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概要 

ISO 13485 第 3版が、2016年 3月 1日に発行され、EN ISO 13485:2016 として採用されました。欧州では、この規
格本文と同一の要求事項を採用し、序文及びこの規格の箇条と 3 つの欧州医療機器指令の要求事項との関係を示
した付属書 ZA、 ZB 及び ZC を追加しています。ISO 13485:2016は、2003年に発行された ISO 13485第 2版の
改定版です。欧州では、改定された序文及び新しい付属書 ZA、ZB 及び ZC を伴い、2012 年に第 2 版の最新版が
採用され、発行されていました。この規格の第 3版は、能動埋め込み型医療機器指令(AIMD) 90/385/EEC (改正)、
医療機器指令 (MDD) 93/42/EEC (改正) 及び体外診断医療機器指令 (IVDD) との整合性を図るために提案さ
れました。そして、付属書 ZA、 ZB及び ZCは、EN ISO 13485の 2012年版における付属書 Z と比較して、より詳細
に記載され、ISO 13485 の改定内容を反映するための変更を伴って改定されています。 

 

ISO 13485:2016の構造は、ISO 9001:2008と整合しており、 ISO 9001:2008の条項番号の並びに従っていますが、
細条項番号に変更が加えられています。本変更は、医療機器規制国際整合化会議（Global Harmonization Task 

Force (GHTF)1）による提言に基づき、不適合の格付けシステムを適用するために導入され、MDSAP（pilot Medical 

Devices Single Audit Programme：医療機器単一審査パイロットプログラム 2）において使用され、国際医療機器
規制当局フォーラム（International Medical Devices Regulators Forum (IMDRF)）の複数参加国によって確立さ
れました。GHTFは、IMDRFの前身組織です。この不適合の格付けシステムは、同一の３桁の細条項 (例. 4.2.1) に
おいて繰り返される、又は、重複して確認される観察事項に対応するより大分類の分類であり、数値で表されます。ISO 

13485:2016において、この細条項番号は、この品質マネジメントシステムの個々の条項を3桁にすることによって４桁又
は５桁の細条項番号を減らすことによって、階層が深かった要求事項を割愛し、本文全体が整理された改正となりまし
た。 

 

改定された ISO 13485 の構造は、ISO 9001:20153の構造には従っていません。なぜなら: 

 

 

                                                   
1 GHTF/SG3/N19:2012 –規制目的及び情報交換のための不適合指針システム 

http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg3/technical-docs/ghtf-sg3-n19-2012-nonconformity-grading-121102.doc 
2 http:/ /www.imdrf.org/workitems/wi-mdsap.asp 
3 ISO 9001:2015, 品質マネジメントシステム— 要求事項 
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1. これら２つの規格は、並行して開発され; そして 

2．ISO 13485は、規制目的で使用され、 今回は、この規格に大幅な再編成を導入するための調整が、規制当局間
で実施されなかったからです。 

 

しかしながら、両規格への適合を望む組織のために、ISO 13485:2016 の付属書 B は、ISO 9001:2015 における箇
条構造との相互参照表となっています。 

 

変更は、ISO技術委員会（ISO Technical Committee）において、投票により承認された設計仕様に基づき、 ISO 

13485第 3版に導入されました。これは、現在の規制当局からの期待、及び予測される将来の規制要求事項、例えば、
欧州医療機器規制（MDR）や IVDDの中で提案されているいくつかの要求事項にあわせて内容を改定するためでした。
さらに、この規格の 2003年版が使用される中で得られた経験も考慮されました。変更には、以下が含まれます。: 

 

• 製品実現を超えたリスクに基づくアプローチの導入。リスクは、医療機器の安全性及び有効性に照らして、そして、規
制要求事項を満たすことにおいて、考慮されます; 

• 規制要求事項、特に規制によって要求される文書化とのつながりの強化; 

• 医療機器のライフサイクル及びサプライチェーンに至るまで、組織に適用; 

• この規格の異なる箇条における異なるソフトウエアの適用（QMS ソフトウエア、プロセス管理ソフトウエア、監視及び測
定のためのソフトウエア）のための、ソフトウエアバリデーションに対する要求事項の整合化; 

• 特に、滅菌医療機器の製造に対する、適切なインフラストラクチャの重視、及び、滅菌バリアシステムのバリデーションに
対する要求事項の追加; 

• ユーザビリティ、規格の使用、検証及びバリデーション計画、設計移管及び設計記録を考慮した、設計・開発における
要求事項の追加; 

• 苦情処理、規制要求事項に従った規制当局への報告、及び、市販後監視の考慮の重視; 及び 

• 是正処置及び予防処置の計画及び文書化、及び、遅滞無い是正処置の実施 

 

ISO 13485:2016 によって導入された重大な変更 

1. 適用範囲 (一部変更) 

適用範囲が書き換えられ、医療機器のライフサイクル又はサプライチェーンの一つのまたは複数の段階に関係する組織が
使うことができる規格であることが強調されています。これにより、同人の名義で医療機器を市場に出荷する組織（いわ
ゆる ‘Legal Manufacturer’ ）によってだけではなく、この規格が以下の組織によっても使用されることが明確になってい
ます。例えば: 

 

• 設計・開発又は修理や保守といった、医療機器のライフサイクルの一部を請け負っている組織; 

• 原料、部品又は組み立て品、製造といった、医療機器のサプライチェーンの一部を請け負っている組織; 

• 契約製造業者、滅菌、物流又は校正といった、サプライチェーンの一部としてサービスを提供する組織; もしくは 

• 輸入業者、ディストリビュータ、又は指定代理人 (Authorised Representative) といった、サプライチェーンにおける事
業者 



bsigroup.com/ja-JP/medical-devices/ 
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その他の、適用範囲において明確化された変更は下記の通りです: 

 

• 要求事項は、組織の大きさに関わらず適用されます; 

• 品質マネジメントシステム（QMS）によって網羅される医療機器の種類に基づき適用される要求事項があります; 

• 組織が請け負っている役割に基づき、適用されない要求事項があります; 

• QMS のプロセスは、医療機器というよりはむしろ組織へ適用されます。 

 

以前は適用範囲に含まれていたいくつかの情報は、序文に移動されています。 

 

2. 引用規格（一部変更） 

ISO 13485:2016 の引用規格は一つで、その規格は、定義に ISO 9000 を引用しています。 しかしながら、 ‘製品’ 及
び ‘リスク’ の定義は、ISO 9000:20154からの引用ではなく、ISO 13485:2016 において定義された用語として含まれて
います (定義の項参照)。 

 

3. 用語及び定義 (一部変更) 

用語の数が、規制要求事項における最新の使用に合わせて改正されています。特に、GHTF 文書 5から引用された定
義が使用され、定義源が引用に対して追加されています。新しい定義が、例えば、‘製造業者’、 ‘輸入業者’、‘ディストリ
ビュータ’ 及び ‘指定代理人’といった、サプライチェーンにおける事業者に対して導入されています。その他の新しい定義と
しては、ライフサイクル’、 ‘医療機器ファミリ’、 ‘性能評価’、 ‘市販後監視’、 ‘製品’、 ‘購買製品’、 ‘リスク’、 ‘リスクマネ
ジメント’ 及び ‘無菌バリアシステム’が、この規格の使用において、明確となるように追加されています。 

 

ハードウエア、ソフトウエア、加工した材料及びサービスを包含した総称として、‘製品’という用語を使用することとして、
ISO 13485:2016 において使用される‘製品’の定義は、 ISO 9000の 2015年版から引用されています。ISO 9000 の
2015 年版において、製品’の定義は、サービスを除外した、有形物のみに変更され、ISO 9001:2015 では、‘製品’と並
行して‘サービス’という用語を使用しています。ISO 13485 において、‘製品’の定義には、サービスが含まれることが強調さ

                                                   
4 ISO 9000:2015, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary 

ISO 9000:2015, 品質マネジメントシステム — 基本及び用語 
 
5 GHTF/SG1/N055. 2009, Definition Terms — Manufacturer — Authorized representative — Distributor and Importer 

http://www.imdrf.org/documents/doc-ghtf-sg1.asp 

GHTF/SG5/N4. 2010, Post-Market Clinical Follow-Up Studies http://www.imdrf.org/documents/doc-ghtf-sg5.asp 

GHTF/SG1/N70. 2011, Label and Instructions for Use for Medical Devices 

http://www.imdrf.org/documents/doc-ghtf-sg1.asp 

[GHTF/SG1/N071. 2012, Definition of Terms Medical Device and In Vitro Diagnostic Medical Device 

http://www.imdrf.org/documents/doc-ghtf-sg1.asp 
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れています。ISO 13485:2016 において、要求事項の中に、‘製品’という用語が使用される場合、それは、組織によって
使用され又は提供される原料、部品、組み立て品、最終医療機器製品又はサービスに適用できます。‘医療機器’とい
う用語が使用される場合、それは、最終医療機器製品にのみ適用されます。 

 

ISO 13485:2016は、ISO 9000:2015 において使用されているというよりもむしろ、ISO 14971から引用されたリスクの
定義を含んでいるということにもご注意ください。 

 

4. 品質マネジメントシステム (一部変更) 

内容及びレイアウトの観点から、QMS に対する一般要求事項に多くの変更があります。 

 

第一の主要な変更点として、QMSに適用される規制要求事項を含めることが強化されています。それは、組織に適用さ
れる規制要求事項に従って組織が引き受けている役割（例えば、法的製造業者、仕様開発者、契約製造業者、部
品供給業者、輸入業者、物流業者、ディストリビュータ、指定代理人）を組織が文書化しなくてはならないという新たな
要求事項と、QMS の維持に関する要求事項を、規制要求事項に従って QMS を維持することを含めることに拡大してい
ます。 

 

追加された新たな要求事項として、組織はこの規格又は適用される規制要求事項に従って文書化しなくてはならない
全ての要求事項、手順書、活動又は取り決めを確立し、実施し、維持することが明言されています。このことによって、全
ての文書化されたプロセスが、実施され、最新でなくてはならないだけでなく、それぞれの後の項においては、‘確立され、実
施され、文書化され、そして、維持される’という文言を繰り返すことなく、‘文書化された’と言及すればよいことになります。
この規格の要求事項及び適用される要求事項への順守を実証するために、組織は記録を維持しなくてはならないという
一般要求事項が追加されています。 

 

次の主要な変更は、QMSのプロセスを管理するためにリスクに基づくアプローチを適用することによって、QMSの構造にリス
クに基づく考え方を導入しています。この規格の以前の版においては、製品実現を通じてリスクマネジメントの必要性を決
定するという要求事項を、QMS の全プロセスにおいてもリスクを考慮するという要求事項へと拡大しています。 

この言い回しは、ISO 14971 に詳述されているようなリスクマネジメントを要求するものではなく、上述したように、リスクの
適用は、医療機器の安全性及び性能に関するリスク又は規制要求事項に適合するためのリスクに適用されることにご注
意ください。 

 

新たな本文が、QMS (細箇条 4.1.4)の変更管理に関して含まれています。これらの変更においては、QMS 及び QMS

のもとで製造される医療機器への影響度を評価し、そして、この規格の要求事項及び適用される規制要求事項に従っ
て管理されなくてはなりません。 

 

アウトソースに関する要求事項 (細箇条 4.1.5)が拡大され、以下のことが強調されています。アウトソースした活動に対
して、組織は責任を有し、これらの活動は、購買(細箇条 7.4)に対する要求事項のもと管理する必要があり、管理の程
度はアウトソースした活動に関連したリスクに見合ったものとし、これらの管理する事項には、文書化された品質上の合意
を含みます。 



bsigroup.com/ja-JP/medical-devices/ 
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QMS に対する一般要求事項における最後の変更は、QMS で使用するコンピュータソフトウェアの適用のバリデーション実
施に関する固有の要求事項です(細箇条 4.1.6)。 この規格の以前の版において、設計・開発における検証及び妥当
性確認の要求事項を通じて、そして、製造、監視及び測定のために使用されるソフトウエアの妥当性確認の固有の要
求事項を通じて、製品(組み込み型ソフトウエア又は製品がソフトウエアである場合)のソフトウエアの妥当性確認に関す
る要求事項はありましたが、QMS に使用されるその他のソフトウエアのバリデーションに対する要求事項は明確ではありま
せんでした（行政当局としては、このようなソフトウエアのバリデーションの実施を期待していました）。このような要求事項
は、例えば、企業資源計画(ERP)ソフトウエア、文書管理ソフトウエア、CAPA、内部・外部監査活動、機器の校正を管
理するソフトウエアに適用されます。コンピュータソフトウエアのバリデーションに関する言い回しは、この規格の中で、ソフト
ウエアの異なる適用に対して、どこで記載されようとも、一貫性を持つように調整されています。 

 

記録に関する要求事項を含め、文書化に関する要求事項に関して(細箇条 4.2)、以下の変更があります: 

 

• 管理が必要な外部で作成された文書は、QMSの計画と運営に必要な文書であるという適格性 

• 文書管理が文書の紛失又は劣化を防ぐために設計され、記録の管理が記録の完全性及びセキュリティに対処してい
るという明確な表明 

• 記録の変更は識別可能であるという明確な表明 

 

新たに追加された文書化に関する要求事項は、機密健康情報の保護に関する要求事項です。ISO 13485 の以前の
版では、 管理しなくてはならない顧客の所有物の例として、参考の一部として、機密健康情報に言及していました。苦
情調査、市販後監視、又は、調査や保守のために返却されたソフトウエアに含まれている場合を通じて、このような情報
を受け取る可能性が高まってきていること、そして、プライバシーに関する規制要求事項の高まりから、新たな要求事項が、
規制要求事項に従って、機密健康情報の保護に追加されています。 

 

医療機器ファイルに関する要求事項が、別立ての細箇条(4.2.3)として独立し、その本文の中でより詳細に記載されてい
ます。 

 

5. 経営者の責任(一部変更) 

経営者の責任に関する最大の変更点は、マネジメントレビューに関するものですが、この細箇条に先立って、経営者の責
任として、適用される規制要求事項を順守し、その重要性を周知することを確実にすることが追加されています。これは、
この規格を通じて、追加された規制要求事項の重視と一貫性を持っています。 

 

マネジメントレビュー (細箇条 5.6) に関して、文書化された手順が現在は要求されています。マネジメントレビューへの
インプットのリストが、苦情からの情報及び規制当局への報告に関する情報を含めることまで明確に拡大しています。現
在は、アウトプットには、適用される規制要求事項の変更の結果として必要とされる QMS の変更を考慮することに言及
しているだけでなく、QMS の有効性だけでなく、適切性及び妥当性の維持に必要な変更に関しても明確に言及されてい
ます。 
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6. 資源の運用管理 (一部変更) 

人的資源に関して (細箇条 6.2)、新しい版では、力量を確立し、教育訓練を提供し、要員が自らの活動の重要性を
認識し、品質目標の達成に向けて自らがどのように貢献できるかを認識することを確実にするために使用されるプロセスの
文書化された手順が要求されています。これは、以前の版においては、参考として言及されていました。この規格は、現
在は、要員の力量をどのように達成し、維持するかを考慮した手順を要求しています。力量を達成するためにとった処置
の有効性の評価が、この規格の以前の版においても、要求されていましたが、今回の改定版においては、新たな参考に
おいて、このような有効性を評価するために選択した方法は、関連する活動に伴うリスクに見合ったものであるということが
示唆されています。したがって、相対的に単純でリスクが低い業務に関しては、有効性を確認するための方法は、例えば、
手順書を読み、理解したということを述べたサインといった、非常に簡単なものかもしれませんが、よりリスクが高い活動に
関しては、評価の方法は、理解度テストや実技試験などを含めたより複雑なものとなるかもしれません。 

 

インフラストラクチャ(細箇条 6.3)に関する要求事項は、 現在は、文書化することが要求され、製品要求事項への適合
を達成するための手助けとしてだけではなく、これらの要求事項は、製品の混同を防止し、秩序だった取扱いに取り組ま
なくてはならないとしています。保守に関する要求事項は、i) 製造; ii) 作業環境の管理、及び、 iii) 監視及び測定に
用いる設備を含めて、保守を必要とする設備に対して明確に言及し、要求事項が拡大されています。 

 

新しい版においては、作業環境(細箇条 6.4)に関する要求事項を文書化しなくてはなりません。追加された細箇条では、
微生物又は微粒子による汚染を管理するための要求事項を文書化し、組立や梱包作業中に要求される製品の清浄
性を維持することを要求することによって、滅菌医療機器にまで、この要求事項を拡大しています。 

 

7. 製品実現 (一部変更) 

製品実現の項において、４桁又は５桁の番号を減らすために、細箇条の採番に関して、大きな影響があります。それは、
細箇条番号の大規模な改定を伴っていますが、特に細箇条 7.5 より前の細箇条の順番に改定はありません。いくつか
の細箇条は、内容に実質的な変更を伴わず採番されている場合があります。 

 

製品実現は、計画から始まります。製品実現の計画(細箇条 7.1)において、必要とされるインフラストラクチャ及び作業
環境、トレーサビリティ、取扱い及び保存に対しての計画を追加し、明確に言及しています。 新たな要求事項として、
計画の活動のアウトプットを文書化するという要求事項が追加されています。最後に、そして、計画において、最も重大
なこととして、製品実現におけるリスクマネジメントの適用に関する要求事項が改定されています。以前の版では、製品実
現全体を通して、リスクマネジメントのための要求事項を確立するされていましたが、新しい版では、製品実現におけるリ
スクマネジメントの一つ又は複数のプロセスを文書化することされています。このことによって、製品実現において、QMS プ
ロセスと融合するリスクマネジメントの必要性が明確になっています。 

 

顧客関連のプロセス(細箇条 7.2) では、顧客からの要求事項及び製品の要求事項の決定だけでなく、顧客及び規制
当局とコミュニケーションを図ることが含まれています。新たに明確化された要求事項として、組織は、医療機器の安全な
使用を保証するために必要とされるユーザートレーニングを特定し、続いて、製品が市場に出荷される際に、特定された
全てのトレーニングが利用できるか、利用できるように計画するという新たな要求事項が続いています。そして、新しい版に
おいて、規制要求事項との関連の更なる強化を反映して、製品に関する規制要求事項が満たされているという要求事
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項も明確になりました。 

コミュニケーションに関連して、規制要求事項に従い規制当局とコミュニケーションを図るという新たな要求事項があります。
このことが、この細箇条に追加されたのは、規制当局が、規制順守に対する組織のプロセスの意図されたアウトプットを受
け取るという点において、規制当局が組織の顧客として考慮されうることを認識するためです。 

 

設計・開発に関する多くの重大な改定があります(細箇条 7.3)。特に: 

 

• 設計・開発の計画においては、設計のインプットから設計のアウトプットへのトレーサビリティを確実にすること、設計・開
発プロジェクトに必要とされる要員の力量を含めた、資源の利用可能性だけでなく、設計・開発から製造への移管への
対処をしなくてはなりません; 

• 設計・開発のインプットにおいては、ユーザビリティの要求事項を含めることが明確化され、規制要求事項だけでなく、
規格への対処も必要とされています。設計・開発のインプットとしてこれらの要素を含めることは、それらは設計・開発のア
ウトプットにおいて対処される必要があり、適切な場合、レビュー、検証及びバリデーションの対象となるということを意味し
ています; 

• 特有の詳細が設計・開発の記録において追加されており、レビューと開発中の製品とのトレーサビリティを確実にするこ
ととされています; 

• 設計・開発の検証及びバリデーションのそれぞれの細箇条は、i) 計画し、文書化した取り決めを明確に参照し、ii) 2

つ以上の医療機器と一緒に使用されることを意図している場合、他の製品とのインターフェース又は接続の検証、及び 

iii)記録に関して追加の要求事項を伴い、同様の構造になっています; 

• バリデーションに使用される製品の性質に関して、より詳細が含められており、その結果、それは製品を代表するもので、
使用された製品の選択の根拠を記録することとされています; 

• 設計・開発の移管を計画するという新たな要求事項に追加して、設計・開発から製造に移管するための手順及び記
録に関する要求事項を含めた移管活動に関する明確な要求事項を伴い新たな箇条となっています; 

• 設計・開発の変更に関して、詳細が加わっており、変更に関する文書化された手順の要求事項、および、リスクマネジ
メントプロセスと変更のレビューとの関連性に関する要求事項となっています。; そして 

• 設計・開発活動の履歴のファイルにおいて、設計・開発の記録を明確に参照しています。 

 

製品実現の次の細箇条では、購買 (細箇条 7.4)に対処しています。この細箇条は、大幅に改定され、供給者の管理
に規制的な重点を置くことを反映し、再構成されています。購買プロセス(細箇条 7.4.1)の項では、 供給者を評価し、
選定し、監視し、再評価するリスクに基づくアプローチにおいて使用される基準に関して、要求事項が追加されています。
要求事項が、供給者管理における一連の活動をより反映し並び替えられています。購買情報に関する要求事項に、購
買製品の変更について供給者が組織に通知することへの書面の合意を含め、詳細が追加されています。このテーマは、
購買製品の検証において引き継がれ、供給者によって変更が通知されたかどうかに関わらず、購買製品に確認された変
更の影響に、組織が対処する必要があるという要求事項となっています。 

 

製造及びサービス提供の管理 (細箇条 7.5.1)において、 潜在的な製造管理のリストが大幅に改定され、再構成され
ています。: i) 製品の特性に関する情報への言及、文書化された手順及び新たな細箇条 4.2.3 医療機器ファイルにお
いて網羅されているので、同様のものがこのリストから削除されています; ii) 監視機器及び測定機器が利用でき、使用
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しているという要求事項が合体しました。この要求事項は、以前は、リスト上では２つの別々のポイントでした。; そして 

iii) インフラストラクチャの認定に関する新たな要求事項が追加されています 

 

製品の清浄性(細箇条 7.5.2)に関する細箇条が、組織に製品の清浄性又は汚染の管理に対する要求事項を文書
化することが要求される状況のリストの中に、‘滅菌又は使用に先立ち清浄できないが、使用時の清浄性が重要である
製品’という追加の例を伴い、拡大されています。 

 

据付け活動 (細箇条 7.5.3)に関する要求事項において、専門用語の変更があります。以前の版において使用されて
いた ‘正式代理業者’という用語は、新しい版において、‘指定代理人’ として定義された用語の使用との混同を避けるた
めに、‘そして、組織が外部提供者を据付け活動に使用する場合、その外部パーティは 細箇条 7.4における購買管理の
対象とされる必要がある供給者である、という意図を反映して、’供給者’へ変更されています。付帯サービスに関して (細
箇条 7.5.4)、 付帯サービスの記録を潜在的な苦情情報源として分析するという追加要求事項が、規制当局による期
待を反映して追加されています。さらに、据付けの細箇条と同様に、専門用語において‘正式代理業者’から’供給者’へ、
同様の理由から変更され、付帯サービスから、8章におけるデータの分析、修正、是正処置及び予防処置に関する要求
事項への明確な関連性が追加されています。 

 

滅菌医療機器に対する滅菌プロセスの記録に関する特別要求事項は、変更はありません。 

 

プロセスのバリデーションは、現在は、細箇条 7.5.6 において取り扱われています。以下を含め、多くの変更が導入されま
した: 

 

• 検証することができないプロセスのそれまでの判断基準を補完するための検証が不可能というよりはむしろ、組織が検
証を実施しないことを選んだので、プロセスが検証されない場合の要求事項; 

• 再バリデーションの引き金となる判断基準を特定するための新たな要求事項; 

• バリデーションにおける統計的手法の使用とサンプルサイズの選択に関する根拠を取り扱った本文の追加; 

• 例えば、事前に規定した判断基準を満たさないので、バリデーション報告書からプロセス及び機器における変更のトレ
ーサビリティを提供できない場合の処置といった、バリデーションから生じる処置を含めたバリデーションの記録に関する要
求事項の拡大; そして 

• 製造及びサービス提供のためのソフトウエアのバリデーションに関する本文と、QMS のソフトウエア及び監視及び測定の
ソフトウエアのためのソフトウエアバリデーションに関する要求事項との合致 

 

滅菌プロセスのバリデーションに関する特別要求事項が拡大され、無菌バリアシステムを形成するためのプロセスのバリデ
ーションが含まれるようになっています。それは、無菌性に関連する回収の主な原因が、無菌バリアの完全性の維持の不
具合であることが認知されるようになったからです。 

 

識別とトレーサビリティに関する細箇条(細箇条 7.5.8 及び 7.5.9) が再編成され、状態の識別に関する以前の細箇
条における要求事項を、識別における本文の中に再配置していますが、要求事項は実質的に変更されていません。 
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新たな要求事項が、製品の保存 (細箇条 7.5.11)に含まれています。この要求事項は、現在は、包装及び出荷方法
の使用、必要な場合、保存や輸送の間の条件の管理によって保存を取り扱うこととしています。例えば、温度の管理な
ど、保存や輸送の間特別な条件が要求される場合には、これらの条件は、管理され、監視され、記録されなくてはなりま
せん。 

 

製品実現において、最後に、監視機器及び測定機器の管理(細箇条 7.6)における唯一の変更は、監視及び測定に
使用されるソフトウエアのバリデーションに関する要求事項が、QMS及び製造及びサービスの提供において使用されるソフ
トウエアに関する並列する箇条と合致していることです。 

 

8. 測定、分析及び改善 (一部変更) 

この規格の最終章では、測定、分析及び改善を取り扱っています。 

 

フィードバック (細箇条 8.2.1) に関する要求事項は、現在は、フィードバックの入手及び利用の方法を文書化し、以前
の要求事項では是正処置及び予防処置へつなげることとしていましたが、それだけではなく、医療機器のリスクマネジメン
トプロセスへつなげることを明確に要求しています。苦情処理(細箇条 8.2.2)に関する新しい細箇条は、経験による規
制上の期待に基づき及びこの活動における規制当局に焦点を当てた重大な詳細が追加されています。; この詳細には、
文書化された手順書、遅滞ない苦情の調査及び規制要求事項の順守に対する明確な要求事項を含んでいます。さら
に、規制当局への報告に関する新しい細箇条が新設されました(細箇条 8.2.3)。 

 

内部監査 (細箇条 8.2.4)の細箇条において、ISO 13485 の要求事項及び組織の QMS において組織が決めた要求
事項と並行して、規制要求事項が監査の基準として追加されています。これは、この規格を通じての規制要求事項にお
ける強化と一致しています。 

 

不適合製品の管理 (細箇条 8.3)に関する細箇条は、再構成され、一般の細箇条の後に、引き渡し前及び後で確認
された不適合に関する細箇条、及び、手直しに関する細箇条が新設されています。引き渡し後に発見された不適合に
関するこの新しい細箇条は、現在は、通知書を発行するための文書化された手順に対する要求事項を含んでいます。こ
れは、ISO 13485の以前の版においては、改善の一般の細箇条の本文でしたが、移動となっています。これは、この要求
事項に対してより適切な配置です。この要求事項は、一貫性を保つために、そして、この規格の新たな構造に合わせるた
めに編集されましたが、本質的な変更はありません。 

 

データの分析 (細箇条 8.4) は、以下の変更を含んでいます: 

 

• データの分析に関する手順には、適用される統計的手法を含めた、分析に使用される方法を含める、という追加要求
事項: 

• 予防処置の機会だけでなく、改善の機会へ繋げる、データ分析のより全般的な参照; 

• データの分析に、監査及び付帯サービスからのデータを含めるという追加要求事項; そして、 

• もし、このデータ分析により、QMS の適切性、妥当性又は有効性がないことが示された場合には、改善に関する要求
事項へ繋げる。 
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改善の一般の細箇条 (細箇条 8.5.1)は、以前の版における、通知書の発行、顧客苦情の記録及び不具合事象の
通知に関する段落が、この規格の中でより適切な場所へ再配置され、変更されています。この一般要求事項は、改善
のための駆動力として、市販後監視の使用に言及することと並行して、QMS の妥当性及び有効性だけでなく、医療機
器の安全性及び性能の改善に焦点を当てることによって強化されています。 

 

是正処置 (細箇条 8.5.2) に関する要求事項は、規制当局による期待を反映するために明確な要求事項によって変
更されています。是正処置は: 

 

• 遅滞なく実施する。これは、2003 年版において、内部監査の観察事項に対する処置は遅滞なく実施されることという
要求事項と並行しており、この要求事項はこの版においても維持されています; 

• 計画し、文書化される; そして、 

• 処置が悪影響を及ぼさないことを示すために検証される 

 

同様に、予防処置 (細箇条 8.5.3)に関して、並行して変更がされており、計画、文書化及び処置が悪影響を及ぼさ
ないことの検証が含まれるようになりましたが、処置は遅滞なく実施することに関する要求事項は、予防処置に関しては
追加されていません。これは、是正処置が対処する必要がある不適合に対するものであるのに対し、予防処置はまだ発
生していない不適合に対するものだからです。  

 

付属書 A –ISO 13485:2003 と ISO 13485:2016 の内容の比較 (新規追加) 

 

この付属書は、この規格の第 2版と第 3版間の変更を要約するために追加されています。 

 

付属書 B –ISO 13485:2016 と ISO 9001:2015 との関係 (新規追加) 

 

付属書 B は、ISO 9001:2015 と 13485:2016 の両規格への認証を望む組織を支援するために、ISO 9001:2015 と
13485:2016 との相互参照表として追加されています。2 つの表が提供されています: 一つは、ISO 9001 から ISO 

13485への箇条と細箇条の相互関係を示しており、もう一つは、ISO 13485から ISO 9001への相互関係を示していま
す。 

 

付属書 Z – この欧州規格と欧州指令の適合性評価要求事項との関係 (一部変更) 

 

ISO 13485の欧州での採用にあたり、付属書 ZA、ZB 及び ZCが、この規格の新たな内容を反映するために改定され、
AIMD 90/385/EEC (改正)、MDD 93/42/EEC (改正) 及び IVDD 98/79/EC のそれぞれの適合性評価付属書との
関係を提供しています。これらの付属書は、欧州規制要求事項が、EN ISO 13485:2016における要求事項によって部
分的に網羅される場合、欧州規制要求事項を満たすために組織の QMS に必要ないくつかの追加を示すために強化さ
れています。さらに、これらの付属書は、CEN と欧州委員会各部局（European Commission Services）との間で合
意された付属書 Z に関する最新のテンプレートに従って再構築されています。 



bsigroup.com/ja-JP/medical-devices/ 

 

 
 
11 

 

 

 

書評者 

この解釈は、Dr Euan H. D. Cameron, PhD FRSC, Senior Consultant, Cameron Quality Consultants, 及び 

Paul Sim, Medical Devices Knowledge Manager, BSI Standards によって、対等に評価されました。 

This commentary was peer reviewed by Dr Euan H. D. Cameron, PhD FRSC, Senior Consultant, Cameron 
Quality Consultants, and Paul Sim, Medical Devices Knowledge Manager, BSI Standards. 
 

免責事項  

この解釈は、業界における権威ある専門家から委任された文章です。これは、発行前に、委任され、編集され、そして、
専門家により評価されていますが、評価を実施した各専門家の個人的な意見も含まれています。これは、公式な英国
規格ガイドラインではありません。従って、BSI は、法律によって許容される場合を除き、この解釈を信頼することから生じ
るいかなる直接的もしくは間接的損失又は損害に対する法的責任は一切負いません。 

This commentary is commissioned text from expert authorities in their industry. It has been commissioned, 
edited and peer-reviewed before publication but remains the personal opinion of the individual experts 
who have provided it. It is not official British Standards guidance. Accordingly, BSI cannot accept liability 
for any direct or indirect loss or damage arising from a reliance on the commentary except to the extent 
that such liability may not be excluded by law. 
 

© The British Standards Institution 2016 

 

 

 
BSI Group Headquarters 
389, Chiswick High Road 
London W4 4AL 
United Kingdom 
T: +44 (0) 845 086 9001 

E: cservices@bsigroup.com 

bsigroup.com 

BSIグループジャパン株式会社 
医療機器認証事業本部 
〒107-0061 
東京都港区北青山 2-12-28 
青山ビル 5階 
T: +81 3 6890 1177 

E: Japan.MD@bsigroup.com 

bsigroup.com/ja-JP/medical-devices/ 


