
Copyright © 2012 BSI. All rights reserved. 

薬事法 認証申請のための基本 
 ～海外製造所に求められるもの 
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1. 認証制度の概要、法体系、告示・通知等 
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リスクに応じた承認・認証・届出制度 
クラス分類 種 類 審 査 法的根拠 

■クラスⅣ(高リスク)：高度管理医療機器 
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 
直結する恐れがあるもの 
(例)ペースメーカ、人工心臓弁 

承認 

独立行政法人 
医薬品医療機器 
総合機構 
(PMDA) 

法第14条 
(法第19条の2： 
 外国製造医薬品 
 等) 

■クラスⅢ(中リスク)：高度管理医療機器 
不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的高いと 
考えられるもの 
(例)透析器、人工骨、人工呼吸器 

■クラスⅡ(低リスク)：管理医療機器 
不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと 
考えられるもの 
(例)MRI、内視鏡、消化器用カテーテル、磁気治療器 

認証 
(指定管理 
医療機器) 

登録認証機関 法第23条の2 

■クラスⅠ(極低リスク)：一般医療機器 
不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと 
考えられるもの 
(例)体外診断用機器、X線フィルム 

届出 なし 法第14条の9 

高い 

低い 

リ
ス
ク 
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指定管理医療機器の認証業務内容 
①品目認証申請 

②認証審査 

告
示 

通
知 

事
連 

③QMS調査 

⑤ 認証品目報告 

④ 認証授与 

改善命令 

申請者 
 

 製造販売業者 
 外国製造指定管理医療
機器製造販売申請者 

厚生労働省 
 
個別品目の性能基準策定 
(824基準策定済み) 

登録認証機関 
 
審査内容 
 
1.申請書 ＋ 添付資料の審査 

 新規 ■ 認証移行 
 一変 ■ 軽微変更届 

 
2.QMS適合性調査 

 

(平成25年2月1日～ JIS  Q 17021) 
 

 実地調査 
 書面調査  
 サーベイランス調査 
 更新調査   
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登録認証機関 
•登録認証機関とは、法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣の登録を 
受けた者で、告示により公示される。(制定第252号 平成17年6月7日) 
 ■登録認証機関一覧 (最新改正告示第527号 平成24年9月28日)    

登録番号 機  関  名 

1 AA TUV SUD Japan 
2 AB TUV Rheiland Japan 
3 AC UL Japan 
4 AD BSI Group Japan 
5 AF SGS Japan 
6 AG Cosmos Corporation 
7 AH                                                              JQA 
8 AI Nano-Tech Supinder   
9 AJ JCQA 
10 AK JET  
11 AL JAAME  
12 AM Fuji Pharma 
13 AO DEKRA Certificatioin Japan 
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薬事法 法体系 
• 法令  

• 薬事法 昭和35年08月10日 法律第145号   

• 政令  
• 薬事法施行令 昭和36年01月26日 政令第11号   

• 省令  
• 薬事法施行規則 昭和36年02月01日 厚生省令第1号   
• 薬局等構造設備規則 昭和36年02月01日 厚生省令第2号 
• QMS省令、GQP省令、GVP省令、他  

•  例(QMS省令)：厚生労働省令第169号 平成16年12月17日  
「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 」 

• 告示 (指定管理医療機器、体外診断薬品、クラス分類、他) 
•  例(指定管理医療機器)：厚生労働省告示第112号  平成17年3月25日 
「薬事法第二十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器」 

• 通知、事務連絡 (認証留意事項、一変、認証移行、他) 
• 薬食発(医薬食品局長通知 )  ・ 薬食機発(医薬食品局 審査管理課 医療機器審査管理室長通知) 
• 薬食監麻発(医薬食品局 監視指導・麻薬対策課長通知) ・ 薬食安発(医薬食品局 安全対策課長通知) 

 
厚生労働省法令等データベースサービス http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
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関連告示(1) 
【特定保守】 

• 厚生労働省告示第297号 平成16年7月20日 (最新改正:告示第10号 平成25年1月28日) 
「薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器」 

【クラス分類】 
• 厚生労働省告示第298号 平成16年7月20日 (最新改正:告示第9号 平成25年1月28日) 
「薬事法第2条第5項から第7項の規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、 
管理医療機器及び一般医療機器」 

【設計管理対象】 
• 厚生労働省告示第 84 号 平成17年3月18日 (最新改正:告示第11号 平成25年1月28日) 
「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第4条 
第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療機器」 
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指定管理医療機器(認証基準)の制定状況と運用 
•平成17年 3 月25日：平成17年厚生労働省告示第112号 

• 平成20年 7 月 9 日：平成20年厚生労働省告示第373号(告示改正) 
    ： 

• 平成25年 3 月 1 日：平成25年厚生労働省告示第28号(告示改正) 

★付随して「基本要件適合性チェックリスト通知」、必要に応じて「付帯的な機能リスト通知」、「一般的名称の定義等修正通知」、 

「三者協議会Bulletin(ブリテン)」が発出され、運用されている。 

2013年3月1日現在 
認証基準数：824   
指定管理医療機器：1365 JMDN 
 (管理医療機器全体：1792 JMDNの約7.6割)  
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指定管理医療機器 適合性認証基準とは 
厚生労働省告示第112号 平成17年3月25日(最新改正平成25年3月1日) 

「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定め
て指定する医療機器」 
薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器は、
別表の下欄に掲げる基準に適合する同表の中欄に掲げるもの(専ら動物のために使用される
ことが目的とされているものを除く)とする。 
ただし、別表の下欄に掲げる基準に適合する同表の中欄に掲げる医療機器であっても、 
当該医療機器の形状、構造及び原理、使用方法及び操作方法若しくは性能等が 
既存の医療機器と明らかに異なるときは、本告示は適用しない。 
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業許可と品目認証申請の関係 
 

製造販売業 
 

品質保証責任者 

 
 
 
 

QMS 
(13485類似) 

製造業 
 

責任技術者 
 

QMS省令 

出荷可否要件 
の提示 

 
品質保証基準 
への適合 

製造販売業者(申請者) 

構造設備 

製造業者 

GQP・GVP省令 

製造販売業 
 

品質保証責任者 

 
 
 
 

QMS 
(13485類似) 

製造業 
 

責任技術者 
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申請者の条件 
日本国内の製造販売業者 
   または 
外国特例承認取得者 + 選任製造販売業者 (日本国内） 

 （認証の場合：外国製造指定管理医療機器製造業者 
             外国製造指定体外診断用医薬品製造業者） 
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製造業者の条件 （１） 
医療機器外国製造業者認定の取得には、  
 ・医療機器外国製造業者認定申請書  
【申請書】
http://www.pmda.go.jp/operations/shonin/info/download/syoninshinsei/file/shin0
18.pdf  
【申請書 記載例】 
http://www.pmda.go.jp/operations/shonin/info/foreign/gaikokuseizou/file/sakuseirei_V4.pdf 

【申請書 添付資料の様式】
http://www.pmda.go.jp/operations/shonin/info/download/h180727tuchi_yoshiki.
html 

 
 ・ 
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製造業者の条件 （２） 
医療機器外国製造業者認定申請時に必要な提出書類 
 
 ・申請書（鑑）： 様式第十八を用いた書類（代表印又は署名のあるもの） 
  
 ・ＦＤ申請ソフトから提出用申請データを印刷したもの 
  
 ・申請書別紙製造所の構造設備の概要 
  
 ・添付資料 (次ページ参照）   
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製造業者の条件 （３） 
 ・添付資料 
  （１）申請者に係る医師の診断書（自己宣言書でも可） 
  （２）当該製造所の責任者の履歴を記した書類 
  （３）製造品目一覧及び製造工程に関する書類 
  （４）製造所の構造設備に関する書類 
  （５）放射性医薬品を取り扱おうとするときは、放射性医薬品の種類及び放射性 
      医薬品を取扱うために必要な設備の概要を記載した書類 
  （６）当該外国製造業者が存する国が医療機器の製造販売業の許可、製造業の 
      許可製造販売の承認若しくは製造販売の認証制度又はこれに相当する制度を 
      有する場合においては、当該国の政府機関等が発行する当該制度に係る許可 
      証などの写し。 
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認証制度の法的根拠  (1) 
～薬事法第23条の2の概要～ 

第1項  

(認証) 

厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器（指定管理医療機器等）又は体外
診断用医薬品の製造販売をしようとする者（外国指定管理医療機器製造等事業者を含む
）であつて製造販売業者に指定管理医療機器等の製造販売をさせようとするものは、厚生労
働省令で定めるところにより、品目ごとに「登録認証機関」の認証を受けなければならない。 

第2項 

 (認証の条件) 

第一号：申請者が品目の種類に応じた製造販売業の許可を有していること 

第二号：外国指定管理医療機器製造等事業者が選任製造販売業者を選任していること 

第三号：指定管理医療機器を製造する製造所が製造業の許可又は認定を有していること 

第四号：申請する指定管理医療機器が認証基準に適合していること 

第五号：申請する指定管理医療機器を製造する製造所における製造管理又は品質管理の
方法がQMS省令(第169号)に適合していること 
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認証制度の法的根拠  (2) 
～薬事法第23条の2の概要～ 

第3項  
(QMS適合性調査) 

申請者又は認証取得者は、当該品目の製造所における製造管理又は品質管理の 
方法がQMS省令に適合していることを、申請時及び認証後３年を下らない政令で定める 
期間ごとに登録認証機関の調査を受けなければならない。 

第4項 
 (一変申請) 

認証取得者は、認証事項の一部を変更しようとするとき(軽微な変更を除く)は、当該 
変更についての認証を受けなければならない。 

第5項 
 (軽微変更届) 

認証取得者は、省令で定める軽微な変更について届け出なければならない。 
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2. 申請から認証までに要する期間と流れ 
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申請から認証までに要する期間と流れ (1) 
 指定管理医療機器に該当？ 

告示112号 
チェック 

Yes  

見積依頼・契約内容確認 

No PMDAに 
承認申請 

申請者へ 

見積依頼書 

見積・契約 締結 
契約書締結 
認証予定連絡 
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申請から認証までに要する期間と流れ (2) 

QMS調査の準備 

No 

製造販売認証申請書 
様式64 

添付資料 

製造販売認証申請書・ 
添付資料の評価 

Yes 

適合性調査申請書 
様式67 

関連資料 

品質管理監督 
システム基準書 
(QM)の評価 

Yes 

No 
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申請から認証までに要する期間と流れ (3) 
4.2 基本要件に適合する こ と を 
示すために用いた規格への適合性 

4.3.1 適合性認証基準に引用する
JISへの適合を証する試験等 

登録認証機関が認める試験データ 
 ・17025認定試験所レポート 
 ・製品認証機関の適合証明書 
 ・CBレポート 
＊注 海外試験所の試験データの場合、JIS
への適合性、電気定格や周波数への適合性
は必須 

No 

施行規則 
様式64 添付資料 

 
申請書・添付資料の 

審査 

Yes 

QMS適合性調査の準備 
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申請から認証までに要する期間と流れ (4) 

QMS適合性実地調査の準備 

施行規則 
様式67 添付資料 

 
申請書・添付資料の 

審査 

Yes 

No 

・品質管理監督基準文書 
  (品質マニュアル) 
・他調査権者・機関の調査報告書 
・組織図 

QMS省令を包含することを前提に 
 ・品質マニュアルは外国語でも可 

文書審査報告書 
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申請から認証までに要する期間と流れ (5) 
審査計画 審査計画書 

開始会議 
出席者名簿 

実地調査 

審査員会議 

終了会議 
不適合報告書 

観察事項 

製造所へ 

G l o b a l  審査機関は 
海外製造所に最も近い 
有資格審査員を派遣 
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申請から認証までに要する期間と流れ (6) 

是正措置 
報告書 

是正確認 

適合性調査 
通知書(様式68) 

適合性 
調査報告書 

製造所へ 

適合? 
Yes No 

不適合があった場合 不適合がない場合 

製造販売業者へ 

認証書発行/PMDA月次報告 

申
請
書
提
出
～
認
証
書
発
行
： 

平
均 

２
～
３
ヶ
月 
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3. 認証申請の準備に有用な情報  
     (PMDA / Bulletin ウエブサイト) 
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認証申請の準備に有用な情報 
•PMDAウエブサイトの有効活用 

•http://www.std.pmda.go.jp 
•http://www.std.pmda.go.jp/stdDB/index.html 
 

•三者協議会 Bulletin(ブリテン)紹介 
•http://www.jfmda.gr.jp/bulletin 

http://www.std.pmda.go.jp/
http://www.std.pmda.go.jp/stdDB/index.html
http://www.jfmda.gr.jp/bulletin/
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認証申請の準備に有用な情報 
PMDA 医療機器基準関連ページ  http://www.std.pmda.go.jp または 

Click! 
PMDA 医療機器基準関連 ホームページへ 

「JMDNとは」へ 

http://www.std.pmda.go.jp/
http://www.std.pmda.go.jp/
http://www.std.pmda.go.jp/
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認証申請の準備に有用な情報 
•医療機器基準関連情報: 

http://www.std.pmda.go.jp/stdDB/index.html 
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認証申請の準備に有用な情報 
•認証/承認基準の検索・一般的名称の検索: 

http://www.std.pmda.go.jp/stdDB/index.html 

Click! 

Click! 
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別表番号から一般的名称を選択し、表示(1) 
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英文情報も確認可能 
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JMDNとは？ 
• JMDN： 

• Japanese Medical Device Nomenclature の略語 

• GMDN： 
• Global Medical Device Nomenclature を翻訳 

 
•例) JMDN:11441002, 11441001 
            vs GMDN:11441 

•  5桁は共通、下3桁は日本独自の番号(リスクによる) 

筋電計 
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4. 製造販売認証申請書・添付資料作成時に  提供
する情報 
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申請書 鑑 (例） 
類 別 機械器具 １２   理学診療用器具 

名 
 
称 

一 般 的 名 称 汎用超音波画像診断装置 JMDN：「40761000」 

販  売  名 超音波 ABC 228   

使用目的、効能又は効果 別紙１のとおり 

形 状 、 構 造 及 び 原 理 別紙２のとおり 

原 材 料 又 は 構 成 部 品 別紙３のとおり 

品 目 仕 様 別紙４のとおり 

操作方法又は使用方法 別紙５のとおり 

貯蔵方法及び有効期間 別紙６のとおり 

貯蔵方法及び有効期間   (対象外の場合は空白) 

製造販売する品目の製造所 
名  称 所 在 地 許可区分又は認定区分 許可番号又は認定区分 

別紙７のとおり 

原 材 料 の 製 造 所 
名  称 所 在 地 許可区分又は認定区分 許可番号又は認定区分 

備 考 

特定保守管理医療機器 

添付文書(案) :  別添 

医療機器製造販売業許可番号 : △△XXX△△△△△ 

許可の区分 : 第○種医療機器製造販売業 

主たる事業所の所在地 : ○○県○○市○○町△丁目△番△号 
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原材料又は構成部品 

• ポイント： 
①どの部分には、どのような材料が使用されているかを記載 
②血液・体液・粘膜に接触する場合は、別紙規格を作成し、詳細を記載。 

番号 名称 原材料名 
① ○○パネル ABS、ポリカーボネート、一般電気部品 
② △△モニタ 一般電気部品 
③ □□コネクタ 一般電気部品 
④ フットスイッチ 熱可塑性エラストマー 
○  ・・・・・・・・  ・・・・・・ 
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品目仕様 
1. 性能に関する項目 

 
2. 安全性に関する項目 
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製造方法 
1.  製造工程と製造施設 

 
 
 
 
 
 

2. 主たる設計を行った事業者の名称 
事業者名：ABC □□ Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 

製造所 A： ABC □□ Ltd. 
製造所 B： ABC新宿工場 

製造所A 

製造所B 

原材料・部品等の受入検査 

組 立 

工程内検査 

最終組立 ・ 包装 

最 終 検 査 

表 示 ・ 検 査 

包装・出荷判定 

出 荷 
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リスク分析 
•当該医療機器のリスク分析を、JIS T 14971「医療機器-リスクマネジメントの  
医療機器への適用」を参照にし、リスクマネジメントの社内体制及びその実施  
状況の概要を示す資料を添付すること。 

• リスクマネジメントの社内体制として、設計・製造段階におけるリスクマネジメントの体制だけではなく、 
製造販売業者におけるリスクマネジメントの体制も記載する。 

• リスクマネジメントの実施状況については、申請品だけについての概要を記載する。 

• リスク分析の対象とするハザードとして、基本要件適合性チェックリストでJIS T14971(ISO 14971)
「医療機器リスクマネジメントの医療機器への適用」 を適用されているものを含める必要がある。 

JIS T 14971 
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製造に関する情報 
 品質管理に関する情報 
• 製造工程(受入検査、製造工程中の試験検査、最終製品の試験検査等)ごとに、 
試験検査項目を一覧表形式で記載する。 

• 一覧表に記載する事項は、次のとおり。 
(a) 要求項目 

• 検査に関する工程名 

• 試験検査対象名 

• 試験検査項目 

(b) 要求項目：検査目的 
• 手順概要  

• 品目仕様との関連 
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5. QMS適合性調査 
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QMS適合性調査 (分類と調査権者) 

分類 承認(認証)時 69条調査 海外製造所 
高度管理医療機器
(クラス4) 

PMDA PMDA PMDA 

高度管理医療機器
(クラス3) 

都道府県 都道府県 PMDA 

管理医療機器 
(認証基準なし) 

都道府県 都道府県 PMDA 

指定管理医療機器 
(認証基準あり) 

登録認証機関 都道府県 登録認証機関 

一般医療機器 (調査なし) 都道府県 (調査なし) 

細胞組織医療機器 PMDA PMDA PMDA 
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• 法令： 薬事法   
• 政令： 薬事法施行令 
• 省令： 薬事法施行規則 
    薬局等構造設備規則 
 QMS省令、GQP省令、GCP省令 ・・・ 
 厚生労働省令第169号 平成16年12月17日  
 「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 」 

• 通知： 
薬食監麻発第0330001号 平成17年3月30日 
「薬事法及び採血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、 
医療機器等の製造管理及び品質管理 (GMP／QMS)に係る省令及び告示の 
制定及び改廃について」 
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QMS省令 (1) 
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 

平成十六年十二月十七日 
厚生労働省令 第百六十九号 

薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号 )第十四条第二項第四号及び 
第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項第四号の規定に基づき、 
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 
省令を次のように定める。           
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QMS省令 (2) 
• 目次 

• 第一章 総則(第一条―第三条) 

• 第二章 医療機器製造業者等の製造所における製造管理及び品質管理   
•第一節 通則(第四条) 
•第二節 品質管理監督システム(第五条―第九条) 
•第三節 管理監督者の責任(第十条―第二十条) 
•第四節 資源の管理監督(第二十一条―第二十五条) 
•第五節 製品実現(第二十六条―第五十三条) 
•第六節 測定、分析及び改善(第五十四条―第六十四条) 
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QMS省令 (3) 
• 第三章 医療機器保管等製造業者等の製造所における製造管理及び品質管理 
(第六十五条 ― 第七十二条) 

• 第四章 生物由来医療機器等製造業者等の製造所における製造管理及び品質管理 
(第七十三条 ― 第七十九条) 

• 第五章 体外診断用医薬品製造業者等の製造所における製造管理及び品質管理 
(第八十条) 

• 附則 (施行期日)、(経過措置) 
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QMS省令 (4) 
• 規定要求事項を確立し、文書化し、実施し、維持しているかどうか 
• 品質管理監督システムの有効性が維持されているかどうか 

 

工程

4. 資源の管理監督

3. 管理監督者の責任

入力情報 出力情報

2. 品質管理監督システム
6. 測定･分析･改善

5. 製品実現
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･･･QMS省令とISO13485差分
QMS ISO13485 QMS条項名 QMS ISO13485 QMS条項名

第一節 通則 第三十三条 7.3.4 設計開発照査
　第四条 － 適用 第三十四条 7.3.5 設計開発の検証

第二節 4 品質管理監督システム 第三十五条 7.3.6 設計開発バリデーション
　第五条 4.1 品質管理監督システムに係る要求事項 第三十六条 7.3.7 設計開発の変更の管理
第六条 4.2.1 品質管理監督システムの文書化 第三十七条 7.4.1 購買工程
第七条 4.2.2 品質管理監督システム基準書 4
第八条 4.2.3 文書の管理 5
第九条 4.2.4 記録の管理 第三十八条 7.4.2 購買情報

第三節 5 管理監督者の責任 第三十九条 7.4.3 購買物品の検証
第十条 5.1 管理監督者の関与 第四十条 7.5.1 製造及びサービス提供の管理

第十一条 5.2 製品受領者の重視 第四十一条 7.5.1.2.1 製品の清浄管理
第十二条 5.3 品質方針 第四十二条 7.5.1.2.2 設置業務
第十三条 5.4.1 品質目標 第四十三条 7.5.1.2.3 附帯サービス業務
第十四条 5.4.2 品質管理監督システムの計画の策定 第四十四条 7.5.1.3 滅菌製品の製造管理
第十五条 5.5.1 責任及び権限 第四十五条 7.5.2 製造工程等のバリデーション
第十六条 5.5.2 責任技術者 第四十六条 7.5.2.2 滅菌工程のバリデーション
第十七条 5.5.3 内部情報伝達 第四十七条 7.5.3.1 識別
第十八条 5.6 管理監督者照査 第四十八条 7.5.3.2.1 追跡可能性の確保
第十九条 5.6.2 管理監督者照査に係る工程入力情報 第四十九条 7.5.3.2.2 特定医療機器に係る製品の追跡可能性の確
第二十条 5.6.3 管理監督者照査に係る工程出力情報 第五十条 7.5.3.3 製品の状態の識別

第四節 6 資源の管理監督 第五十一条 7.5.4 製品受領者の物品
第二十一条 6.1 資源の確保 第五十二条 7.5.5 製品の保持
第二十二条 6.2 職員 第五十三条 7.6 設備及び器具の管理
第二十三条 6.2.2 教育訓練等 第六節 8 測定、分析及び改善
第二十四条 6.3 業務運営基盤 第五十四条 8.1 監視測定、分析及び改善
第二十五条 6.4 作業環境 第五十五条 8.2.1 製品受領者の意見

第五節 7 製品実現 第五十六条 8.2.2 内部監査
第二十六条 7.1 製品実現計画 第五十七条 8.2.3 工程の監視測定

5 第五十八条 8.2.4 製品の監視測定
6 第五十九条 8.2.4.2 特定医療機器に係る製品の監視測定

第二十七条 7.2.1 製品要求事項の明確化 第六十条 8.3 不適合製品の管理
第二十八条 7.2.2 製品要求事項の照査 第六十一条 8.4 データの分析
第二十九条 7.2.3 製品受領者との情報の伝達 第六十二条 8.5 改善
第三十条 7.3.1 設計開発計画 第六十三条 8.5.2 是正措置

第三十一条 7.3.2 設計開発に係る工程入力情報 第六十四条 8.5.3 予防措置
第三十二条 7.3.3 設計開発に係る工程出力情報

リスクマネジメント

購買先の評価
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QMS適合性調査 (実地・書面・不要) 
既存ISO 13485 
認証範囲に含まれる 

既存ISO 13485 
認証範囲に含まれない 

ISO 13485認証なし 
 

JPAL-QMS 
調査経験なし 

実地調査 
（第2段階） 

1.0人日 

実地調査 
（第2段階） 

1.0人日 

実地調査 
（第1段階・第2段階） 

Depends on MD9 
JPAL-QMS 
調査経験あり 

書面調査 書面調査 書面調査 

【初回調査】 

【サーベイランス調査】 
既存ISO 13485 
認証範囲に含まれる 

既存ISO 13485 
認証範囲に含まれない 

調査不要 毎年、実地調査必要 

＊Note: CBs of ISO 13485 should be accredited in US, EU, Canada and Australia 
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スムーズなQMS調査のために 

•事前の十分な準備 

•文書､記録類の迅速な提示 

•申請品目に関する、MAHとの情報共有 

• MAH(製造販売業者）との取り決め事項、QMS省令の教育、内部監査の実施 

 

• ISO 13485の認証を取得していても、QMS適合性調査は不要ではありません。 
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質疑応答 
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ご参加頂きありがとうございました。 
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