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変更管理についてのお願い 

   デュポン™タイベック®メディカルパッケージング移行プロジェクト
（MPTP）についてデュポンは、北米、欧州 およびアジアの規制当局
と取り組み、それぞれの規制当局からガイダンスが出ています。 

  しかし、品質システム要件に準拠するために、医療機器製造会社は、
規制当局からのガイダンスを考慮して、各自の変更管理手順に従う必
要があります。その際に適切であればデュポンからの試験結果データ
を使用して、その変更管理に対する各自の結論を文書化してください。 
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①日本での手続き 

平成27年6月1日 薬食機参発0601第1号  
医療機器の製造販売承認申請及び添付資料に関する質疑応答集（Q&A）について 
この質疑応答集では、包装材料についてＱ＆Ａの「３」と「１４」に以下の記載があります。 
Ｑ３       滅菌品の滅菌包装材料に関する記載は原則不要と考えてよいか。 

Ａ３     貴見のとおり。（以下略） 

Ｑ１４ Ｑ２、Ｑ３及びＱ８で記載は不要としている事項を承認書に記載して承認されている品目にお     
いて、当該事項に変更が生じた場合には、変更時に承認書の変更手続きは不要であり、変更後の軽
微変更届又は一部変更承認申請の際に当該記載を削除することで差し支えないか。 

Ａ１４ 貴見のとおり。                             
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承認書・認証書の確認 記載事項に変更 

なし 手続き不要 

あり 手続き不要 
軽微変更または 

一部変更の際に削除 



②米国での手続き 

  デュポンの試験結果データとFDAからの承認文書を参考に、各自の変更管理手順に
従って評価し、その結果を文書化してください。 

  米国FDAの医療機器・放射線安全センター（CDRH）が、次のようなガイダンスを発
行しました。 

 「現行品と移行プロトコル品が機能的に同一だと認めた場合、医療機器製造会社は登
録済みの医療機器の510K（クラスⅡの医療機器）、またはPMA（クラスⅢの医療機
器）の修正申請は必要ありません。ただし、各医療機器製造会社は、この移行をデバ
イスレコード（医療機器記録書）に文書化してください。」 

  と記載されています。次ページの拡大部分をご参照ください。 

手続き不要 FDA承認後 
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FDAからのガイダンス 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
As you can see in this letter, upon successful completion of the proposed tests and demonstration of functional equivalence, the FDA will not routinely require Sponsors to amend either their 510(k)s or PMAs.



③EUでの手続き 

      CE認定を受けている製品を販売している医療機器メーカーは、クラスによって対応が異なりますの
で注意してください。                                                         

  クラスⅠs, Ⅱa, Ⅱb*：認証機関への手続き（変更通知）は不要ですが、現行品と移行プロトコル品
の内部評価を行なう必要があります。各自の滅菌基準に従って、変更管理手順内でデュポンの試験結
果等の情報を評価し、品質システムを通じて変更を実施してください。その検証は次回の認証機関の
監査にて行われます。                                     

  クラスⅢ：ガイダンスは、次ページの拡大部分を参照してください。                  
早急に各認証機関へコンタクトしてください。変更届の内容を確認することおよび、審査プロセスを
計画する上で、できるだけ早くご相談いただくことを推奨します。                     

  * AnnexⅢ証明書にあるようなタイプ分類手順において分類されているクラスⅡbの医療機器について
は、変更通知が必要な場合があります。このようなケースについては、認証機関に相談してください。                              

• 手続き不要 クラスⅠs,Ⅱa,Ⅱb* 

•認証機関に変更届を提出 クラスⅢ 
FDA承認後 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2014/11/26　前原さん・鈴木さん　BSI：変更があればどのクラスにおいても変更通知は必要であります。　BSIの変更届の書式がある（ネットで申請、審査はUK）。通常であれば変更届の受理ですむが、審査の必要であれば60日程度かかる。　クラス1,2について変更必要ないということであればデュポンに特例をだしているのでしょう。MDM大手は、UKのBSIに申請していることもあるでしょうが、だいたいは日本が窓口で対応している。
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EU認証機関のガイドライン 
  （BSI, LNE, SGS, TÜV SÜD, TÜV Rheinland) 

※その他の認証機関の場合は旭・デュポンに
ご相談ください。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
As you can see in this letter, upon successful completion of the proposed tests and demonstration of functional equivalence, the FDA will not routinely require Sponsors to amend either their 510(k)s or PMAs.



④カナダでの手続き 

  カナダへ医療機器を輸出している場合は、Health Canadaから下記のガイドライン
が直接各医療機器メーカーに送付されていると思われます。                         

  このガイドラインには、「クラスⅢ、Ⅳの医療機器のみに変更届が必要です。医療
機器メーカーはデュポンが提供しているパッケージの構成や滅菌プロセスの情報を
もとに検証を進めてください。適合する情報がない場合は、この変更がどれくらい
自社のプロセスにインパクトがあるかどうかを見極め、その検証を報告してくださ
い。」と記載されています。次ページの拡大部分を参照ください。 

  変更届の書式は今後Health Canadaより各医療機器製造会社に送付される予定です
のでそれまでお待ちください。 

   

 

•手続き不要 クラスⅡ 

•Health Canadaに変更届を提出 クラスⅢ,Ⅳ 
FDA承認後 
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注：デュポンから提供している情報は、セルディスクリプターで確認することができます。 
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Health Canadaのガイドライン 
     



  中国CFDA済南医療機器検査測定機関において機能的同一性が確認されました。 

  この報告書には、「最新のタイベック®製造ラインの製品と現行のタイベック®は、全ての試
験結果において機能的に同一であり、また、劣っている項目も無く、全ての結果が判定基準
に合格しました」と記載されています。 

  通常、申請時に包装材料に関する記載は必要とされていません。ただし、申請時に包装材料
について記載し、それに対して変更がある場合には、医療機器自体の変更とみなされる場合
がありますので、中国CFDAにご相談ください。変更届を提出する必要がある場合は、変更通
知に中国FDAからの機能的同一性を示す試験結果（次ページ）を添付するとよいでしょう。   
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注：日本の承認書および認証書をそのまま翻訳し提出している場合を指します。 

⑤中国での手続き 

記載内容の確認 記載事項に変更 

なし 手続き不要 

  あり 変更届 
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Conclusions: 
“For the DuPont™ Tyvek® products 
manufactured with DuPont’s latest flash 
spinning technology and current 
manufactured DuPont™ Tyvek® 
products, all the testing results meet the 
criteria of functional equivalence and 
non-inferiority under the DuPont 
Validation Protocol.” 

中国CFDAからのレター 



⑥その他の国での手続き 

現在その他の国における情報を持ち合わせておりません。 

各自お問い合わせください。 
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移行プロトコルの詳細については、以下のウェブサイトをご参照ください。 
 

www.transition.tyvek.com 
www.areyouready.tyvek.com 

www.tyvek.co.jp/medical/protocol/ 
 
 
お問い合わせ先 
 
旭・デュポンフラッシュスパンプロダクツ株式会社  
担当    松田・立松・石井 
電話番号  ０３-５５２１-２６００ 
E-mail     tyvek.japan@dupont.com 

http://www.tyvek.co.jp/medical/
http://www.tyvek.co.jp/medical/
http://www.areyouready.tyvek.com/
http://www.tyvek.co.jp/medical/protocol/


Copyright © 2014 DuPont.  All rights reserved.   
The DuPont Oval Logo, DuPont™, デュポン™, Tyvek®,         
タイベック®は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。 
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