臨床工学技士のための
医療機器の安全性情報報告制度の手引き

医療機器の不具合の報告は医療機関から直接厚生労働省へ
提出することが義務付けされています。
これらの報告書の作成は臨床工学技士が担っています。

1．はじめに
医療機器の高度化に伴い、国民の医療に対する関心が高まってきています。医療に携わる者は、この
医療機器を最大限に活用することで国民の医療に貢献し、さらに安全かつ安心して使用できるものにし
なければなりません。
しかしながら、
この医療機器の不具合による事故等の発生は増加傾向にあります。
日頃、私たち臨床工学技士が使用している生命維持管理装置は、市販後の医療機器に対する安全対策
の一つに不具合報告制度がありました。この不具合報告制度には、製造販売業者等からの義務付けられ
た報告である企業報告制度と医療機関等からの報告である医薬品・医療機器等安全性情報報告制度があ
りましたが後者は必ずしも義務でなく任意報告でした。
しかしながら、医療安全をより強力に推進するために平成14年7月31日に公布された「改正薬事法」
にもとづき、医療機関から厚生労働省への報告が義務づけされました。
（完全施行日平成 17 年 4 月 1 日）
特に医療機器に関する安全性情報報告制度（以下「報告制度」という）、に関しては、医療機器を取
り扱う専門職として臨床工学技士がその推進の役割を担っています。
本号では、今までの「報告制度」の歴史及び現在の「報告制度」の概要を理解したうえで、臨床工学
技士として「報告制度」に準拠した報告書を具体的に如何に作成するかについて 手引き として纏め
ました。
医療機器の安全性確保のため、今後、より深く「報告制度」に対して臨床工学技士が関与・貢献し、
結果として臨床工学技士の社会的使命を果たしてゆくことが望まれます。

2．医療機器の安全性情報報告制度（
「報告制度」
）の流れ
過去から現在に至るまでの「報告制度」の流れを簡単に述べてみます。
第１期（医療用具モニター制度）
昭和 59 年 11 月 16 日

薬発第 899 号薬務局長通知「医療用具モニター制度の発足について」

医療用具の使用に際し、発現した有害事象の収集が開始されました。
ただし、対象病院は大学病院、国立病院等の約 250 のモニター指定病院のみでした。
第２期（医薬品・医療用具等安全性情報報告制度）
平成 9 年 3 月 27 日

薬発第 421 号薬務局長通知「薬事法等の一部を改正する法律の施行について」

医療機器の適正な使用により
より安心のできる医療の提供を！
改正薬事法が平成15年7月30日から施行されます
医療機器の不具合は医療機関から直接厚生労働省へ報告することが法制化されました
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例えば、こんな時には厚生労働省ま
でご報告を！

詳しくは、
http://www
.mhlw.go.jp をご覧下さい。
報告書は、

医療機器の不具合により
○死亡、障害、治療のための入院又はその延長
が起こったとき、
又はそのおそれがあるとき
○感染症が起こったとき
○添付文書に記載されていない事象が起こっ

報告先：厚生労働省医薬食品局安全対策課
ＴＥＬ.03-3595-2435
ＦＡＸ.03-3508-4364

http://www
.pharmasys
.gr.jp
/info/houkoku.html をご覧下さい。

直接報告が
法制化されました

たときなど

引き続き、
医療機器企業等が収集する不具合等の
情報収集活動にもご協力をお願いします。

医療機器の不具合に関する

報告書の作成は
臨床工学技士が
担っています。

平成17年度より「医療用具」が「医療機器」と法制上の名称が変更
されることを踏まえ、このポスターでは「医療機器」という名称
を前倒しして用いています。

（社）日本臨床工学技士会
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第４期（改正薬事法の完全施行）
平成 17 年 4 月 1 日

薬食発第 03170006 号「医療機関等からの医薬品または医療機器についての副作

用、感染症および不具合の法制化に伴う実施要領の改訂について」
医療の現場で医療機器の使用によって発生する健康被害等の情報（副作用情報、感染症情報及び不具
合情報）を医薬関係者等が直接厚生労働大臣へ報告する制度で、
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薬関係者に情報を提供し、医療機器の市販後安全対
策の確保を目的とされました。又、従来「医療用具」としての呼称が「医療機器」として改訂・統一さ
れました。
対象は全ての医療機関、薬局で厚生労働大臣に対し FAX 又は郵送に加え電子報告での直接報告が義
務づけられています。
報告すべき内容は、医療機器の使用による副作用、感染症又は不具合の発生（医療機器の場合は健康
被害が発生する恐れのある不具合も含む）について、保険衛生上、危害の発生又は拡大を防止する観点
から報告の必要があると判断された情報（症例）です。
また、報告者としては薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その他
病院等において医療に携わるもののうち業務上医療機器を取り扱う者とされました。
（臨床工学技士は
医療機器を取り扱う者

に含まれます）

平成 16 年度の医療機関報告の報告者職種別データー及び平成 16 年度 12 月までの医療機関報告の推
移を図 2、3 に示します。
（日本医療機器産業連合会発行「第 5 回安全性情報管理講習会資料」からの承
諾を得て転載）
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3．医療機器不具合等の情報の収集・提供体制の概略
現在の日本における医療機器不具合等情報の収集・提供体制は

図 4 のようになっています。
（日

本医療機器産業連合会発行「不具合報告書等の手引書第４版」からの承諾を得て転載）
本図の中で臨床工学技士が係わる特記事項として：
・医療機関から厚生労働省へ（並行して製造販売業者等へ）不具合等報告を直接提出すること。この
役割は臨床工学技士が担っていること。
・厚生労働省から職能関係団体（含む日本臨床工学技士会）へ安全性情報の提供がなされ、各団体か
ら関係各位へ衆知徹底をおこなうこと。
等が望まれています。
注：総合機構とは「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」
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4．報告書作成の手引き
平成 17 年 5 月、厚生労働省から「報告制度」に関し次ぎのような啓発リーフレットが（図 5）発
信されました。報告に対しての注意事項は下記のとおり指導されています。

図５

医療機器の安全性確保の一環として、今回制定された改正薬事法「報告制度」の徹底が望まれます
が、前頁記載の「医療機関からの「報告制度」の意義・社会的使命」の要点として、特に臨床工学技士
の役割として下記を徹底していくべきと思われます。
・医療機関から臨床現場での使用結果に立脚した不具合等の厚生労働省への直接報告制度が法制化さ
れました（並行して医療機器業界への報告も望まれます）。
医療の安全性の確保には報告制度の着実な運用が必要であります。
・業務上医療機器を取り扱うものとしての臨床工学技士が明確化されました。
従って、この報告書の作成は、医療機器の専門職である臨床工学技士が担っています。
・多くの報告・情報をもとに、厚生労働省から安全対策に関する指導・指示がされますが、これらの
指導・指示を理解し、広く啓発していくことが必要です。
これらを遂行することにより医療機器の有効性・安全性が図られますが、この推進に関しては行政
からも臨床工学技士に対し大きな期待が高まっています。
・一方医療機器業界と医療機関は互いに行うべき事項を遵守し且つ協調し、医療機器の有効性・安全
性確保を互いに尽力しなければなりません。
医療機器専門職の臨床工学技士が率先してこれら「報告制度」を推進・実行してゆくことは国民に安
全な医療を提供・推進することに繋がり、結果として臨床工学技士の社会的使命の一環を全うすること
になります。

ࠍ⋡⊛ߩ৻ߟߣߒߡቯߐࠇ߹ߒ

ోᕈߩ⏕ࠍࠃࠅᒝൻߔࠆߎߣ

ᡷᱜ⮎ᴺߪක≮ᯏེߩലᕈ

ᡷᱜ⮎ᴺ
ާෘ↢ഭ⋭ި

ᵈ㧟

ක≮ᯏ㑐

ႎ๔ᦠߩᚑߪ⥃ᐥᎿቇᛛ
჻߇ᜂᚻߢߔ

ߦ┙⣉ߒߚਇౕว╬ߩႎ๔ߩឭ߇ᦸ߹ࠇ߹ߔޕ

ߟද⺞ߒޔක≮ᯏེߩലᕈోᕈ⏕ߦߦዧജߒߥߌ

          ╬߇ߍࠄࠇ߹ߔ                               ޕ

          ԙGQP ߮ GVP ᐲޔGMP ߩᒝൻ                                  

ߐࠇࠆߎߣߦࠃࠅޔක≮ᯏེߩലᕈోᕈ߇࿑ࠄࠇߡ߹ߔޕ

ౕ⊛ߦߪԘක≮ᯏེߦଥࠊࠆࠧ࠹ࠞޟ㧙ߩޠዉޟޔోኻ╷                   ߒ⋥ߩޠᵈ㧠㧦ᄙߊߩᖱႎࠍ߽ߣߦޔෘ↢ഭ⋭߆ࠄోኻ╷ߦ㑐ߔࠆᜰዉᜰ␜߇

ߩⷰὐ߆ࠄᐲߩᄢߥ⋥ߒ߇࿑ࠄࠇ߹ߒߚޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇ                                   ޕ

 ᵈ㧝㧦Ꮢ⽼ᓟోኻ╷ߩలታߩߚޟㅧ⽼ᄁᬺ⸵ޠนᐲ߇ᣂߚߦቯߐࠇޔലᕈోᕈ⏕              

                                                           ᵈ㧟㧦ᬺ⇇ߣක≮ᯏ㑐㧔⥃ᐥᎿቇᛛ჻㧕ߪߦⴕ߁ߴ߈㗄ࠍㆩߒ

✚วᯏ᭴

                                      ෘ↢ഭ⋭
           
                                    ާක⮎㘩ຠዪోኻ╷⺖ި
              ᵈ㧞㧦࿁ߩᡷᱜ⮎ᴺߢߪޔක≮ᯏ㑐߆ࠄߩ⥃ᐥ႐ߢߩ↪⚿ᨐ

߆ࠄᴺൻ㧕

ਇౕว╬ߩ⋥ធႎ๔ᐲ

ක≮ᯏ㑐߆ࠄߩਇౕว╬

ᵈ㧞

⋥ធႎ๔ᐲ㧔H15/7/30

ާ⥃ᐥᎿቇᛛ჻ި

ㅧ⽼ᄁᬺ߆ࠄߩ

ᵈ㧠
                                  ోኻ╷ߦߟߡᜰዉᜰ␜

                           

                                     ᖱႎߩឭଏ   
ߚ
ක≮ᯏེᬺ⇇
                            
ާㅧ⽼ᄁᬺި
ද⺞
                               
ᵈ㧝
                                     ࡈࠖ㧙࠼ࡃ࠶ࠢ

  

⊛ߩ㆐ᚑ߳ߣ❬߇ࠅ߹ߔޕ

ߩޟႎ๔ᐲߩޠផㅴ߇⋉ޘ㊀ⷐߣߥࠅ⏕ࠍࠄࠇߎޔታߦታⴕߔࠆߎߣߦࠃࠅක≮ᯏེߩోᕈ⏕ߦነਈߒ߹ߔޕ⚿ߩߎޔᨐߣߒߡ⥃ᐥᎿቇᛛ჻ߩᬺോᄢะ߮␠ળ

߹ߢߩ⺑ࠍ✚ߔࠆߣޔᰴߩࠃ߁ߥ⋧㑐࿑ߢޔක≮ᯏེᬺ⇇ޔක≮ᯏ㑐߮ෘ↢ഭ⋭ߩ㑐ଥᓎഀᦼᓙ߇✚ߐࠇ߹ߔޕක≮ᯏ㑐ౝߢߪޔක≮ᯏེߦ⋥ធ៤ࠊࠆ⥃ᐥᎿቇᛛ჻

                                                                     ක≮ᯏེᖱႎ▤ℂᆔຬળ

                                                                         ᐔᚑ 18 ᐕ 2 

㧡㧚ක≮ᯏ㑐߆ࠄߩޟႎ๔ᐲߩޠᗧ⟵␠ળ⊛

6．おわりに
現代の医療には、医療機器の使用が不可欠となっていますが、その使用によって発生する健康被害等
の報告は、年々、増加傾向にあります。このような中で、医療の安全性の確保には、医療機器の不都合
を早期に報告し、情報を分析・評価し、必要な安全対策を講じ、医薬関係者に情報を提供するという
「医療機器安全性情報報告制度」の着実な運用が必須となります。今回、改正薬事法の完全施行が１７
年４月１日より始まり、従来の、医療機器の業界側からの報告義務だけでなく、医療者側にも、その義
務が生じることになりました。行政（厚生労働省と総合機構）の関わりについても一層、明確化されて
います。
また、改正薬事法上の医療側の報告者として、開設者及び 3 師（医者・歯科医師・薬剤師）の他、業
務上医療機器を取り扱うものとして臨床工学技士の名称が明確に記載されました。
これまでも、私たちは、医療機関における医療機器の専門職として、
（医療機器の）安全確保の実績
と技術を培ってきましたが、この地道な努力が認められたものです。
このような状況において、
厚生労働省においても臨床工学技士への役割期待が急速に高まってきてい
ます。臨床工学技士として、積極的にこの「報告制度」の推進を行うことが、医療機器の安全性確保に
つながりひいては、
各種の医療機器を使用した治療の質の向上と安全確保を推進するという臨床工学技
士の社会的使命の履行につながっていくことになります。
この冊子（報告制度）が、国民が安心して医療を受けられ、人々の健康を守るために医療・福祉の進
歩・充実に臨床工学技士が貢献するという本来の目的に大きく寄与できるものと期待し、確信しており
ます。

医療機器安全情報報告書のフォーマット

●次ページに『医療機器安全性情報報告書』の記入例を示す。

『医療機器安全性情報報告書』の記入例
① 患者イニシャル： 臨床 太郎 Ｒ・Ｔと記入して下さい。
② 不具合・健康被害発現年齢： 対象となった患者様の年齢を記入して下さい。
③ 身長： 対象となった患者様の身長を記入して下さい。
④ 性別： 対象患者様の性別を記入して下さい。
⑤ 妊娠： 対象患者様が女性のみ記入して下さい。
⑥ 体重： 対象患者様の体重記入して下さい。
⑦ その他特記すべき事項： 飲酒：喫煙、アレルギー等、その他があれば記入して下さい。
⑧ 不具合・健康被害の原因と考えられる医療機器
製品名： 不具合が生じた医療機器名 （例：輸液ポンプ）を記入して下さい。
製造販売業者名： 製造・販売会社の名前を記入して下さい。
認証番号・ロット番号・製造番号等： 不具合が生じた機器の LOT 番号・ＪＡＮコードを記入して下さい。
⑨ 不具合・健康被害の状況
医療機器の不具合： 無・有 （内容：）
： 点検時または使用時に不具合が生じた内容を記入して下さい。
（例：ポンプの不具合により設定量と注入量が違った）
患者等の健康被害：無・有 （内容：）
： 患者様に被害が及んだ場合にその内容を記入してさい。
（例：注入量が少なく患者様の血圧が下がった）
⑩ 医療機器の不具合・健康被害の発生経緯
使用開始日時： 使用機器の不具合が発生した期間においての使用開始日を記入して下さい。
不具合発生日時： 使用機器の不具合が発生した年月日を記入して下さい。
その後の発生（再発生）
：不具合発見後に再び同じ現象が発生した時の年月日を記入して下さい。
⑪ 医療機器の用途 （使用目的、併用した医療機器／医薬品）
使用目的： どのような疾患患者様にどのような目的で医療機器を使用したのかを記入して下さい。また、不具
合を生じた機器と併用しで使用した医療機器があれば記入してください。
（例： 輸液ポンプ シリンジポンプ 人工呼吸器）
⑫ 医療機器の取扱者
機器を取り扱った者もしくは、発見した者の職種を□の中にチェックして下さい。
⑬ 不具合・健康被害後の患者の症状、処置等に関する経過及びコメント
機器の不具合が発生した日時と、具体的な内容を記入して下さい。
この不具合によって患者様にどのような被害（症状）が生じ、その症状に対してどのような処置を行い経
過がどのようになったかを記入して下さい。
⑭ 医療機器の構造的、材質的又は機能的欠陥に関するコメント
発生した不具合が、構造・材質・機能的な面から考えられる要因についてわかる範囲で記入して下さい。
⑮ 報告者意見欄 （再発防止の対処方法、類似した不具合・健康被害が発生する危険性、類似した不具合によ
り想定される健康被害の程度等）
不具合に対しての再発防止策（例：使用しない）を具体的に記述して下さい。また、このままの状態で使
用すると患者様への健康被害がどの程度になるかを予想できる範囲で記述して下さい。
⑯ 報告日
報告者の氏名・施設名・住所・連絡先を記入して下さい。
⑰ 製造販売業者への情報提供の有無
不具合が発生した機器の製造・販売会社への情報提供の有無と機器の処遇について記入して下さい。

