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医療機器を規制する法律について

○医療機器を規制する法律は？

医療機器は、医薬品、医薬部外品、化粧品とともに薬事法で規制されてい
ます。

○薬事法が変わります

薬事法は、昨年秋の臨時国会で成立した法律により、以下のように改正さ
れます。

・法律名が「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」（通称、医薬品医療機器等法）に変わります。

・医療機器を医薬品とは別の章立てとして、医療機器の特性を踏まえた規制
を構築します。

・国や企業その他の医薬品や医療機器を扱う関係者の責務を明確化します。

（医薬関係者の責務）

第一条の五 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その
他これらの適正な使用に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者（中略）及びこれらを購
入し、又は譲り受けようとする者に対し、これらの適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の
提供に努めなければならない。
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薬事法等の一部を改正する法律の概要（平成25年法律第84号）

医薬品、医療機器等の安全かつ迅速な提供の確保を図るため、添付文書の届出義務の創設、
医療機器の登録認証機関による認証範囲の拡大、再生医療等製品の条件及び期限付承認制度の
創設等の所要の措置を講ずる。

１ 医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化

(1) 薬事法の目的に、保健衛生上の危害の発生・拡大防止のため必要な規制を行うことを明示する。
(2) 医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等に係る責務を関係者に課す。
(3) 医薬品等の製造販売業者は、最新の知見に基づき添付文書を作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。

２ 医療機器の特性を踏まえた規制の構築
(1) 医療機器の製造販売業・製造業について、医薬品等と章を区分して規定する。
(2) 医療機器の民間の第三者機関による認証制度を、基準を定めて高度管理医療機器にも拡大する。
(3) 診断等に用いる単体プログラムについて、医療機器として製造販売の承認・認証等の対象とする。
(4) 医療機器の製造業について、許可制から登録制に簡素化する。
(5) 医療機器の製造・品質管理方法の基準適合性調査について、合理化を図る。

３ 再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築

(1) 「再生医療等製品」を新たに定義するとともに、その特性を踏まえた安全対策等の規制を設ける。
(2) 均質でない再生医療等製品について、有効性が推定され、安全性が認められれば、特別に早期に、
条件及び期限を付して製造販売承認を与えることを可能とする。

４ その他

薬事法の題名を「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」に改めるほか、

所要の改正を行う。

公布の日から１年を超えない範囲内において政令で定める日（公布日：平成25年11月27日）

Ⅰ 法律の概要

Ⅱ 施行期日
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医療機器の市販後安全対策について
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市販後安全対策に関わる国・製造販売業者・医療現場の関係

製造販売業者 医療現場

厚生労働省／ ＰＭＤＡ

○添付文書の改訂や
緊急安全性情報の発
出指示 等

○販売の一時停止、廃
棄、回収の命令 等

○添付文書等による情報提供
○危害防止のための回収、
販売の停止等

○ 添付文書改訂指示
等に関し、医療関係者
に対し情報提供（医薬
品・医療機器等安全性
情報）

○ 厚生労働省緊急
ファックス情報の発出
等

○医療機関等の協力
情報提供

報
告

報
告

薬事法７７条の４の２

薬事法７７条の３，４

医療法第6条の10
医療の安全の
確保

GVP・GQP・QMS
品質管理や

安全管理の基準

薬事法７７条の４の２第２項
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不具合等発見

不具合等発生

情報収集

データ分析対応措置決定

情報提供

市販後安全対策のサイクル
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評価・検討

措置の立案

製造業者
総括製造販売責任者への報告

医療機関

安全管理責任者

支店など

報告

海外情報、文献
学会情報など

連携

安全管理情報の検討と安全確保措置の立案

品質
保証
部門
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安全管理情報

• 医療関係者からの情報

• 学会報告、文献報告その他研究報告

• 厚生労働省、都道府県、機構等からの情報

• 外国政府、外国法人等からの情報

• 他の製造販売業者等からの情報

• その他の安全管理情報
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医療機器の不具合等報告制度の概要

・ 企業報告制度（法第77条の4の2第1項）

医療機器の製造販売業者は、その製造販売をし、又は承認を
受けた医療機器の不具合等によるものと疑われる疾病、障害又
は死亡の発生等を知ったときは、厚生労働大臣に報告しなけれ
ばならない。

・ 医療従事者からの報告制度（法第77条の4の2第2項）

病院等の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師等の医薬関係
者は、医療機器の不具合等によるものと疑われる疾病、障害又
は死亡の発生等を知った場合において、保健衛生上の危害の
発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、厚生
労働大臣に報告しなければならない。
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医療従事者からの不具合等報告制度
（医薬品・医療機器等安全性情報報告制度）

○ 日常、医療の現場においてみられる
医薬品や医療機器の使用によって発
生する健康被害等（副作用、感染症及
び不具合）の情報を医療関係者等が直
接厚生労働大臣に報告する制度です。

○ 報告された情報は、専門的観点から

分析、評価され、必要な安全対策を講
じるとともに、広く医療関係者に情報を
提供し、医薬品及び医療機器の市販後
安全対策の確保を図ることを目的とし
ています。

【報告対象施設・報告者】

すべての医療機関及び薬局等を対象とし、医師、歯科医師、薬剤師その他病院
等において医療に携わる者のうち業務上医薬品や医療機器を取り扱う方
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○ 医薬品や医療機器の使用による副作用、感染症や不具合の発生につい
て、保健衛生上の危害の発生や拡大を防止する観点から報告の必要が
あると判断した情報（症例）が報告の対象となります。

※ 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みます。

※ 医薬品や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。

○ 報告は、郵送、ファックス、電子メールなどで受け付けています。

医薬品医療機器総合機構（PMDA）の情報提供ホームページの「医薬関
係者の皆様へ」のページから報告書の様式が入手できます。

URL: http://www.info.pmda.go.jp/info/houkoku.html

医療従事者からの不具合等報告制度
（医薬品・医療機器等安全性情報報告制度）

【送付先】

〒１００－８９１６ 東京都千代田区霞が関１－２－２
厚生労働省医薬食品局安全対策課

ＦＡＸ：０３－３５０８－４３６４
電子メール：anzensei-hokoku@estrigw.mhlw.go.jp

平成26年秋の

改正法の施行
により、報告先
がPMDAに変
わります！

積極的な報告にご協力ください！

http://www.info.pmda.go.jp/info/houkoku.html
mailto:anzensei-hokoku@estrigw.mhlw.go.jp


医薬品・医療機器の副作用・不具合の
企業報告件数の推移

報
告
件
数
（
件
）

平成
年度

医薬品

医療機器
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医薬品・医療機器の副作用・不具合の
医療機関からの報告件数の推移

報
告
件
数
（
件
）

平成 年度

医薬品

医療機器
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PMDA医療安全情報、
PMDAメディナビのご紹介
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PMDA医療安全情報について

○ 「PMDA医療安全情報」とは？

これまでに収集されたヒヤリ・ハット事例や副作用・不具合報告の中から、
同様の事象が繰り返し報告されている事例や添付文書改訂等を通知した事
例などについて、医療従事者に対して安全に使用するために注意すべき点
などを図解等を用いてわかりやすく解説し、広く周知することを目的に作成し
たものです。

16
PMDA医療安全情報のページですべての号が閲覧できます。

URL:  http://www.info.pmda.go.jp/anzen_pmda/iryo_anzen.html

PMDAメディナビでも
配信しています！

平成26年2月現在、
全42報を発行

http://www.info.pmda.go.jp/anzen_pmda/iryo_anzen.html


PMDA医療安全情報について

在宅医療においても参考となるものがありますので、
ぜひご覧ください。

・在宅酸素療法時の喫煙などの火気取扱いの注意について（No.4、平成20
年6月）

・人工呼吸器の取扱い時の注意について（その１）（No.7、平成21年1月）

・人工呼吸器の取扱い時の注意について（その２）（No.11、平成21年8月）

・人工呼吸器の取扱い時の注意について（その３）（No.20、平成22年11月）

・血糖測定器の取扱い上の注意について（No.28、平成23年11月）

・気管チューブの取扱い時の注意について（No.30、平成24年4月）

・閉鎖式吸引カテーテルの取扱い時の注意について（No.32、平成24年6月）

・気管切開チューブの取扱い時の注意について（No.35、平成24年10月）

・チューブやラインの抜去事例について（No.36、平成25年3月）

・経鼻栄養チューブ取扱い時の注意について（No.42、平成26年2月）
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＜配信される情報＞

l緊急安全性情報
l医薬品・医療機器等
安全性情報
lPMDA医療安全情報
l使用上の注意の改訂
指示通知・自主点検
通知

lクラスＩ回収情報
など

PMDAメディナビをご活用ください
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（参考）PMDA情報提供ホームページ
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在宅医療の推進等について
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在宅医療の推進、介護との連携について

○ 地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針に即して、国が定める医療計画の基本方針
と介護保険事業支援計画の基本指針を整合的なものとして策定。

○ 医療計画と介護保険事業支援計画の計画期間が揃うよう、平成30年度以降、医療計画の計画期間を６年に改め、
在宅医療など介護保険と関係する部分については、中間年（３年）で必要な見直しを行う。

○ 地域医療ビジョンの中で市町村等ごとの将来の在宅医療の必要量を示すとともに、在宅医療を担う医療機関や訪
問看護等 の提供体制に係る目標や役割分担、在宅療養患者の病状の変化に応じた病床の確保のあり方等を医療
計画に盛り込む。

医療計画の見直しについて

市町村
（地域の現状把握・連絡調整等）

地域包括支援センター在宅医療連携拠点機能
（医師会等）

都道府県
（後方支援・広域調整等）

連携

○ 在宅医療・介護の連携推進についてはこれまでもモデル事業等を実施して一定の成果。それを踏まえ、介護保険法
の中で恒久的な制度として位置づけ、全国的に取り組む。

○ 具体的には、介護保険法の地域支援事業の包括的支援事業に位置づけ、市町村が主体となり、地区医師会等と連
携しつつ、取り組む。

在宅医療連携拠点について

（参考） 想定される取組の例
①地域の医療・福祉資源の把握及び活用 ・・・地域の医療機関等の分布を把握し、地図又はリスト化し、関係者に配布

②在宅医療・介護連携に関する会議への参加又は関係者の出席の仲介 ・・・関係者が集まる会議を開催し、地域の在宅医療・介護の課題を抽出し、

解決策を検討

③在宅医療・介護連携に関する研修の実施 ・・・グループワーク等の多職種参加型の研修の実施

④24時間365日の在宅医療・介護提供体制の構築 ・・・主治医・副主治医による相互補完的な訪問診療の提供等の調整、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の推進

⑤地域包括支援センター・介護支援専門員等への支援 ・・・介護支援専門員等からの在宅医療・介護に係る総合的な問い合わせへの対応 等



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学
校区）を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入
所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一
体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、
地域包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は
減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。
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要望額 ０．２億
円

在宅支援診療所・薬局等

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護ｻｰﾋﾞｽ
（訪問看護を含む）

地域医療支援病院

在宅医療に関
する施設等

在宅医療機器に関する
個別具体的なニーズ把握
・停電時対応は？
・高齢者に使いやすく
・通信技術の活用は？

在宅医療における医療スタッフ等からの
在宅用医療機器に係るニーズアンケート調査

在宅医療の充実に必要なニーズを改良・改善した医療機器の承認により具現化

在宅医療の関係者のニーズ把握 ニーズ実現施策の検討

検討会
在
宅
医
療
機
器
の
ニ
ー
ズ

承
認
！

現場への速やかなフィードバック

○ どのような改善・改良
を行うべきか？

○ 開発・審査にあたって
必要なガイドライン？

○ 具体的な開発企業へ
の要請

（医療スタッフ、関係学会、医療機器業界等
からの委員から構成。関係部局、PMDAと連
携。）

■在宅医療推進のための
医療機器承認促進事業

老健・介護施設等
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さいごに
～在宅医療に従事される方々へのお願い～
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• 不具合等の報告にご協力を！

医療機器の不具合等がありましたら、製造販売業
者への連絡・情報提供の他、厚生労働省への報告
にご協力いただきますようお願いいたします。

• 製造販売業者の詳細調査にご協力を！

製造販売業者が実施する不具合原因の調査や分
析、製品の改良などには、医療現場からの詳細な情
報提供が不可欠です。

25

在宅医療に従事される方々へのお願い



ご静聴ありがとうございました。
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（参 考）
在宅医療の推進等に関する資料
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■背景・課題

○ 新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）に入院する小児等を受け入れる在宅医療・福祉連携体制の早急な整備が求めら
れている。

○ ＮＩＣＵを退院し在宅医療に移行する小児等については、専門医療機関との連携の必要性や、福祉・教育等との連
携の重要性など、特有の課題に対応する体制の検討が必要である。

■本事業の目的・概要

○ 医療計画に基づく在宅医療の提供体制の推進状況を踏まえ、地域において小児等の在宅医療に取り組む医療機
関、訪問看護事業所等の拡充、医療・福祉関係機関間の顔の見える関係の構築、関係者への研修の提供等に取り
組むことにより、小児等が安心して在宅に移行できる医療・福祉連携体制を構築する。

○ 在宅にて療養を行う医療依存度の高い小児等及びその保護者に対し、患者の症状等に応じて、医療的ケア等に係
る不安が生じた際の療養上の助言等や、かかりつけ医等の関係機関等との調整を行う相談支援体制を整備する。

【24年度要求額 ：１８０４百万円 】■小児等在宅医療連携拠点事業

（イメージ）

訪問看護、訪問薬
剤指導等

（地域の訪問看護
事業所等）

高度な治療が必要
な場合の入院

（地域中核病院・地
域小児科センター

等）

学校

居宅介護
行動援護

短期入所

転院

日常の訪問診療

（地域の診療所
等）

検査・入院等

（地域の小児科医
療を担う医療機

関）

相談支援
（相談支援事業所）

入院の保
障、技術的
支援

医療型
児童発達支援

退
院

市町村
保健所

以下の活動等を通して地域における包括的かつ
継続的な在宅医療を提供するための体制を構築
する。

① 行政、地域の医療・福祉関係者等による協議
の場の開催
② 地域の医療・福祉資源の把握・活用

③ 小児等の在宅医療の受入が可能な医療機
関・訪問看護事業所数の拡大、専門機関との
ネットワークを構築

④ 地域の福祉・行政関係者の小児等の在宅医
療への促進

⑤ 小児等の患者・家族に対して個々のニーズに
応じた支援

⑥ 患者・家族などに対して、小児の在宅医療等
に関する理解の促進や負担の軽減 28

25年度予算（165百万円）
26年度予算案（151百万円）



患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療を実現するための体制整備支援

○ 人生の最終段階における医療について、医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上
で、患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本として、進めることが重要。

○ このため、平成１９年に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」をまとめ、周知を図っ
ているが、在宅医療提供者に十分認知されているとは言えない状況である中（平成２４年度 人生
の最終段階における医療に関する意識調査）、人生の最終段階における医療に係るより充実した
体制整備が強く求められている（産業競争力会議等）。

人生の最終段階における医療体制整備等事業（仮）

○ 患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療を実現するため、医療機関において、患者
の人生の最終段階における医療などに関する相談に乗り、必要に応じて関係者の調整を行う相談
員の配置や、困難事例の相談などを行うための複数の専門家からなる委員会の設置などを行い、
人生の最終段階における医療に係る適切な体制のあり方を検討する。

医療機関

○ 人生の最終段階における相談員を配置し、患者からの相談に応
じるとともに、必要に応じて関係者の調整を行う。

○ 人生の最終段階における医療の提供に係る職員に対する研修を
実施

○ 困難事例等について相談を受け、適切な助言を行うための、複数
の専門職種からなる委員会を設置（外部から、法律関係者、第３
者含める）

○ 患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療を実現す
るための課題等を把握

○ 海外の状況やがんの専門相談員を参考に、相談員の
育成プログラムを開発

○ 事業実施病院と連携し、相談員の育成の実証

○ 各機関からの困難事例の報告等をとりまとめ、分析し、
人生の最終段階における医療における課題を整理

※ 平成２６年度予算案において
は、このほか、終末期医療の決
定プロセスに関するガイドライン
の周知を別途厚生労働省から行
う予定。

人生の最終段階における医療
に関する知見を有する研究機関

平成26年度予算案
０．５億円
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高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにす
るため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実。

低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料上昇をできる限
り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を見直す。

介護に係る制度改正案の主な内容について

②費用負担の公平化①地域包括ケアシステムの構築

○地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築に向けた地域支援事業の充実

* 介護サービスの充実は、前回改正による24時間対応の
定期巡回サービスを含めた介護サービスの普及を推進

* 介護職員の処遇改善は、27年度介護報酬改定で検討

サービスの充実

○低所得者の保険料の軽減割合を拡大

・給付費の5割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者
の保険料の軽減割合を拡大

低所得者の保険料軽減を拡充

①全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村
が取り組む地域支援事業に移行し、多様化

重点化・効率化

①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ
・ ２割負担とする所得水準を、６５歳以上高齢者の所得上位

20％とした場合、合計所得金額160万円（年金収入で、単身

280万円以上、夫婦359万円以上）。ただし、月額上限がある

ため、見直し対象の全員の負担が2倍になるわけではない。

・ 医療保険の現役並み所得相当の人は、月額上限を37,200円

から 44,400円に引上げ

②低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する
「補足給付」の要件に資産などを追加

・預貯金等が単身1000万円超、夫婦2000万円超の場合は対象外

・世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外

・給付額の決定に当たり、非課税年金（遺族年金、障害年金）を収

入として勘案 *不動産を勘案することは、引き続きの検討課題

重点化・効率化

○ このほか、「2025年を見据えた介護保険事業計画の策定」、「サービス付高齢者向け住宅への住所地特例の適用」、
「居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲・小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行」等を実施

* 段階的に移行（～２９年度）

* 介護保険制度内でサービスの提供であり、財源構成も変わらない。

* 見直しにより、既存の介護事業所による既存サービスに加え、
NPO、 民間企業、住民ボランティア、協同組合等による多様な
サービスの提供が可能。これにより、効果的・効率的な事業も実施
可能。

②特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３
以上に限定（既入所者は除く）
* 要介護１・２でも一定の場合には入所可能

30

*保険料見通し： 現在5,000円程度→2025年度8,200円程度

*軽減例：年金収入80万円以下 5割軽減 → 7割軽減に拡大

*軽減対象： 市町村民税非課税世帯（65歳以上の約３割）

①在宅医療・介護連携の推進

②認知症施策の推進

③地域ケア会議の推進

④生活支援サービスの充実・強化


