

・ソフトウェアの単独医療機器化・ソフトウェアの単独医療機器化
ｰー問題点の整理問題点の整理
ｰー厚生労働科学研究班活動厚生労働科学研究班活動
ｰー他の団体（ＪＡＨＩＳ、ＪＥＩＴＡ、ＪＲ３Ｃ等々）との整合他の団体（ＪＡＨＩＳ、ＪＥＩＴＡ、ＪＲ３Ｃ等々）との整合

今後の課題今後の課題
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ご清聴ありがとうございました。



求められる安全性・法的整合は求められる安全性・法的整合は

「医用画像機器の安全性の確保について」「医用画像機器の安全性の確保について」

–第一部 薬事法と医療機器の位置づけ

–第二部 医療機器と診療報酬保険適用

–第三部 ソフトウエアの医療機器化とは

––参参 考考 医療法改正－安全確保の措置医療法改正－安全確保の措置



医療機器管理室の設置の推進 臨床工学技士の活用

設置と配置意義の啓発だけでは進まない

臨床工学技士フィーの手当て
診療報酬への医療機器管理室維持管理料

管理、高度管理医療機器
特定保守管理医療機器

医療機器業界への規制だけで
良いのか？

医療法でさらに管理の徹底を！

保守管理に関する第三者監視機関の早期設置

Ｈ１７／６／１０ 医療機器産業ビジョンのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ懇談会 臨床工学技士会より提起

【【医療法改正医療法改正】】
「医療機器の保守管理」「医療機器の保守管理」

医療部会で議論中医療部会で議論中
「医療安全対策検討会議」からの報告書「医療安全対策検討会議」からの報告書

●●医療機器の保守管理を行う責任者の配置医療機器の保守管理を行う責任者の配置●●
●●医療機器の保守管理を行う専門部署の設置医療機器の保守管理を行う専門部署の設置●●

●●医療機器の情報提供・安全使用に関する研修医療機器の情報提供・安全使用に関する研修 等等●●

医療機関において、医療機器に係わる評価・選定
保守管理、廃棄までの一貫した管理を行う

医療機器管理室を整備
医療機器の適正使用と患者の安全対策に資する



【医療機器管理室の役割について】

● 医療機器の適正使用の推進
医療機関における医療機器の保守管理等を一括して実施保守管理等を一括して実施

● 画期的な医療機器の開発に貢献
産業界と医療機関の間における情報の橋渡しの拠点情報の橋渡しの拠点

医療機器管理室

使用に関する講習
保守管理
試用・評価

各病棟

医師・看護師 等

購入担当部署

使用方法・安全性
情報の伝達

改良への要望

使用方法・安全性
情報の伝達

改良への要望

選定の助言

医療機器製造販売業
安全性情報の提供

（添付文書）
使用に関する情報
改良要望取得

機器の販売・納品
修理・保守受託



高度管理医療機器等の販売・賃貸時における
安全対策の強化について

製造販売業者

医療機関・
一般消費者

中古品販売・賃貸・授与時の事前通知

不具合情報の通知

中古品販売・賃貸・
授与時の指示

回収への対応

苦情への対応

情報提供

販売・賃貸・授与時の記録の作成及び
保管

営業所の管理に係る記録
の作成及び保管

教育訓練の実施

譲受時の記録の作成及び
保管
受入時の検査

苦情・回収に係る原因究明及び必要な
措置の実施

中古品販売・賃貸・授与時
の指示の遵守

高度管理医療機器販売（賃貸）業者

苦情
副作用情報

管理者の継続研修の受講



4．医療機器の保守点検・安全使用に関する体制

法第6条の10の規定に基づき、病院、診療所及び助産所の管理者は、新省令第11条第2項第三号
の定めるところにより、医療機器の使用に際して次に掲げる体制を確保し、医療機器に関わる安全
確保に努めなければならないものであること。なお、当該医療機器には在宅等医療機関以外で使用医療機器には在宅等医療機関以外で使用
される医療機器も含まれるものであり、それら医療機器を任用している患者の医学管理を主としてされる医療機器も含まれるものであり、それら医療機器を任用している患者の医学管理を主として
行っている医療機関行っている医療機関についても、次に掲げる休制を確保すること。

（1）医療機器の安全使用を確保するための責任者の設置
新省令第新省令第1111条第条第22項第三号イに規定する医療機器の安全使用を確保するための責任者の設置に項第三号イに規定する医療機器の安全使用を確保するための責任者の設置に
ついては、次の要件を満たすものであること。医療機器の保守点検等、安全使用の確保に関するついては、次の要件を満たすものであること。医療機器の保守点検等、安全使用の確保に関する
業務を行う責任者（以下、業務を行う責任者（以下、「医療機器保守管理責任者」「医療機器保守管理責任者」という。）を配置すること。ただし、病院にという。）を配置すること。ただし、病院におお
いては管理者との兼務は不可いては管理者との兼務は不可とする。とする。

医療機器保守管理責任者は、医療機器に関する十分な知識を有する常勤職員であり、医師、常勤職員であり、医師、
歯科医師、薬剤師、看護師（助産所については助産師を含む。）、歯科衛生士、臨床検査技師、歯科医師、薬剤師、看護師（助産所については助産師を含む。）、歯科衛生士、臨床検査技師、
診療放射線技師、又は臨床工学技士のいずれかの資格を有していること。診療放射線技師、又は臨床工学技士のいずれかの資格を有していること。

医療機器保守管理責任者は、次に掲げる業務を行うものであること。なお、病院及び患者を入院さ
せるための施設を有する診療所においては、安全管理委員会との連携のもと、保守点検の適切な
実施にあたり、次に掲げる体制の確保に努めること。
①①従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
②②医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
③③医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他医療機器の安全確保を目的とした医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他医療機器の安全確保を目的とした
改善のための方策の実施改善のための方策の実施

改正医療法（Ｈ改正医療法（Ｈ19.4.119.4.1施行）医療安全関連通知（案）概要から抜粋施行）医療安全関連通知（案）概要から抜粋



（2）従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
新省令第11条第2項第三号口に規定する従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実
施については、研修の内容として具体的には次に掲げる事項が考えられるものであり、必要に応じ
て開催すること。なお、本研修は、他の医療安全に係る研修と併せて実施しても差し支えない。
①①医療機器の有効性・安全性に関する情報提供医療機器の有効性・安全性に関する情報提供
②②医療機器の適切な使用（操作）方法に関する技術研修医療機器の適切な使用（操作）方法に関する技術研修
③③医療機器の適切な保守点検の方法医療機器の適切な保守点検の方法
④④医療機器の使用により生じた不具合への対応方法医療機器の使用により生じた不具合への対応方法
⑤⑤医療機器の使用に関して特に法令上遵守すべき事項に関する情報提供医療機器の使用に関して特に法令上遵守すべき事項に関する情報提供
ただし、医療機器の研修の実施に関しては以下の事項に留意すること
ⅠⅠ．医療機器導入時研修．医療機器導入時研修
当該医療機関にて以前に使用した経験のない、新しい医療機器を導入する際には当当該医療機関にて以前に使用した経験のない、新しい医療機器を導入する際には当該医療機器を該医療機器を
使用する予定の者に対する研修を行い、研修記録をつけるものとする。使用する予定の者に対する研修を行い、研修記録をつけるものとする。
Ⅱ．定期研修
特定機能病院においては特に保守管理が必要と思われる医療機器に関しての研修を定期的に行特定機能病院においては特に保守管理が必要と思われる医療機器に関しての研修を定期的に行
うと共に研修記録をつけるものとする。うと共に研修記録をつけるものとする。
（3）医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
新省令第11条第2項第三号ハに規定する医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検
の適切な実施については、次の要件を満たすものとする。の適切な実施については、次の要件を満たすものとする。
①①保守点検の方法に関する情報収集保守点検の方法に関する情報収集
保守点検の方法に関しては、保守点検の方法に関しては、薬事法の規程に基づき添付文書薬事法の規程に基づき添付文書に記載されている保守点検に関するに記載されている保守点検に関する
事項を参考にすること。なお、事項を参考にすること。なお、添付文書にて不明な点に添付文書にて不明な点については、当該医療機器の製造販売業者ついては、当該医療機器の製造販売業者
に対して情報提供を求めることが望ましいものとするに対して情報提供を求めることが望ましいものとする。。
②医療機器の使用状況等の把握
医療機器の購入時期、使用状況、保守点検の実施状況、修理状況等について医療機器の特性を
踏まえつつ把握することが望ましい。また、把握した結果に基づき、医療安全の観点から、安全面に
十分配慮した医療機器の採用に関する助言を行うこと。



③③保守管理計画の策定および保守点検記録の保存保守管理計画の策定および保守点検記録の保存
特に保守管理が必要と思われる医療機器に関しては保守管理の方法、医療機器の使用状況や特に保守管理が必要と思われる医療機器に関しては保守管理の方法、医療機器の使用状況や
修理状況等から修理状況等から医療機器の保守管理状況の評価を行い、これを踏まえて、医療機器の特性に医療機器の保守管理状況の評価を行い、これを踏まえて、医療機器の特性に
応じた機種別の点検計画や入れ替え時期等に関する計画を策定すること。また、個別の医療機器応じた機種別の点検計画や入れ替え時期等に関する計画を策定すること。また、個別の医療機器
に関する納入時期、保守管理及び修理の状況を記録し保存すること。に関する納入時期、保守管理及び修理の状況を記録し保存すること。
上記の医療機器以外の医療機器に関しては、必要に応じて保守管理計画を策定し、保守点検記録上記の医療機器以外の医療機器に関しては、必要に応じて保守管理計画を策定し、保守点検記録
をつけるものとする。をつけるものとする。
④④保守点検の外部委託保守点検の外部委託
医療機器（特定保守管理医療機器）の保守点検を外部に委託する際には、法第医療機器（特定保守管理医療機器）の保守点検を外部に委託する際には、法第1515条の条の22に規定すに規定す
る基準を参考に実施することが望ましいものであること。る基準を参考に実施することが望ましいものであること。

（4）医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他医療機器の安全確保を目的とした
改善のための方策の実施
新省令第11条第2項第三号二に規定する医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その
他医療機器の安全確保を目的とした改善のための方策の実施については、次の要件を満たすもの
とする。
①①医療機器保守管理責任者は医療機器の医療機器保守管理責任者は医療機器の添付文書及び取り扱い説明書の管理を行う添付文書及び取り扱い説明書の管理を行うとともに、とともに、
医療機器の医療機器の不具合情報や安全情報等の把握不具合情報や安全情報等の把握及び管理を一元的に行うこと。及び管理を一元的に行うこと。
②②医療機器保守管理者責任者は医療機器の不具合情報や安全情報等、必要な情報を製造販売医療機器保守管理者責任者は医療機器の不具合情報や安全情報等、必要な情報を製造販売
業者等医療機関外部より一元的に収集する為の担当者（以下、業者等医療機関外部より一元的に収集する為の担当者（以下、「医療機器情報担当者」「医療機器情報担当者」という。）をという。）を
定め、得られた情報が当該医療機器に携わる従事者及び医療機器保守管理責任者に対して適切定め、得られた情報が当該医療機器に携わる従事者及び医療機器保守管理責任者に対して適切
に情報提供がなされる休制を常に確保すること。に情報提供がなされる休制を常に確保すること。
なお、医療機器情報担当者は施設内の業務分担として適切と判断される場合には他の役職のとのなお、医療機器情報担当者は施設内の業務分担として適切と判断される場合には他の役職のとの
兼務も可とする。兼務も可とする。
③③医療機器保守管理責任者は、管理している医療機器による不具合や健康被害等に関する情報医療機器保守管理責任者は、管理している医療機器による不具合や健康被害等に関する情報
収集に努めるとともに、当該医療機関の管理責任者への報告等を行うこと。収集に努めるとともに、当該医療機関の管理責任者への報告等を行うこと。



医療機器の保守点検・安全使用に関する体制
（医療法でもとめられること）

１．医療機器の安全使用を確保するための責任者の設置

２．従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施

３．医療機器の保守点検に関する計画保守点検に関する計画の策定
及び保守点検の適切な実施保守点検の適切な実施

４．医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集情報の収集
その他医療機器の安全確保を目的とした改善のための改善のための
方策の実施方策の実施

医療機器保守管理責任者は、医療機器に関する十分な
知識を有する常勤職員であり、医師、歯科医師、薬剤師、看
護師（助産所については助産師を含む。）、歯科衛生士、臨
床検査技師、診療放射線技師、又は臨床工学技士のいずれか
の資格を有していること。

医療機器保守管理責任者医療機器保守管理責任者は、医療機器に関する十分なは、医療機器に関する十分な

知識を有する常勤職員であり、医師、歯科医師、薬剤師、看知識を有する常勤職員であり、医師、歯科医師、薬剤師、看
護師（助産所については助産師を含む。）、歯科衛生士、臨護師（助産所については助産師を含む。）、歯科衛生士、臨
床検査技師、診療放射線技師、又は臨床工学技士のいずれか床検査技師、診療放射線技師、又は臨床工学技士のいずれか
の資格を有していること。の資格を有していること。

責
任
者
の
業
務



２．従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施

新省令第11条第2項第三号口に規定する従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の
実施については、研修の内容として具体的には次に掲げる事項が考えられるものであり、必
要に応じて開催すること。なお、本研修は、他の医療安全に係る研修と併せて実施しても差
し支えない。

（１）医療機器の有効性・安全性に関する情報提供
（２）医療機器の適切な使用（操作）方法に関する技術研修
（３）医療機器の適切な保守点検の方法
（４）医療機器の使用により生じた不具合への対応方法
（５）医療機器の使用に関して特に法令上遵守すべき事項に関する情報提供

ただし、医療機器の研修の実施に関しては以下の事項に留意すること

①医療機器導入時研修
当該医療機関にて以前に使用した経験のない、新しい医療機器を導入する際には当該医療機

器を使用する予定の者に対する研修を行い、研修記録をつける研修記録をつけるものとする。

②定期研修
特定機能病院においては特に保守管理が必要と思われる医療機器に関しての研修を定期的

に行うと共に研修記録をつける研修記録をつけるものとする。



３．医療機器の保守点検に関する計画の策定
及び保守点検の適切な実施

新省令第11条第2項第三号ハに規定する医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点
検の適切な実施については、次の要件を満たすものとする。

（１）保守点検の方法に関する情報収集

保守点検の方法に関しては、薬事法の規程に基づき添付文書添付文書に記載されている

保守点検に関する事項を参考にすること。なお、添付文書にて不明な点については、

当該医療機器の製造販売業者に対して情報提供を求めることが望ましいものとする。

（２）医療機器の使用状況等の把握

医療機器の購入時期、使用状況、保守点検の実施状況保守点検の実施状況、、修理状況修理状況等に

ついて医療機器の特性を踏まえつつ把握することが望ましい。また、把握した結果に
基づき、医療安全の観点から、安全面に十分配慮した医療機器の採用に関する助言を
行うこと。



３．医療機器の保守点検に関する計画の策定
及び保守点検の適切な実施

（３）保守管理計画の策定および保守点検記録の保存

特に保守管理が必要と思われる医療機器に関しては保守管理の方法、医療機器の使用状況

や修理状況等から医療機器の保守管理状況の評価保守管理状況の評価を行い、これを踏まえて、

医療機器の特性に応じた

機種別の点検計画や入れ替え時期等に関する計画機種別の点検計画や入れ替え時期等に関する計画を策定する

こと。また、個別の医療機器に関する

納入時期、保守管理及び修理の状況を記録し保存納入時期、保守管理及び修理の状況を記録し保存すること。

上記の医療機器以外の医療機器に関しては、必要に応じて保守管理計画を策定し、保守点
検記録をつけるものとする。

（４）保守点検の外部委託

医療機器（特定保守管理医療機器）の保守点検を外部に委託する際には、法第15条の2に
規定する基準を参考に実施することが望ましいものであること。



４．医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他
医療機器の安全確保を目的とした改善のための方策の実施

新省令第11条第2項第三号二に規定する医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集
その他医療機器の安全確保を目的とした改善のための方策の実施については、次の要件を満
たすものとする。

（１）医療機器保守管理責任者は医療機器の添付文書及び取り扱い説明書の管添付文書及び取り扱い説明書の管
理理を行うとともに、医療機器の不具合情報や安全情報等の把握及び管理不具合情報や安全情報等の把握及び管理
を一元的に行うこと。

（２）医療機器保守管理者責任者は医療機器の不具合情報や安全情報等、必要
な情報を製造販売業者等医療機関外部より一元的に収集する為の担当者
（以下、「医療機器情報担当者医療機器情報担当者」という。）を定め、得られた情報が当
該医療機器に携わる従事者及び医療機器保守管理責任者に対して適切に適切に
情報提供がなされる休制を常に確保情報提供がなされる休制を常に確保すること。なお、医療機器情報担当
者は施設内の業務分担として適切と判断される場合には他の役職との兼
務も可とする。

（３）医療機器保守管理責任者は、管理している医療機器による不具合や健康
被害等に関する情報収集に努めるとともに、当該医療機関の管理責任者
への報告等を行うこと。



有効性 安全性安全性 適切な使用適切な使用 適切な保守点検適切な保守点検

不具合への対応方法 法令上の遵守事項法令上の遵守事項

導入時研修と研修記録作成 定期的研修と研修記録作成定期的研修と研修記録作成
（特定機能病院）（特定機能病院）

添付文書記載の保守点検事項を参考に計画立案添付文書記載の保守点検事項を参考に計画立案

購入時期・使用状況・保守点検状況・修理状況等の把握購入時期・使用状況・保守点検状況・修理状況等の把握

保守管理状況の評価保守管理状況の評価

保守点検計画の立案保守点検計画の立案

入れ替え時期計画の立案

納入時期・保守管理状況・修理状況の記録と保存納入時期・保守管理状況・修理状況の記録と保存

添付文書や取り扱い説明書の管理添付文書や取り扱い説明書の管理

不具合情報や安全情報の把握と管理不具合情報や安全情報の把握と管理

不具合や健康被害の医療機関管理責任者へ報告不具合や健康被害の医療機関管理責任者へ報告

医療機器情報担当者を任命し医療機器情報担当者を任命し
外部の情報の収集と伝達を実施させる外部の情報の収集と伝達を実施させる

安全使用のための研修安全使用のための研修

保守点検計画の立案保守点検計画の立案
保守点検の適切な実施保守点検の適切な実施

安全使用のための情報収集安全使用のための情報収集
安全確保のための改善実施安全確保のための改善実施

医療機器保守管理責任者医療機器保守管理責任者



ご清聴ありがとうございました。



医療法施行規則の一部を改正する省令（案）

【改正の主な内容】（管理者の行うべき事項）

１．医療に関する情報の提供
①医療安全センターの助言に対する措置

②都道府県知事が定める方法による年１回以上の報告

③患者を入院させた場合、書面による「入院診療計画書」の作成

④診療に関する諸記録に「入院診療計画書」を追加

２．医療完全のための措置
①院内感染対策のための体制確保

②医薬品に係る安全確保の体制

③医療機器に係る安全確保

３．地域医療対策協議会関係
①参画者（独立行政法人国立病院機構、地域医療関係者、

関係市町村、地域住民を代表する団体）



医療機器の安全確保のための体制確保の措置

１．医療機器の安全使用のための責任者の設置

２．従業者に対する医療機器の安全使用のための

研修の実施

３．医療機器の保守点検に関する計画の策定及び

保守点検の適切な実施

４．医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集

その他医療機器の安全使用を目的とした改善のための

方策の実施



医療機関での実施内容に関連して医療機関での実施内容に関連して

１．従業者への医療機器安全使用のための研修

●医療機関内での専門的な人材育成

→医療機器納入業者による説明会、定期的情報提供へ

→医療機器情報の提供内容明確化

【業界としての留意点】

（１）医療機器の的確な安全情報提供の仕組み

・ 新の添付文書の作成・提供

・医療機関内からのハヤリ・ハット情報までを含めた

情報収集

（２）業界としての人材の育成

・医療機器版MRへの検討



医療機関での実施内容に関連して医療機関での実施内容に関連して

２．保守点検計画の策定と実施

●個々の特定保守管理医療機器の点検項目の標準化

→保守点検内容の明確化

→保守の必要性の理解度向上

【業界としての留意点】

（１）保守点検項目の標準化への対応

・安全管理、品質管理を含めた保守点検内容

・保守／修理の明確化

（２）保守点検情報の充実

・保守の外部委託増への対応、人材確保

（３）医療機器のさらなる安全対策の強化



医療機関での実施内容に関連して医療機関での実施内容に関連して

３．安全使用のための情報

●不具合報告への対応強化

→添付文書の充実、DB化の推進

→ヒヤリ･ハット情報収集への協力

【業界としての留意点】

（１）医療機器の安全性の担保

・耐用期間の明確化

（業界、医療現場との密接な連携が必要）

・業界における安全性情報の共有、添付文書等への

反映



業界としての注意業界としての注意

１．薬事法の遵守

●自らが薬事法を遵守する

・販売業・賃貸業、修理業としての遵守事項の再確認

●医療機器の情報提供・収集

→医療機関への説明責任、記録の作成

→異動による使用者変更への対応、教育資料の充実

２．その他関連法規の遵守

●下請法

●公正競争規約

●廃掃法 など



ご清聴ありがとうございました。
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