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本講演の意見に係る部分は、演者個人の見解であり、

所属する組織の公式見解ではありません。

おことわり
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医療機器の分類と規制

リ ス ク 大小

（注２） 厚生労働大臣が基準を定めたものについて大臣の承認を不要とし、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受けた民間の第三者認証
機関（現在１4機関）が基準への適合性を認証する制度。

（注１） 日米欧豪加の５地域が参加する「医療機器規制国際整合化会合（ＧＨＴＦ）において平成１５年１２月に合意された医療機器
のリスクに応じた４つのクラス分類の考え方を薬事法に取り入れている。

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装置、
電子内視鏡、 消化
器用ｶﾃｰﾃﾙ、超音波
診断装置、歯科用合
金

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）ﾍﾟｰｽﾒｰｶ、 人工心臓弁、
ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ

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

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、鋼製小物

（ﾒｽ･ﾋﾟﾝｾｯﾄ等）

X線ﾌｨﾙﾑ、歯科技工
用用品

クラスⅠ クラスⅡ

具

体

例

クラスⅢ クラスⅣ国際分類
（注１）

一般医療機器 管理医療機器 高度管理医療機器

届出 第三者認証（注２） 大臣承認（PMDAで審査）

分類

規制
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デバイス・ラグの試算

（注１）開発ラグ：当該年度に国内で新規承認申請された新医療機器について、米国における申請時期との差の
中央値。ただし、平成22年度～平成24年度の数値は、一部変更承認を含む当該年度に承認し
た新医療機器の数値

審査ラグ：当該年度（米国は暦年）における日米間の新医療機器の新規承認の総審査期間（中央値)の差

デバイス・ラグ ：開発ラグと審査ラグの和

（注２）第３期中期計画及び協働計画においては、審査の予見性を高めるため、審査期間目標設定を従来の
中央値から８０％タイル値での目標へと変更した。

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

開発ラグ
（注１）

１．８年 ０．３年 １．２年 １．２年 ０．８年 １．９年

審査ラグ
（注１）

０．２年 ０年 ０年 ０年 ０年 ０年

デバイス・
ラグ（注1)

２．０年 ０．３年 １．２年 １．２年 ０．８年 １．９年

○ PMDAでは、平成28年度におけるデバイス・ラグの実態を把握するため、企業に対しアンケート調査等を実施した。
○ 新医療機器の審査ラグは、平成24年度以降0年となっている。一方、開発ラグは年度により変動がみられる。
○ このため、PMDAとして以下のような課題に引き続き取り組む必要があるものと考えている。

・開発ラグ解消支援のため、相談業務を適切に実施していく.
・必要な体制強化を行い、審査の予見性の向上と質の向上を図る（注２）
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審査の基本的考え方

申請資料に基づき、有効性・安全性のリスク

ベネフィットバランスを評価し、使用目的又は

効能・効果、操作方法、使用方法、使用上の注意

の妥当性が判断される。

ベネフィット

リスク
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審査の考え方 ～新しい考え方～

患者アクセスのスピードと、治験等を実施することに

よるエビデンス強化のバランス判断の再考が求められている。

審査におけるリスクベネフィットバランス以外の天秤とし
て、市販前・市販後に何をエビデンスとして求めるかの

リバランスに関する検討が必要。

⇒ 革新的医療機器条件付早期承認制度や治験症例数

ガイダンスの検討

強固な
エビデンス

患者アクセス
のスピード

ベネフィット

リスク
＋
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世界の医療機器規制

国内区分 一般医療機器 管理医療機器 高度管理医療機器

クラスⅠ クラスⅡ クラスⅢ クラスⅣ

日本 届出

第三者認証
医療機器ごとに認証基準

を作成
（認証基準のない一部のもの

は承認（PMDAによる審
査））

ＵＳ 届出
（添付文書、品質シス
テム適合性を要求）

ＥＵ 自己認証
（滅菌品、測定機能を
有する機器を除く）

第三者認証

国の承認

国の承認

クラスⅠ

クラスⅠ クラスⅡ クラスⅢ

クラスⅡa クラスⅡb クラスⅢ

新医療機器：市販前承認(PMA)
後発機器:市販前通知(510K)

製造に係る適合性 設計・製造 設計・製造
＋臨床試験
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審査の考え方 ～国際的な潮流を踏まえ～

リスクベネフィットバランスの中には、当然のことですが、
諸外国とのバランスも考慮すべきです。特に、EU, 米国との
レギュレーションの異なり、保険制度の異なりなども。その上で、
我が国の医療において最も最適なものを求める姿勢が必要だと思
います。
また、その際には、医療機器の特性である製品寿命、アップ

デート、多様性なども考慮すべきです。特に、1品目あたりの
売り上げ、製品寿命を考慮して、現実的なリスクベネフィットの
判断が必要と考えています。

日本の規制
医療環境

欧米の規制
医療環境

ベネフィット

リスク
＋

(注）2020年5月から医療機器指令（Medical Device Directive：MDD）」が無効になり新たに
医療機器規則（Medical Device Regulation：MDR）が適用される予定。
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医療機器プログラム
汎用PC等にインストールすることで、医療機器としての性能を発揮するプログラム※

X線CT装置、MRI、PET-CT装
置等で撮影された画像データの
処理、保存、表示等を行う

当該製品のプログラム
による3次元画像処理

CT検査のデータ

画像診断装置ワークステーション

＜使用例＞

プログラムを使用している医療機器

骨の３D画像

ハード部分
ソフト部分
（プログラム）

ソフト部分のみでは薬事法の規制対象とならず、
ハード部分に組み込んだ形で規制していた

ソフト部分
（プログラム）

プログラム単体で
薬機法の規制対象とした

単体プログラム

H25法改正

旧薬事法

医療機器プログラムとは

12



• 医薬品医療機器法施行令別表において医療機器と
して規制されるものが定められているが、プログ
ラムの場合、一般医療機器相当のものは規制の対
象から外されている。

• (施行令別表）

プログラム

• １ 疾病診断用プログラム(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を除く。次号イにおいて
同じ。)

• ２ 疾病治療用プログラム(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を除く。次号ロにおいて
同じ。)

• ３ 疾病予防用プログラム(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を除く。次号ハにおいて
同じ。)

医療機器として規制される範囲

13



●医療機器プログラムの取扱いについて（平成26年11月21日付け薬食機参発

1121第33号・薬食安発1121第１号・薬食監麻発1121第29号通知）

●プログラムの医療機器への該当性に関する基本的な考え方について（平成

26年11月14日付け薬食監麻発1114第５号通知）

●医療機器プログラムの承認申請に関するガイダンスの公表について（平成

28年3月31日付け医療機器・再生医療等製品担当参事官室事務連絡）

●医療機器の基本要件基準第12条第２項の適用ついて（平成29年5月17日付

け薬生機審発0517第1号）

●医療機器プログラムの一部変更に伴う軽微変更手続き等の取扱いについて

（平成29年10月20日付け薬生機審発1020第1号）

●「プログラムの医療機器への該当性に関する基本的な考え方について」 の

一部改正について （平成30年12月28日付け薬生監麻発1228第2号）

●歯科用プログラムの医療機器該当性について（平成30年12月28日付け薬生

機審発1228第４号・薬生監麻発1228第６号）

医療機器プログラムに関する通知
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 医療機器の定義に合致するプログラムが該当。ただし、機能の障害等が生じた場
合でも人の生命、健康に影響を与えるおそれがほとんどないものは除外。

 個々のプログラムが医療機器に当たるかどうかは、①治療方針等の決定への寄与
の大きさ、②不具合が生じたときのリスク等を勘案して判断。

リスクがほとんどない※

・公知の方法により薬剤投与量を計算する
プログラム

など

※ 仮に機能の障害があった場合でもリスクが低いもの。
例えば、使用する医師が容易に間違いを認知できるものなど。

医療機器プログラム
・放射線治療のシミュレーション等を行い、
治療計画を提案するプログラム

・凝固因子製剤など投与に注意を要する薬
剤の動態解析を行い、投与方針の決定を支
援するプログラム など

治
療
方
針
等
の
決
定
へ
の
寄
与

リスクの蓋然性

診断等に
使用しない

・電子カルテ
・個人の生活改善
メニューの提示

など

方針等の決定
への寄与がほ
とんどない

・化学分析装置の測
定値をグラフ化す
るプログラム

など

医療機器プログラムの該当性の考え方

15



無体物である特性等を踏まえ、人の生命及び健康や機能に与える影響等を考慮し、医療機器プログラムの
該当性の判断を行うに当たり、次の２点について考慮すべきものであると考えられる。
（１）医療機器プログラムにより得られた結果の重要性に鑑みて疾病の治療、診断等にどの程度寄与する

のか。
（２）医療機器プログラムの機能の障害等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

（不具合があった場合のリスク）を含めた総合的なリスクの蓋然性がどの程度あるか。

１．医療機器に該当するプログラム

1） 医療機器で得られたデータ（画像を含む）を加工・処理し、診断又は治療に用いるための指標、画像、
グラフ等を作成するプログラム

２）治療計画・方法の決定を支援するためのプログラム（シミュレーションを含む）

２．医療機器に該当しないプログラム

１）医療機器で取得したデータを、診療記録として用いるために転送、保管、表示を行うプログラム
２）データ（画像は除く）を加工・処理するためのプログラム（診断に用いるものを除く）
３）教育用プログラム
４）患者説明用プログラム
５）メンテナンス用プログラム
６）院内業務支援プログラム
７）健康管理用プログラム
８）一般医療機器（機能の障害等が生じた場合で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）に相当するプログラム（新施行令により、医療機器の範囲から除外されるもの）

プログラムの医療機器への該当性に関
する基本的な考え方について（通知）

16



プログラム医療機器の提供方法には、ネットワーク上に存在するプログラム医療機
器の使用権（アクセス権）を提供する形式も存在する。

・データの送信
・解析の開始

自動的に
解析実施

解析結果を
自動的に転送

医療機器プログラムの提供
（使用権の提供）

※ プログラム医療機器の使用権の提供は、医療機器の製造販売とみなす。
（以下通知抜粋） 電気通信回線を通じた医療機器プログラムの提供には、ダウンロード販売に加え、
医療機器プログラムの所有権は移転せずに使用権を認める形態が含まれること。

解析サービスの提供
（受託解析）

管理

医師

企業

医師

企業

解析結果
を回答

（原則）医師が直接プログラムにアクセス  医師の依頼により企業がプログラムを操作

医療機器
プログラム プログラム

企業

企業がプログラム
を操作

医療機器プログラムの提供とサービス行為の違い

・データの
送付
・解析の依頼
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AI活用医療機器
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領域
我が国の強み（○）

/課題（△）
AIの開発に向けた厚生労働省の主な施策

（民間企業におけるAI開発を促進するための基盤を整備）

①ゲノム医療 △欧米に比べて取組に遅れ

・ 国立がん研究センターにがんゲノム情報管理センターを整備し、
ゲノム情報を集約

・ がんゲノム情報管理センターが臨床情報や遺伝子解析情報等を横
串で解析する知識データベースを構築

②画像診断支援
○日本の高い開発能力
○診断系医療機器の貿易収支も黒字（1,000

億円）

・ 関連医学会（日本病理学会、日本消化器内視鏡学会、日本医学放
射線学会、日本眼科学会）が連携して画像データベースを構築

・ 厚生労働省が、医師法上や医薬品医療機器法上の取扱を明確化

③診断・治療支
援
(問診や一般的検査等)

△医療情報の増大によって医療従事者の負担
が増加

△医師の地域偏在や診療科偏在への対応が必
要

△難病では診断確定までに長い期間

・ 日本医療研究開発機構（AMED）研究費により、難病領域を幅広
くカバーする情報基盤を構築

・ 厚生労働省が、医師法上や医薬品医療機器法上の取扱を明確化

④医薬品開発

○日本は医薬品創出能力を持つ数少ない国の
１つ

○技術貿易収支でも大幅な黒字（3,000億
円）

・ 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所が、創薬ターゲッ
トの探索に向けた知識データベースを構築

・ 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所、理化学研究所、
及び京都大学が中心となり、製薬企業とIT企業のマッチングを支援

AI活用推進懇談会を踏まえた対応
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保健医療分野におけるAI活用推進懇談会（H29）では、次の両面からAI開発を進めるべき重点６領域を選定。
①我が国における医療技術の強みの発揮
②我が国の保健医療分野の課題の解決（医療情報の増大、医師の偏在等）
これら6領域を中心に、AIの研究開発を加速化させる。

【AIの実用化が比較的早いと考えられる領域】

【AIの実用化に向けて段階的に取り組むべきと考えられる領域】

⑤介護・認知症
△高齢者の自立支援の促進
△介護者の業務負担軽減

・ 厚生労働科学研究費補助金により、介護における早期発見・重症
化予防に向けたデータ収集及び予測ツールの開発

⑥手術支援
○手術データの統合の取組で日本が先行
△外科医は数が少なく、負担軽減が必要

・ 厚生労働科学研究費補助金等により、手術関連データを相互に連
結するためのインターフェースの標準化を実施



ＡＩ技術を用いた製品のうち、その使用目的や提供形態等から医療機器に該
当するものは、医薬品医療機器法に基づき安全性、有効性の確保が行われる。

１．評価の手法
● 継続的な性能の変化などのAIの特性により即した形で医療機器としての評価を行う必要がある。
→ まずは、早期の実用化が期待される画像を用いた診断分野に着目し、AI技術を活用する画像を用いた診断機器評価指標
等について、企業ヒアリングの実施・開発ガイドライン作成ＷＧとの合同検討会を行う等、業界の意見を踏まえつつ検討を行
う。また並行して、業界との意見交換会や有識者からの意見聴取を実施。
→ PMDAにおいては、科学委員会AI専門部会において、将来の審査や相談に資するため、従来技術と異なる「AIとしての
新要素」について検討し、平成29年度に報告書をとりまとめ公表するとともに、英文学術誌に掲載した。

２．評価の体制
● 円滑な実用化には、開発相談、審査に加え、市販後の評価・フォローアップが重要。継続的な性能の変化などのＡＩ技術
の特性・可能性を理解して、継続的な評価や医療現場への情報提供等を行うことが求められている。→ 開発の進展に応じて、
医療機器の市販前・市販後の評価に係る体制整備を検討すべきではないか

 ロボット技術、ＩＣＴ等の技術革新を踏まえ、PMDAの
医療機器に係る相談・審査体制を再編（平成27年10
月）

 診断の支援等を行う医療機器プログラムの審査上の論点
（臨床意義を踏まえた評価、実試験との相関等）をまと
めたガイダンスを公表（平成28年3月）

 画像診断機器メーカー等とAIの活用に関する意見交換会
を実施。（平成28年12月～）

これまでの対応医療機器規制

研究開発、臨床試験

承認審査

製造・品質管理

流通、市販後安全対策

安
全
性
・
有
効
性
等
の
評
価

課 題
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AI技術を用いた医療機器への対応



申請臨床試験 承認安全性試験
性能試験

設計・開発開発から承認
に至る流れ

迅速化・円滑化
のポイント

①企業の開発の迅速化

②厚労省・総合機構
による審査の迅速化

治験・申請前相談
制度の活用

（目的）

IT、バイオテクノロジーなど多様な最先端の技術を用いた医療機器・

再生医療等製品を医療の場に迅速に提供するため、医療ニーズが高く実用

可能性のある次世代医療機器・再生医療等製品について、審査時に用いる

技術評価指標等をあらかじめ作成し、公表することにより、製品開発の効

率化及び承認審査の迅速化を図る。
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次世代医療機器・再生医療等製品評価指標



分野 評価指標名称 医療機器審査管理室長通知名

体内埋め込み型能動型機器 次世代型高機能人工心臓の臨床評価 平成20年4月4日付薬食機発第0404002号

重症下肢虚血 重症下肢虚血疾患治療用医療機器の臨床評価 平成25年5月29日付薬食機発0529第1号

ナビゲーション医療

骨折整復支援装置 平成22年1月18日付薬食機発0118第1号

関節手術支援装置 平成22年1月18日付薬食機発0118第1号

軟組織に適用するコンピュータ支援手術装置 平成22年5月28日付薬食機発0528第1号

患者の画像データを用いた三次元積層造形技術によるカス
タムメイド整形外科用インプラント等

平成27年9月25日付薬食機参発0925第1号

再生医療

重症心不全細胞治療用細胞シート 平成22年1月18日付薬食機発0118第1号

角膜上皮細胞シート 平成22年1月18日付薬食機発0118第1号

角膜内皮細胞シート 平成22年5月28日付薬食機発0528第1号

関節軟骨再生 平成22年12月15日付薬食機発1215第1号

歯周組織治療用細胞シート 平成23年12月7日付薬食機発1207第1号

自己iPS細胞由来網膜色素上皮細胞 平成25年5月29日付薬食機発0529第1号

同種iPS（様）細胞由来網膜色素上皮細胞 平成26年9月12日付薬食機参発0912第2号

鼻軟骨再生 平成27年9月25日付薬食機参発0925第1号

ヒト 軟骨細胞 又は体性幹加工製品を用いた関節軟骨再生 平成28年6月30日付薬生機審発0630第1号

ヒト（同種）iPS（様）細胞 加工製品を用いた関節軟骨再
生

平成28年6月30日付薬生機審発0630第1号

ヒト（自己）表皮（皮膚）再生 平成30年3月20日付薬生機審発0320第1号

ヒト（同種）表皮（皮膚）再生 平成30年7月25日付薬生機審発0725第1号

これまでに公表した評価指標 １／２
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分野 評価指標名称 医療機器審査管理室長通知名

神経機能修飾装置／活動
機能回復装置

神経機能修飾装置 平成22年12月15日付薬食機発1215第1号

活動機能回復装置 平成25年5月29日付薬食機発0529第1号

体内埋め込み型材料

整形外科用骨接合材料カスタムメイドインプラント 平成22年12月15日付薬食機発1215第1号

整形外科用カスタムメイド人工股関節 平成23年12月7日付薬食機発1207第1号

整形外科用カスタムメイド人工膝関節 平成24年11月20日付薬食機発1120第5号

可動性及び安定性を維持する脊椎インプラント 平成26年9月12日付薬食機参発0912第2号

三次元積層技術を活用した整形外科用インプラント 平成26年9月12日付薬食機参発0912第2号

生体吸収性血管ステント 平成28年6月30日付薬生機審発0630第1号

コンピュータ診断支援装
置

コンピュータ診断支援装置 平成23年12月7日付薬食機発1207第1号

心臓カテーテルアブレー
ション

心臓カテーテルアブレーション装置 平成27年9月25日付薬食機参発0925第1号

テーラーメイド医療用診
断機器

ＤＮＡチップを用いた遺伝子型判定用診断薬 平成20年4月4日付薬食機発第0404002号

ＲＮＡプロファイリングに基づく診断装置 平成24年11月20日付薬食機発1120第5号

微量診断装置 マイクロ流体チップを利用した診断装置 令和元年5月23日付薬生機審発0523第2号

生体由来材料 生体由来材料を利用した新規機能を有する医療機器 令和元年5月23日付薬生機審発0523第2号

血流シミュレーションソ
フトウェア

血流シミュレーションソフトウェア 令和元年5月23日付薬生機審発0523第2号

人工知能 人工知能技術を利用した医用画像診断支援システム 令和元年5月23日付薬生機審発0523第2号

BNCT（ホウ素中性子捕
捉療法用）

ホウ素中性子捕捉療法用加速器型中性子照射装置システム 令和元年5月23日付薬生機審発0523第2号

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

これまでに公表した評価指標 ２／２
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当該審査WGの目標委員構成（敬称略）

座 長 橋爪 誠（九州大学大学院）

(独)医薬品医療機器総合機構
医療機器審査第一部、第二部、
第三部、規格基準部

委 員（五十音順）
佐々木 毅 （東京大学） 日本病理学会推薦
清水 昭伸 （東京農工大学大学院）
田中 聖人 （京都第二赤十字病院） 日本消化器内視鏡学会推薦
中田 典生 （東京慈恵会医科大学） 日本医用画像工学会推薦）
藤田 広志 （岐阜大学） 医用画像情報学会推薦
待鳥 詔洋 （国立国際医療研究センター国府台病院）

日本医学放射線学会推薦
横井 英人 （香川大学）

事務局（国立衛研）
蓜島由二，中岡竜介，加藤玲子

コンピュータ技術の著しい発展により、
学習データのさらなる追加（事後学習）等
に伴い市販後の性能変化も可能となった人
工知能技術を利用した医療機器の開発が活
発化している。コンピュータ診断支援を行
う医療機器に関しては、既に本事業による
次世代医療機器評価指標通知が発出されて
いるが、上述した人工知能技術の適用は当
該通知の対象とされていなかった。特に深
層学習を用いた人工知能技術では、最終結
果を導き出すアルゴリズムがブラックボッ
クス化している点が特徴であると同時に、
事後学習等による性能変化の内容も基本的
にはアウトプットでしか評価できないこと
等から、その評価や運用において従来にな
い新たな課題が生じることが懸念されてい
る。また、当該診断支援装置を用いた場合、
特に市販後の性能変化に対する評価方法等
に対して、従来とは異なる新しい視点も考
慮する必要が生じた。

このような背景に鑑み、本WGを立ち上
げ、まず、人工知能技術を利用した医用画
像診断支援システムの有効性と安全性を評
価する際の問題点や留意すべき点について、
現時点での考え方をとりまとめ、評価指標
案を作成する。

医学系委員：６名
工学系委員：２名
うち学会推薦委員：５名
（関連学会と連携）

Nature ダイジェスト, 14 (5), 29-31 (2017).

人工知能応用例（皮膚病診断）

医師以上の精度で判定深層学習による画像の学習

次世代医療機器評価指標 ~人工知能分野審査WG~
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https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190613I0030.pdf

次世代医療機器評価指標の公表
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• 人工知能技術のうち、市販後に性能変化が可能な医用画像診断支援システム

を対象とした評価指標（H23「コンピュータ診断支援装置に関する評価指

標」の上乗せ的な評価指標）

• 対象はあくまでも「医療機器」に該当するもので、且つ診断を「支援」する

システムに限定

• 最終的な使用責任者は医師であることを明示した一方、メーカが負うべき責

務も明示

• 性能変化の方法や、人工知能の管理形態を場合分けした上で、各々に求めら

れる評価手順の考え方を取りまとめた

• 特に留意が必要な機器に関して、その留意点を個別に取り上げた

• 将来の革新的開発を妨げず、むしろそれを促進する目的で、別添を作成

• 医療機器該当性等、さらに解決すべき問題が多数存在する

• 著しい技術的進歩に伴い、頻繁な更新を要する可能性が高い

人工知能技術を利用した医用画像診断支援システムに関する評価指標の概要
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１．はじめに

２．用語の定義・説明

３．本評価指標の対象

４．本評価指標の位置付け

５．支援システム等で想定される主な課題と解決の方向性

（１）ブラックボックスとしての性質

（２）性能変化

（３）責任の所在

６．評価に際して留意すべき事項

７．機器の特性に応じた追加留意事項

別添：エンドユーザ等が性能変化に関与可能な

人工知能技術を利用した医用画像診断支援

システムに関する基本的考え方

人工知能が個別の医療機器
に実装されており、臨床現
場毎でその性能変化が実施
可能な場合

これまでの評価指標案とは異な
り、主たる課題を先に明示

評価指標の構成

＜人工知能技術を利用した医用画像診断支援システムに関する評価指標＞
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医用画像診断支援システムのうち、人工知能技術を利用して様々
な画像撮影装置で得られた臨床画像から、病変の疑いがある部位を
検出したり、疾患名の候補を提示したりする、コンピュータ診断支
援 (Computer-Aided Diagnosis: CAD)等の機能を有するシステム
全てを対象とする

ー基本要件ー

 診断を行う医師を支援し、仮にシステムが想定外の挙動、誤動作
をした場合に、使用者側でそれを検知できる

 機械学習等により市販後も事後学習等に伴い診断支援性能が意図
した通りに変化する

対象 評価指標の対象

＜対象外＞

使用者（エンドユーザ）が事後学習させることにより施設ごとに異な
る性能変化が生じ得るもの

→ 事後学習により生じる性能変化に伴う品質管理を製造販売業者が行う
ことが難しい（施設ごとに異なる性能を有することとなり、一定の品質を
メーカが担保できない）
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• 機械学習、特に深層学習を利用した場合、最終製品の診断アルゴ
リズムを明らかにすることは現在は不可能（判断根拠が示せな
い）

• 性能の確認が行われた事例以外（例えば、開発時の学習データ
セットに含まれていなかった希少事例）での挙動等が想定しにく
い

 インプットに対して所要のアウトプットが得られているかを確認
することに重点を置き、その性能を評価することが適当

 使用方法及び目的に応じて、メーカが対象疾患の検出率、偽陽性
率、偽陰性率、検出に要する時間等、性能に係る値を適切に規定
し、その性能が常に担保されていることを示すことが必要

 支援システム等が想定外の挙動を示した場合に、使用者に対して
当該挙動を通知する仕組みも必要

課題と解決の方向性（ブラックボックスとしての性質）
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人工知能技術を利用することで事後学習によりその性能が
向上することが期待される反面、意図しない性能変化が生じ、
当初規定していた性能を下回る可能性もある

それを防ぐための対応策や留意点の考え方を提示

• 継続的な性能の検証方法
(性能変化の度にその検証等をどのように行うか）

• 性能変化に伴う品質確保
(事後学習データの妥当性保証、リスク対策を含めた
品質確保のための方法）

• 薬事上の手続きにおける考え方
(性能変化に応じた薬事手続きの考え方、バージョン
アップの薬事的取り扱い）

課題と解決の方向性（性能変化）
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• 通常の医療機器と異なり、原理（実装する検出・診断アル
ゴリズム等）や設計仕様等のみで性能を確保することが難
しい
→ 性能に影響する要素、効果を確認できる範囲や限界等を、
医学的かつ統計学的に妥当な方法で規定し、性能検証を行
う必要がある

• 品質、安全性及び有効性を確保するために必要となる評価
は、原則として既出通知の「コンピュータ診断支援装置に
関する評価指標」を参考にすること（機器として必要とな
る評価自体に従来と変わりはない）

評価における留意点（基本的考え方）
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• その記述が可能な検出・診断アルゴリズムを使用
→ 従来通り、そのアルゴリズムとプログラム概要を明示す
ること

• 深層学習の場合（現状）
→ 設計開発時の検出・診断用ネットワーク構造とプログラ
ム概要を示すこと

• 学習の機構、データの詳細、入手元を明確にすること（設
計開発時と事後学習とのアルゴリズムが異なる場合は両者
を示すこと。また、ハイパーパラメータも事後学習で変化
する場合は、その変化範囲を規定すること。）

• 事後検証のため、ネットワークの変遷ログを性能変化ごと
に残すこと

評価における留意点（基本的事項−１）
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人工知能技術がコンピュータ上にあるのか、ネットワーク
上にあるのかを明確にした上で

• 使用環境の明確化

• 情報セキュリティの確保
(サイバーセキュリティ及び個人情報保護）

が求められる（参照すべき法律及びガイダンスを明記）

支援システム等の性能は、人工知能の学習に使用する医用
画像データの撮像条件や教師データの作成方法等に影響され
るため

• 併用する画像撮影装置等の条件（データフォーマット 、解
像度等）を規定することが必要となる

評価における留意点（基本的事項−２）
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• 市販前と市販後（事後学習後）に分けて記載

• 性能検証がその品質担保において重要となることを明記

＜性能検証用テストデータセットの要件＞

 学習データやバリデーションデータとは重複しないこと

 対象とする母集団の特徴を考慮して、十分な説明が可能となる質と量の
データが必要となること

評価における留意点（安全性、品質及び性能評価）

34

• 市販後（事後学習後）を場合分けして記載
1) 段階的な性能変化を意図する場合

– メーカがその品質等を担保することができるため、従前、あるいは
市販前の評価方法と変わらない

2) リアルタイムの性能変化を意図する場合

– 使用する人工知能は製造販売業者が一括して管理していることを想定
(個別のシステムにインストールすることは想定していない）

基本的に、性能変化検証をメーカが関与できないシステムを
医療機器として扱うことは難しい→ 別添



• 使用者による施設ごとの事後学習が可能な場合
（同じバージョンで施設ごとに異なる性能を有してしま
う可能性がある）

• 「教師なし」データによる自己学習が可能な場合
（実質的には自律的な診断や学習が可能なシステムであ
る必要があり、その性能変化方向を管理できない）

医療機器としての品質確保が難しい等、現時点では課
題が多いが、そのニーズや将来の発展を考慮し、別添と
して考え方を取りまとめる

対象 別添
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～略～ 人工知能（AI）を用いた診断・治療支援を行うプ

ログラムを利用して診療を行う場合についても、診断、治療
等を行う主体は医師であり、医師はその最終的な判断の責任
を負うこととなり、当該診療は医師法（昭和23年法律第201号）第17

条の医業として行われるものであるので、十分ご留意をいた
だきたい。

AIによる診療支援と医師の判断との関係性の整理
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X線画像に代表される放射線画像をはじめとする医用画像に対し
て、コンピュータで定量的に解析された結果を「第2の意見」
として利用する「医師による診断の支援」である

参照：薬食機発1207第1号 H23.12.7「次世代医療機器評価指標の公表について」 38

コンピュータ診断支援
(Computer-Aided Diagnosis: CAD)

CADの目的:

①病変検出支援
病変候補位置の情報をマーカで医師に提示する

②鑑別診断支援
がん病巣の悪性度等の病変候補の特徴に関する定量的なデータを医師に提示する

CADの種類：

①CADe (Computer-Aided Detection)
画像上で病巣が存在する候補位置をコンピュータが自動検出し、その位置をマーキングす

る機能を有するソフトウェアが組み込まれている装置であり、コンピュータにより医用画像
データのみ又は医用画像データと検査データの両方を処理し、病変又は異常値の検出を支援
するものである。

②CADx (Computer-Aided Diagnosis)
CADe 機能に加え、CADx は病変候補に関する良悪性鑑別や疾病の進行度等の定量的な

データを数値やグラフ等として出力する機能を有するソフトウェアが組み込まれている装置
であり、診断結果の候補やリスク評価に関する情報等を提供して診断支援を行うものである。



＜内視鏡CAD：大腸ポリープ検出プログラム（例）＞
内視鏡による大腸ポリープ画像診断の際、プログラムを使用しポリープの自動検出及び
ポリープの悪性の判断を行ない、適切な治療計画を提示する

【内視鏡を用いた通常大腸癌検診とプログラムの関係性のまとめ】

本プログラムが関わる一般的な内視鏡手技（例）

①医師がモニターで腸内を観察しポリープ発見

②必要に応じて拡大内視鏡などでポリープを精査

③必要に応じてポリープ摘出の判断
（②に行かずに①の後で摘出する場合もあり）

ポリープ自動発見プログラム
※ポリープ（隆起した物体）をプログラ

ムが見つけるだけ（見落とし防止）

拡大内視鏡画像における腫瘍/非腫
瘍を提示するプログラム

※画像に表示された組織部分の悪性率
を%表示で確認するプログラム（ポリー
プ全体の悪性度を示すものではない）

※医師の診断に影響

治療法を提案するプログラム
※①＋②のプログラム：

プログラムによる治療方法の提案

CADe

CADｘ

CADｘ

39



超拡大内視鏡
（約500倍）

AIを搭載した内視鏡画像診断支援プログラム

医療機器の名称等 品目の概要

AIを搭載した医療機器 として
平成30年12月6日承認

内視鏡画像診断支援ソフトウェア
EndoBRAIN

（サイバネットシステム株式会社）

 超拡大内視鏡画像により、大腸病変の腫瘍/非腫瘍の
判別を支援する。

 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）
の支援を受け、昭和大学、名古屋大学、サイバネッ
トシステム(株)が連携して開発。

当該プログラム（EndBRAIN)が、
医師の読影の補助を行う。

なお、市販後に自ら学習を繰り返し、
性能が変化するタイプではない。

評価項目 当該プログラム 非専門医

正診率（超拡大染色画像） 98% 69%

正診率（超拡大NBI画像） 96% 70%

感度（超拡大染色画像） 97% 71%

感度（超拡大NBI画像） 97% 62%

腫瘍の
確率

【臨床性能試験の結果 －正診率など－ 】

（表示例）

約6万枚の内視鏡画像を学習して、専門医に匹敵する正診率98%の精度を実現 40



米国では医療機器プログラムが急速に承認され始めている。
(2018年に承認されたプログラムの数は、確認できただけでも23）
注) 人工知能技術が適用されていないものも含むが、大半が機械学習を利用。

なお、市販後に性能が変化可能なプログラムは承認されていない。

例）

(平成30年度人工知能分野審査WG報告書より抜粋)

海外における人工知能技術を利用した医療機器プログラムの承認状況
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医師等を対象とする臨床判断支援（CDS）ソフトウェアの各国規制状況 (1)

米国 ＥＵ 韓国 日本

21st Century Cures Actの後、米国規
制当局FDAが発表したガイダンス案で
示された医療従事者を対象とするCDS
ソフトウェアが「医療機器」除外とな
るためには以下の２つを満たす必要あ
り。

①当該ソフトウェアが医療従事者に出
す提案の理論的根拠となる情報源は
特定されるべき。

②その情報源も、使用する医療従事者
が容易に理解可能なもので、さらに
公表されている診療ガイドラインや
既報文献であるべき。

（当該ソフトウェアが提案する根拠を
使用する医療従事者が独立して評価可
能であることが求められている）

官報においてCADのクラス分類を
Class IIIから下記の条件下でClass II
に分類することが提案されている

（アルゴリズム、学習プロトコール、
データセット、性能評価の詳細等の明
示、使用時における各種危険性等のラ
ベリング等が求められる）

2016年7月に発
表された「医療
機器」へのソフ
トウェアの該当
性に関して、以
下のとおり示さ
れている。

・CDSソフト
ウェアについて、
患者の特定情報
を伴った医学
データベースと
アルゴリズムを
合わせたものは、
一般的に「医療
機器」に該当す
る。

英国では診断支
援時に生データ
を確認できない
ものは医療機器
と判断するもの
と考えられる

、2017年11月に発
表された「医療用
ビックデータとAI技
術が適用された医療
機器許可・審査ガイ
ドライン」において、
以下のとおり示され
ている。

・「医療機器」への
該当性は、以下の観
点から判断する。

①不具合が生じた時
に患者に危害を及ぼ
す可能性

②ソフトウェアが医
療関係者の臨床的判
断を保障するのかど
うか

*学習データ追加のみ
に伴う性能向上は届
け出も不要

医薬品医療機器等法では、
人体へのリスクがほとんど
ない低リスクのソフトウェ
アは、「医療機器」に該当
しないとしている。

CDSソフトウェアについて
は、

・学会等が作成したガイド
ライン（公知の情報）を
単にたどった結果を示す
ものであれば、低リスク
と考えられ、「医療機
器」には該当しない

・一方、CDSの判断のアル
ゴリズムを医師が容易に
理解できない場合（機械
学習など）には、低リス
クとは考えられないと判
断。

概要
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医師等を対象とする臨床判断支援（CDS）ソフトウェアの各国規制状況 (2)

・米国、EU、韓国、日本では「リスクが低い場合」には医療機器でないと判断
（CDSソフトウェアについて、それを用いる医師等がその判断の情報源・根拠を容易に理解・評価でき、
もしソフトが誤った判断を導いても医師等が誤りに容易に気づける場合）

・それ以外は「医療機器」として扱い、有効性・安全性等の審査を行うことで、CDSソフトが誤った判断
を行うことによる健康被害を防止するという考え

・米国は、アルゴリズムや学習プロトコール、データセット、性能評価の詳細等を明らかにするとともに、
偽陰性率、偽陽性率、誤使用の危険性等、必要となる情報を添付する（ラベリング）等の特定条件を満
たせば、CDSは全てClass IIとする方針について、パブリックコメントを実施

各国規制のポイント

＜中国＞
• 診断ソフトウェアがアルゴリズムを通じて診断アドバイスを提供する場合はクラス２

（診断補助機能のみ）
• 診断ソフトウェアがアルゴリズム（骨密度を除いたCADなど）で病変を自動的に識別し、

明確な診断上のヒントを提供する場合はクラス３
• 除外区分に関しては記載無し
＜Canada＞
• デジタルヘルスの大まかな方針を示すのみで、具体的な規制内容は示されていない

【規制情報なし】
オーストラリア、ブラジル、メキシコ、ロシア、シンガポール、マレーシア、タイ、台湾、
インド

情報提供元：人工知能分野開発WG
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医薬品医療機器等行政をめぐる現状・課題と対応

《施策の基本理念》 １ 優れた医薬品、医療機器等の安全・迅速・効率的な提供
２ 住み慣れた地域で安心して医薬品を使用できる環境整備

 審査の迅速化（審査ラグはほぼ解消）

 環境変化
技術進展 → 革新的医薬品等の早期実用化
グローバル化の進展 → 企業が有利な開発拠点
を選択

 医療上の必要性が高いにもかかわらず、開発
が進みにくい医薬品等の存在

 違法行為等の発生

・承認書と異なる製造方法に

よる医薬品の製造販売事案

・虚偽・誇大広告事案

・医療用医薬品の偽造品の流

通事案

・虚偽の申請により受けた薬

監証明に基づく未承認医療

機器の輸入事案

・同一開設者の開設する薬局

間における処方箋の付け替

え事案

 必要な医薬品等への患者アクセスの一層の迅速化

・予見可能性・効率性・国際整合性が高く、

合理的な制度構築
・安全対策の充実・合理化

 予見可能性等の高い合理的な承認制度の導入

・「先駆け審査指定制度」「条件付き早期承認制
度」の法制化、開発を促進する必要性が高い小児
の用法用量設定等に対する優先審査等
・AI等、継続的な性能改善に適切に対応するため
の新たな医療機器承認制度の導入

 安全対策の充実・合理化

・添付文書の電子的提供を原則化
・医薬品等のバーコード表示の義務づけ

 医薬分業に対する指摘
患者が負担に見合うだけのサービス向上・分業効果を実感

できない

 在宅を含めた薬物療法の重要性
・高齢化の進展による多剤投与 ・外来で治療を受け

るがん患者
とその副作用の懸念の高まり の増加

開発から市販後までの規制の合理化 薬剤師・薬局のあり方見直し 過去の違法行為等への対応

100

140

180

H8 H14 H20 H26

<がん患者数>

外来

入院

(千人)

1～2種類5種類以上 ３～４種類

41% 25%

22%

34%

33% 45%

75歳以上

15～39歳

<１ヶ月間の薬剤種類（同一患者、同一薬局）

>

（平成28年社会医療診療行為別統計の概要より）
（平成26年患者調査より）

<審査ラグ（新薬）の推移>

※審査ラグ：承認された新薬にお
ける日米間の総審査期間（中央
値）の差

(ＰＭＤＡ試算より)

 在宅で患者を支える薬剤師・薬局の機能の強化
 薬局と医療提供施設等との情報共有・連携強化
 患者が自分に適した薬局を選ぶための仕組み

 再発防止策の整備・実
施

 薬剤師・薬局機能の強化

・薬剤師に対し、必要に応じ、調剤した後の服薬状況の把握・

服薬指導を義務づけ
・服薬状況に関する情報を他医療提供機関に提供（努力義務）

 特定の機能を有する薬局の認定・表示制度の導入

・地域連携薬局：地域包括ケアシステムの一員として、住み慣
れた地域での患者の服薬等を支援する薬局

・専門医療機関連携薬局：がん等の治療を行う専門医療機関と
連携し、専門的な薬学管理を行う薬
局

・許可等業者に対する法令

遵守体制の整備等の義務づ

け

・虚偽・誇大広告による医

薬品等の販売に対する課徴

金制度の創設

・薬監証明制度の法制化及

び取締りの強化

現
状

課
題

主
な
対
策
（
改
正
法
案
概
要
）

(年)
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等
の一部を改正する法律案の概要

国民のニーズに応える優れた医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するとともに、住み慣れた地域で患者が安心し
て医薬品を使うことができる環境を整備するため、制度の見直しを行う。

改正の趣旨

１．医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するための開発から市販後までの制度改善
(1) 「先駆け審査指定制度※」の法制化、小児の用法用量設定といった特定用途医薬品等への優先審査等

※先駆け審査指定制度 … 世界に先駆けて開発され早期の治験段階で著明な有効性が見込まれる医薬品等を指定し、優先審査等の対象とする仕組み
(2) 「条件付き早期承認制度※」の法制化

※条件付き早期承認制度 … 患者数が少ない等により治験に長期間を要する医薬品等を、一定の有効性・安全性を前提に、条件付きで早期に承認する仕組み
(3) 最終的な製品の有効性、安全性に影響を及ぼさない医薬品等の製造方法等の変更について、事前に厚生労働大臣が確認した計画に沿って変更する場合

に、承認制から届出制に見直し
(4) 継続的な改善・改良が行われる医療機器の特性やＡＩ等による技術革新等に適切に対応する医療機器の承認制度の導入
(5) 適正使用の最新情報を医療現場に速やかに提供するため、添付文書の電子的な方法による提供の原則化
(6) トレーサビリティ向上のため、医薬品等の包装等へのバーコード等の表示の義務付け 等

２．住み慣れた地域で患者が安心して医薬品を使うことができるようにするための薬剤師・薬局のあり方の見直し
(1) 薬剤師が、調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や服薬指導を行う義務

薬局薬剤師が、患者の薬剤の使用に関する情報を他医療提供施設の医師等に提供する努力義務
(2) 患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、機能別の薬局※の知事認定制度（名称独占）を導入

※①入退院時や在宅医療に他医療提供施設と連携して対応できる薬局（地域連携薬局）
②がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と連携して対応できる薬局（専門医療機関連携薬局）

(3) 服薬指導について、対面義務の例外として、一定のルールの下で、テレビ電話等による服薬指導を規定 等

３．信頼確保のための法令遵守体制等の整備
(1) 許可等業者に対する法令遵守体制の整備（業務監督体制の整備、経営陣と現場責任者の責任の明確化等）の義務付け
(2) 虚偽・誇大広告による医薬品等の販売に対する課徴金制度の創設
(3) 国内未承認の医薬品等の輸入に係る確認制度（薬監証明制度）の法制化、麻薬取締官等による捜査対象化
(4）医薬品として用いる覚せい剤原料について、医薬品として用いる麻薬と同様、自己の治療目的の携行輸入等の許可制度を導入 等

４．その他
(1) 医薬品等の安全性の確保や危害の発生防止等に関する施策の実施状況を評価・監視する医薬品等行政評価・監視委員会の設置
(2) 科学技術の発展等を踏まえた採血の制限の緩和 等

改正の概要

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日（ただし、１.(3)(5)、２.(2)及び３.(1)(2)については公布の日から起算して２年
を超えない範囲内において政令で定める日、１.(6)については公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日）

施行期日

を法制化



（参考）医薬品・医療機器等に関する承認審査制度について

○ 医療上必要性が高い医薬品・医療機器等に対して、優先的に審査する制度や、税制上の優遇措置・助成金の交付を行う制度と
いった、様々なインセンティブが設定され、対象となる医薬品・医療機器の特性等に応じて適応されている。

現状

制度名・指定要件 概要

①対象疾患重篤性
②有効性又は安全性が明らかに優れる

①患者数５万人未満or指定難病
②開発可能性

①画期性
②対象疾患の重篤性
③極めて高い有効性
④世界に先駆けて日本で申請

優先審査の要件に加えて、
①検証的試験の実施が困難
②他試験で一定の有効性・安全性を確認

先駆け審査指定制度

スクリーニング

非臨床試験

臨床試験（治験）

（探索的試験・検証的試験）
審査 再審査期間承

認
申
請

スクリーニング

非臨床試験

臨床試験（治験）

（探索的試験・検証的試験）
審査 再審査期間（８～10年）承

認
申
請

優先審査

事前評価優先相談

コンシェルジュによる支援

９ヵ月

６ヵ月

希少疾病用医薬品 スクリーニング

非臨床試験

臨床試験（治験）

（探索的試験・検証的試験）
審査 再審査期間（10年）承

認
申
請

９ヵ月
市場性加算（Ⅰ）

先駆け審査指定制度加算

助成金交付・税制措置

指定

【インセンティブの例】

スクリーニング

非臨床試験

臨床試験（治験）

（探索的試験・検証的試験）
審査 再審査期間承

認
申
請

通常

12ヵ月

スクリーニング

非臨床試験

臨床試験（治験）

（探索的試験）
審査 再審査期間申

請

条件付き早期承認制度

承認条件による製造販売後調査実施

承
認

９ヵ月

通知

通知

※現状、小児用法・用量設定は、
インセンティブの対象ではない

指定
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先駆け審査指定制度

１．治療方法／診断方法の画期性：原則として、医療機器では新規原理、体外診断用医薬品では新規原理／新規

測定項目、再生医療等製品では新規作用機序を有するもの（新医療機器等）

２．対象疾患の重篤性：生命に重大な影響がある重篤な疾患又は根治療法がなく症状（社会生活が困難な状態）が

継続している疾患。

３．対象疾患に係る極めて高い有効性：既存の治療法／診断法がない又は既存の治療法／診断法に比べて大幅な

改善が見込まれること（著しい安全性の向上が見込まれる場合も含む）

４．世界に先駆けて日本で早期開発・申請する意思（同時申請も含む。）

「日本再興戦略」改訂2014（平成26年６月24日）に基づき、世界に先駆けて、革新的医薬品・医

療機器・再生医療等製品を日本で早期に実用化すべく、世界に先駆けて開発され、早期の治験段階で

著明な有効性が見込まれる医薬品等を指定し、各種支援による早期の実用化（例えば医薬品・医療機

器では通常の半分の6ヶ月間で承認）を目指す「先駆け審査指定制度」を創設。

指定基準

③優先審査
〔 １２か月 → ６か月 〕

○ 審査、 QMS／GCTP調査、信頼性調査
のスケジュールを厳密に管理することで、
総審査期間の目標を６か月に。

②事前評価の充実
〔 実質的な審査の前倒し 〕

○ 事前の相談制度を活用。

①優先相談
〔 ２か月 → １か月 〕

○ 優先対面助言。随時募集対応とする
ことで事実上1ヶ月で実施。

④審査パートナー制度
〔 PMDA版コンシェルジュ 〕

○ 専任の担当部長級職員をコンシェルジュとして指定。節目毎に進捗確
認の面会、督促指示等を行い、必要な部署との連絡調整を行うことによ
り、円滑な開発を促進する。

：承認取得までの期間の短縮に関するもの ：その他開発促進に関する取組

⑤製造販売後の安全対策充実
〔 使用成績評価期間／再審査期間 〕

○ 法律の範囲内で合理的に設定。

指定制度の内容
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医療機器の先駆け審査指定品目３

49

品目 予定される性能・効果 申請者 備考

マイクロ波マンモグラフィ
（仮称）

マイクロ波により乳がんと疑われる
組織を同定し、医師にその情報を提
供する。

Integral 
Geometry 
Science ㈱

• 文科省、総務省、AMED研究
費等で支援

下肢動脈バイパス用人工血管
作製用鋳型（仮称）

重症下肢虚血患者に対する、外科的
な再建による膝下血行不全病態の改
善及び自己血管再生による長期開存。

バイオチューブ
㈱

• 国立循環器病研究センター発
シーズ

• 厚労省、文科省、AMED研究
費等で支援

リン酸化プルランバイオ
アドヒーシブ（仮称）

自家骨、同種骨（他家骨）、異種骨、
人工骨あるいはこれらの混合物と混
和して増量効果を発揮する。また、
混合物は賦形性や粘着性を得て、操
作性が向上する。

BioARC ㈱

• アカデミア発シーズ
（北海道大・吉田教授）

• 北海道大学病院臨床研究開発
センターが研究開発を支援

• AMED研究費等で支援

第4回（平成31年4月8日付で指定）
NEW

品目 予定される性能・効果 申請者 備考

DNAチップによる膵臓・胆道癌
検査キット MI-004（仮称）

血清から抽出したRNA中のマイクロ
RNAの発現パターン解析（膵臓癌・
胆道癌の診断の補助）

東レ株式会社 • 経産省、AMED研究費等で支
援

体外診断用医薬品
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今年も先駆け審査指定制度を実施します！

令和元年 「先駆け審査指定制度」 募集スケジュール

・周知（通知発出） 令和元年9月6日

・指定申請 令和元年10月1日～11月29日

・ヒアリング 令和元年11月4日～令和2年1月17日



○日本・外国で承認を与えられている医薬品等と作用機序が明らかに異なる医薬品・医療機器・再生医療等製品を
「先駆的医薬品」等として指定する制度を法制化する。指定を受けた場合は優先審査等の対象となることを法律
上明確化する。

○小児用法用量が設定されていない医薬品など、医療上のニーズが著しく充足されていない医薬品等について、
「特定用途医薬品」等として指定する制度を法制化する。指定を受けた場合は優先審査等の対象となることを法
律上明確化する。

○特定用途医薬品等については、現行の希少疾病用医薬品等と同様、試験研究を促進するための必要な資金の確保
及び税制上の措置を講じる（その特定の用途に係る患者数が少ないものに限る）ことを法律に規定する。

（※）税制優遇措置については、平成31年税制改正の大綱に既に位置づけられている。

医療上特に必要性が高い医薬品等

現行

希少疾病用
医薬品等※

その他

医療上特に必要性が高い医薬品等

希少疾病用
医薬品等※

その他

改正後

先駆的
医薬品等

特定用途
医薬品等

薬機法 薬機法

運用で優先審査等の
対象として取扱い

（審査期間：12か月→6か月）

先駆的
医薬品等

①日本・外国で承認を与えられている製品
と作用機序等が明らかに異なる

②その用途に関し、特に優れた使用価値を
有する

 現在の「先駆け審査指定制度」と同様の対
象を想定。

特定用途
医薬品等

①その用途が特定の区分（※）に属する
疾病の治療等である

※・小児の疾病であって、当該医薬品の小児
用法用量が設定されていないもの

・薬剤耐性菌等による感染症 等

②当該用途に係る医薬品等に対するニーズ
が著しく充足されていない

③その用途に関し、特に優れた使用価値を
有する

指定の要件

「先駆け審査指定制度」の法制化等

先駆け指定
医薬品等

その他

優先審査等の
対象となる旨
法律上明確化

（※）本邦における対象患者が５万人未満又は指定難病
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＊ 申請段階で、関連する学会と連携の上で、製造販売後のリスク管理（適正使用基準（実施医、実施施設等の要件等）の実施、市販後の

データ収集・評価等）を計画し、「製造販売後リスク管理計画案」として申請資料に添付

＊ 製造販売後リスク管理措置を適切に実施することを条件として、新たな治験を実施することなく、当該医療機器の安全性、有効性等を

確認し、承認

市販・使用承
認

臨床データ収集 市販・使用承
認

長期化

臨床データ収集

一部変更
承認申請

(適応拡大等)

・製造販売後リスク管理措置の実施
・使用成績、長期成績等の確認のためのデータ収集

関連する学会と連携

通常の承認審査 患者数が少ないなどの場合、臨床試験の実施が難しく、臨床開発が長期化

承認申請

審査

承認申請

審査

製造販売後
リスク管理

計画案

製造販売後リスク管理の検討

関連する学会
と連携

条件付き早期承認制度 製造販売後のリスク管理を条件に、新たな治験を
実施することなく早期の承認申請を認める

原理上期待された長期有用性等
が明らかになった場合など

「条件付き早期承認制度」の法制化（医療機器）

○ 重篤で有効な治療方法に乏しい疾患の医療機器で、評価のための一定の臨床データはあるが患者数が少ない

等の理由で新たな臨床試験の実施が困難なものについて、関連学会と連携して製造販売後のリスク管理措置を

実施すること等を承認時に条件として付すことにより、医療上特に必要性が高い医療機器への速やかな患者ア

クセスの確保を図る。
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革新的医療機器の速やかな患者アクセスの実現のために、以下の観点から制度を構築すべき。

○ 施設や術者等の限定や市販後安全対策の充実強化により、機器のもつ機能に着目した他臓器や部位への迅速な適用追加。

○ 改善・改良計画を審査の過程で確認し、計画された範囲の中で迅速な承認事項の一部変更を認めることにより、継続した改善・改
良を可能とする承認審査。

○ 市販後に恒常的な性能等が変化する医療機器について、医療機器の改善・改良プロセスを評価することにより、市販後の性能変化
に併せて柔軟に承認内容を変更可能とする方策を踏まえた承認審査。

革新的な医療機器への迅速なアクセス確保・安全対策の充実 ～医療上特に必要な医療機器と承認プロセス～

特に必要な医療機器の承認制度

○ 特定の疾病領域に使用することを想定し領域ごとに順次開発されて承認されている医療機器や、身体への外科的侵襲を目的と
し手技や領域を限定しない医療機器がある。

○ 医療機器の特徴である継続的な改善改良への対応としては、その変更による有効性・安全性への影響度合いに応じ、一部変更
承認や軽微変更届出等の薬事手続きで対応している。

○ また、AIのように初回承認から性能等が常に向上し続けるプログラムが開発されている。

○ 以上を踏まえ、速やかな患者アクセス実現のため、以下の承認審査制度を構築すべき。

① 対象臓器や部位以外にも応用が可能と思われる焼灼、照射等の機能を持つ医療機器について、他臓器や部位への迅速な応
用を実現する承認審査

② 改良・改善を続ける医療機器の特性に応じた承認審査

③ 市販後において恒常的に性能等が変化する医療機器に適応した承認審査

現状と課題

○ 医療機器について、疾患とか臓器別ではなくて、その持っている機械の特性や機能に基づいた分類による承認等、医療機器の
特徴に合わせた規制のあり方を是非検討していただきたい。

［主な意見］

医療機器の特性
• 多種多様(メスからペースメーカー、MRIまで）
• 市販後に変更を繰り返す（ソフトウェアなど）

• 絶えず改良改善によるアップデート（性能を確認できるス
ペックの範囲に幅がある機器）

• 手技者の影響が大きい（焼灼機器等の機能から他領域に応用
が検討される機器）

検討の方向性（案）

第７回制度改正部会
資料１ を一部改変
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 焼灼、遮蔽等の身体に物理的影響を与えることを目的とする。

 特定の疾病領域にかかる臨床データ等があり、他領域にも外挿可能と考えられる。

 関連学会と連携して適正使用基準の作成および市販後計画等を提示することが可能。

BSC OI アブレーションカテーテル
（ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社）

【一般的名称】

アブレーション向け循環器用カテーテル

【製品概要】

高周波電流による心筋焼灼術を実施する際に使用する心筋焼灼用のカテー
テル

【初回適応範囲】（平成29年３月承認）

持続性又は再発性Ⅰ型心房粗動の治療

【追加適応範囲】（平成30年１月承認）

薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発作性心房細動の治療

【追加の治験実施期間】

平成24年～平成29年

da Vinci サージカルシステム
（インテュイティブサージカル合同会社）

【一般的名称】

手術用ロボット手術ユニット

【製品概要】

内視鏡手術に際し、組織等の把持、切開、高周波電流を用いた切開・凝固、縫合等を行
うために、術者の内視鏡手術器具操作を支援する装置

【初回適応範囲】（平成21年11月承認）

一般消化器外科、胸部外科、泌尿器科及び婦人科の各領域

【追加適応範囲】（平成27年12月承認）

心臓外科（心停止下で心内操作を行う手術に限る。）

【追加の治験実施期間】

平成23年～平成24年

①機能から他領域に応用が検討される機器

臨床データ収集
（A効能）

市販・使用承
認

条件の
解除

・A効能には通常の提供

・B効能への製造販売後リスク管理措置の
実施

・B効能への適用する施設・術者の限定

承認申請
審査

製造販売後
リスク管理計画案

・B効能適用への蓋然性
・B効能への製造販売後リ
スク管理の検討

関連する学会と連携

■ 施設や術者等の限定や市販後安全対策の充実強化により、機器のもつ機能に着目した他臓器や部位へ
の迅速な適用追加を実現

関連する学会と連携

革新的な医療機器への迅速なアクセス確保・安全対策の充実 ～医療上特に必要な医療機器と承認プロセス～

特に必要な医療機器の承認制度
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②改善・改良中の医療機器（プログラム機器、プログラムを内蔵した機器等の
改善・改良による早期の一変が予定されるものも含む）

 サイズの追加、異なる構成品、部品の追加等による改善・改良が見込まれる。

 装置品における性能の追加等による改良・改善が見込まれる。

 プログラム医療機器等で、市販後のRWD等の収集を通じて改善・改良を行うことが可能。

■ 承認後すぐに改善・改良が見込まれている医療機器について、変更計画を審査の過程で
確認し、計画された範囲の中で迅速な承認事項の一部変更を認めることにより、継続し
た改善・改良を可能とする承認審査を実現。

革新的な医療機器への迅速なアクセス確保・安全対策の充実 ～医療上特に必要な医療機器と承認プロセス～

特に必要な医療機器の承認制度

臨床データ等
の収集

審査
承
認

適応拡大等審査

現状の適応拡大等の手続

承認事項
の変更

申
請

変更
申請

臨床データ等
の収集

審査
承
認

適応拡大等

申
請

改良の早期実現

データ等の収集

変更計画を用いた適応拡大等の手続

計画に従った
データ等の収集

適応拡大等のための
変更計画の策定

変更計画の
申出

必要なデータが全て集まって
から承認申請を行う

あらかじめ予定されていた結果が
得られているか等をチェックする

承認事項
の変更

チェック確
認

適応拡大等のための
変更計画の策定

変更申請
又は届出

届出の対象となるもの
・サイズ、構成品、性能等の変更
・市販後のRWDを使用した診断の正確性の向上 等 55



例えば、
• 改良プロセス
• 当局による定期

的な実地調査
等

• 「改良プロセス」及び軽変の妥当性は、
当局による実地調査で定期的に確認。

• 実地調査で逸脱を確認した場合（性能の
進展が認められない場合を含む）、承認
取り消しをできるような制度とする。

等

例えば、次のようなプロセスを製品審査
で確認
• 「改良プロセス」及びその体制
• 性能確認（判定基準等）
• 品質管理監督システム（使用施設の管

理方法、AIの学習方法等をQMS担当
と審査担当で評価）

• AIの開発体制
等

プロセスに基づく
製品の開発、検証

審査 承
認

申
請

 使用されることにより性能等が常に変化する。一方、性能等が落ちることは許されない。

 性能等にバラツキが生じないよう、製造販売業者等による管理が特に重要となる。

 上記性能等の向上が絶えず維持されるようなプロセスを構築し、そのプロセスが妥当であると
評価される必要がある。

審査とプロセスを一体で確認 改良プロセスの範囲内であれば、
軽変により性能、表示内容等の変更が可能

市販前

• AI等の絶えず性能等
が変化する医療機器に
ついて、「改良プロセ
ス」及び「判定基準」
の作成、添付。

等

改善・改良プロセス

市販後

承認条件

改良プロセスも含めた評価改良プロセスの作成

プロセス

機能・
性能 管理

体制等

改良プロセスの維持・管理

軽変

改良プロセスの範囲

軽変 軽変
一定
期間内

製品の性能
製品の性能

（表示の変更）

製品の性能

（表示の変更）

製品の性能

（表示の変更）
一定
期間内

一定
期間内

■ 市販後に恒常的に性能等が変化する医療機器について、医療機器の改良プロセスを評価することに
より、市販後の性能変化に併せて柔軟に承認内容を変更可能とする方策を踏まえた承認審査を実現。

革新的な医療機器への迅速なアクセス確保・安全対策の充実 ～医療上特に必要な医療機器と承認プロセス～

特に必要な医療機器の承認制度

③AIのように恒常的に性能等が向上し続けるプログラム
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○○○○錠10mg

（株）××

処方箋医薬品製造販売業者：
・外箱等に添付文書情報へ

アクセスできるQRコード等を表示
・紙媒体の提供も併用
（添付文書の同梱は不要）

製造販売業者 医療機関・薬局

○ 添付文書の製品への同梱を廃止し、電子的な方法による提供を基本とする。

○ 電子的な提供方法に加えて、製造販売業者の責任において、必要に応じて卸売販売業者の協力の下、医薬品・

医療機器等の初回納品時に紙媒体による提供を行うものとする。また、最新の添付文書情報へアクセスを可能と

する情報を製品の外箱に表示し、情報が改訂された場合には紙媒体などにより医療機関・薬局等に確実に届ける

仕組みを構築する。

○ 一般用医薬品等の消費者が直接購入する製品は、使用時に添付文書情報の内容を直ちに確認できる状態を確保

する必要があるため、現行のまま紙媒体を同梱する。

○○○○錠10mg
使用上の注意改訂の

お知らせ

~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~

医療機関・薬局：
QRコード等を通じた最新の
添付文書情報の入手

医薬情報担当者等

製造販売業者：
最新の添付文書情報が
掲載されたHPを準備

○○○○錠10mg
~~~~~~~

【警告】

【効能・効果】

~~~
~~

【使用上の注
意】

~~
~~

【用法・用量】

~~
~~
~~
~~
~~
~~

電子的な情報提供

紙媒体の提供の併用

製造販売業者（必要に応じて卸売販売業者が協力）：
１）初回納品時、医療機関・薬局に赴く際に、添付文
書の紙媒体を提供
２）改訂時は、紙媒体の提供等を通じて、改訂後の情
報を医療機関・薬局に速やかに提供

添付文書情報の電子的な方法による提供
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製造会社 病院

物品管理部門

診療部門

電子カルテシステム

＜医薬品・医療機器等にGS1規格バーコードを表示＞

医薬品
標準コードマスタ

＜データベースに製品情報を登録＞

物流・医療現場でバーコードを活用

医療機器
データベース

卸売業

特定の医薬品、医療機器
が使用された患者の特定

医療現場などで想定されるバーコードの活用
医薬品の調製・調剤時

の取り違え防止

OTCの販売・購入の
履歴を電子的に記録

医療情報
データベース

医薬品、医療機器の使用記録をBig Dataとしてデータ解析に活用

電子版お薬手帳
との連携

回収となった医療機器
の院内在庫の把握

医薬品・医療機器等へのバーコードの表示

○ 医療安全の確保の観点から、製造、流通から、医療現場に至るまでの一連において、医薬品・医療機器等の情報の管理、使用
記録の追跡、取り違えの防止などバーコードの活用によるトレーサビリティ等の向上が重要である。このような取組による安全
対策を推進するため、医薬品・医療機器等の直接の容器・被包や小売用包装に、国際的な標準化規格に基づくバーコードの表示
を義務化する。

 バーコード表示を求めるに当たっては、医薬品・医療機器等の種類や特性に応じた効率的・段階的な対応や一般用医薬品など
を含めた現状のコード規格の普及状況などを考慮する。

 バーコード表示の義務化と合わせて製品情報のデータベース登録などを製造販売業者に求めるとともに、医療現場などにおけ
るバーコードを活用した安全対策の取組を推進していく。

医療用医薬品の場合、商品コードは100%表示済み。
有効期限、ロット番号については、原則、平成33年4月までに表示。
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ご清聴ありがとうございました。
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