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本日の説明の流れ 

○医療機器相談窓口について 
 
○よくある相談事例 
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※平成２６年１１月２５日に改正された薬事法（通称：医薬品医療機器等法）が 

  施行される予定です。本発表資料のうち、薬事法に関する部分は、現時点 

  で判明している改正内容をできる限り反映していますが、最新の情報など 

  については、厚生労働省の通知等もあわせてご参照ください。 



医療機器相談窓口 

関西広域連合ウェブサイトより 
（URL http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1059） 

［お問合せ先］ 
関西広域連合広域産業振興局ライフサイエンス産業振興課 
（大阪府商工労働部成長産業振興室ライフサイエンス産業課内） 

TEL: ０６－６１１５－８１００ 
E-mail: iryoukikisoudann@kouiki-kansai.jp 3 

医療機器の企画、開発、販売での、基礎的、初歩的な相談に対応 



医療機器相談窓口の実績と対象範囲 

○実績（相談件数） H21～24年度は大阪府事業での実績 

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 

相談件数 154 252 225 226 247 
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○対象範囲 

・医療機器分野へ新規参入したい。何から始めたらいい？ 

・医療機器を製造、販売する上での許認可と対応方法は？ 

・今度、開発を予定している○○は、薬事法上の取扱は？ 

 （医療機器に該当するか？） 

・企画、研究開発 

・薬事手続の方法 
・販路開拓 ・薬事手続の方法 

企画 
研究 
開発 

薬事 
手続 

製造 
販売 

サービス 
ユーザー 
（医療現場など） 

○相談内容の代表例 



相談場所について 
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千里中央 ［住所] 
大阪府豊中市新千里東町１－４－２ 
千里ライフサイエンスセンタービル２０階 
（大阪府商工労働部成長産業振興室バイオ振興課内） 
［TEL］06-6115-8100 
［FAX］06-6833-8170 
［最寄駅］千里中央駅（北大阪急行、大阪モノレール）下車すぐ 

グランフロント大阪 北館 
タワーＣ ナレッジキャピタル 
（７階 大阪イノベーションハブ内） 
［住所］ 
大阪府大阪市北区大深町3-1 
［最寄駅］ 
大阪駅（ＪＲ）、梅田駅（地下鉄、阪急、阪神）下車すぐ 

○グランフロント大阪 

○千里中央（千里ライフサイエンスセンタービル） 

通常はこちらで相談に対応しています 



相談日など 

○相談日 

○相談費用 

原則 毎週木曜日 

関西広域連合域内に事業所を有する企業：無料 

但し、同一相談者、同一案件の３回目以降の相談より有償（6000円／回） 

関西広域連合に事業所を有しない企業：有償（6000円／回） 

○申込方法 

相談申込書に必要事項を記入の上、 
 メール：iryoukikisoudann@kouiki-kansai.jp 
 または 
 ＦＡＸ：06-6833-8170  へ送付 

（相談申込書は http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1059 よりダウンロードできます） 

http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1059
http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1059
http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1059


よくある相談事例 
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医療の分野で使う機器や用品の例 
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たとえば・・・ 

治療用医療機器 診断用医療機器 

理化学機器 医療現場で使う用品類 

医療分野で使われるものは多種多様（医療機器：約３０万品目） 

人工透析装置 MRIやCT 

血液分析装置 

点滴バッグ 

聴診器 



どこに参入していくか 
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卸、商社等 

完成品メーカー 
（製造販売業者） 

完成品／部品 
メーカー 

ユーザー 
（医療機関、家庭など） 

完成品／部材供給 

製品供給 

（薬事法の主な手続き等） 

（事業者）製造販売業 

      （製造業） 

（モノ）届出／認証／承認 

（事業者）製造業 

※地域別、専門分野別に複数の 

  卸、商社等が介在することがある 

①自社ブランドでの 

  医療機器の製造、販売 

②完成品のＯＥＭ供給 

③部材供給 

（参入の主な選択肢） 

どう参入していくかで、アプローチも異なる 

部品メーカー 

部材供給 



医療機器の開発から上市まで 
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企画 
研究 
開発 

薬事 
手続 

製造 
販売 

サービス 

医療機器の開発プロセスと薬事の手続きなどの代表例（完成品メーカーの一例） 

ユーザ 
（医療現場など） 

届出／認証／承認 
・製造販売承認 
・第三者認証   等 

業許可取得 
・製造販売業 
・製造業     等 

保険収載検討 

モノに対する手続き（半年～数年） 

事業者としての手続き（数か月） 

アライアンス組成 

（医療機関、製造業等） 

製造所の業許可対応 

人材育成／確保 

資金確保 

（競争的資金等） 

市場分析 

知財対応 

参入の仕方によっては、製品化
まで数年かかる場合もある 

相談事例①：該当性 

相談事例②：業許可 



相談事例から・・・ 

①該当性 

この製品を市場に出したいとき、「薬事法」に
従った手続きが必要なの？ 
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相談事例①：該当性 

「医療機器」は、薬事法上で定義されている 

（薬事法第二条第４項） 

この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物での疾病の診断、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 

（相談事例） 

〇分析装置 
 →医療機器に該当しないこともある 
       （例えば分析結果をもとに疾病の判断や治療、予防に使用する 
        ことを目的にしない場合など） 

〇健康グッズなど（例：遠赤外線効果を利用した温浴のための物品） 

 →広告や表示等によっては医療機器に該当することもある 

原則は、各都道府県薬務主管課から厚生労働省へ照会 
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〇医療機器に使用される部品や材料 
 →原則該当しないが、例外もある（例：歯科材料） 



医療機器のクラス分類と薬事関係手続 

人体への
リスク 

クラス 薬事法での分類 製造販売規制 製造販売の手続き 

低 
 
 
 
 
高 

Ⅰ 一般医療機器 届出 PMDAへ届出 

Ⅱ 管理医療機器 
第三者認証 第三者認証機関にて認証 

承認 

PMDAへ承認申請 Ⅲ 
高度管理医療機器 承認 

Ⅳ 
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※第三者認証は、JISにて規格あり 第三者認証機関 

（PMDAホームページより） 

（薬事法改正関係） 
クラスⅢの一部は 

今後、第三者認証へ 

（薬事法改正関係） 

単体ソフトウェアも今後、医療機器へ 

※具体的な扱いについては今後、厚労省からの 

 通知等に注意が必要 



相談事例から・・・ 

②業許可 
製造や販売するための手続きは？ 
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Ⅰ 製造販売業 

Ⅱ 製造業    

○高度管理医療機器の製造販売業許可 

   ＝第一種医療機器製造販売業許可 

○管理医療機器の製造販売業許可 

   ＝第二種医療機器製造販売業許可 

○一般医療機器の製造販売業許可 

   ＝第三種医療機器製造販売業許可 

第一種の製造販売業許可を取得している場合は、第二種、第
三種は取得する必要がない。【薬事法施行令第9条】 

Ⅲ 販売業又は賃貸業 

  Ⅳ 修理業 
○医療機器の修理業の許可を受けた者でなければ 

    業として、医療機器の修理をしてはならない。 

相談事例②業許可 
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「製造販売業」と「製造業」 

「製造販売業」は定義に注意が必要 

（薬事法第二条第12項） 

この法律で「製造販売」とは、その製造等（他に委託して製造する場合を含み、他から委託を受けて
製造する場合を含まない。以下同じ。）をし、又は輸入をした医薬品（原薬たる医薬品を除く。）、医薬
部外品、化粧品又は医療機器を、それぞれ販売し、賃貸し、又は授与することをいう。 

（ケース１） 
OEM等、製造の委託 

（ケース２） 
自社ブランドでの製造 

（ケース３） 
海外からの輸入 

製造販売業 

製造業 

製造委託 

製造者 

販売者 

製造販売業 

製造業 

製造販売業 

（輸入） 

販売者 製造者 

（自社
工場） 
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製造販売業 

製造業 

法人ごとに許可 

製造所ごとに許可 
（薬事法改正関係） 

製造業は登録制へ 



部材供給に対する扱い 
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※OEM等、製造の委託を仮定 

ユーザー 

販売者 
（医療機器メーカー） 

製造者 

部材、原料メーカー 

製造販売業 

製造業 

（業許可） 

業許可不要 

要求仕様に基づいた、部材や原料の供給 

要求仕様に基づいた、医療機器の製造 

部材や原料の供給に関しては、業許可は原則不要 

ただし、要求仕様に基づいた部材や原料の供給を 



どこに参入していくか（再掲） 
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卸、商社等 

完成品メーカー 
（製造販売業者） 

完成品／部品 
メーカー 

ユーザー 
（医療機関、家庭など） 

完成品／部材供給 

製品供給 

（薬事法の主な手続き等） 

（事業者）製造販売業 

      （製造業） 

（モノ）届出／認証／承認 

（事業者）製造業 

※地域別、専門分野別に複数の 

  卸、商社等が介在することがある 

①自社ブランドでの 

  医療機器の製造、販売 

②完成品のＯＥＭ供給 

③部材供給 

（参入の主な選択肢） 

部品メーカー 

部材供給 

おおよそ、このような整理になりますが、製品やビジネスの進め方による部分も
あるので、関心があったり、企画している製品があれば、医療機器相談窓口まで 



  SPring-8 SACLA 

 神戸医療産業都市 

  彩都LSP   大阪大学 

 KIX Medica 

 医薬品専用定温庫 

 京都大学先端医療機器 
開発・臨床研究センター 

 研究機関等集積地区 

 うめきた（グランフロント大阪） 

ライフサイエンス・グリーン分野に 
特化した９つの地区を指定 
（京都府、大阪府、兵庫県、京都市、大
阪市、神戸市） 



関西特区のめざすべきもの 

  ■関西が取り組む政策課題 
  国際競争力向上のための 

“イノベーションプラットフォーム”の構築 
 実用化・市場づくりを目指したイノベーションを 
 次々と創出する仕組み） 

■重点的に取り組む６つのターゲットでイノベーションを創出 
～未来社会の市場を見据え、強みを有するターゲットに当面資源を集中！～ 

 

◆ バッテリー戦略研究センター（ＢＳＲＣ） 
 ⇒ 企業出身のリチウムイオン電池や燃料電池のプロフェッショナルが、 

   技術・ビジネス面の両面の観点から事業化をサポートします。  

◆ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の関西支部の設置 
 ⇒ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が関西にきました！ 
   関西で薬事戦略相談等を受けることができます。  

◆ 医薬品・医療機器等の輸出入手続きの電子化・簡素化 
 〔薬監証明電子申請システム〕 
 ⇒ 関西国際空港において、２４時間ペーパレスでの申請が可能になりました。  

特区エリア外の事業者においても活用可能な特区のメリット 

医薬品 
先端医療技術 
（再生医療など） 

医療 
機器 

先制医療 バッテリー 
スマート 
コミュニティ 

ライフ分野 グリーン分野 
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関西広域連合広域産業振興局 
ライフサイエンス産業振興課 
（大阪府商工労働部成長産業振興室ライフサイエンス産業課内） 

TEL: ０６－６１１５－８１００ 
E-mail: iryoukikisoudann@kouiki-kansai.jp 

詳しい情報はこちらまで  

ご静聴、ありがとうございました。 


