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米国FDA及びヘルスカナダからのガイダンス 
 
認証機関への書類提出時の有効な手引き 
 
移行プロトコル品の7年及び10年加速エージング試験の結果 
 
移行プロトコル品商業化の予定 
 
サポートについて 
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本日の内容 



Thank You 
55を超える医療機器製造会社の方を含め、皆様のご協力によって、今日を迎えることが出来ました。 
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米国ＦＤＡ 医療機器・放射線保健センター(CDRH) 
 
ヘルスカナダ 

BSI Assurance UK Ltd 

LNE/G-MED 

 
SGS United Kingdom Limited 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH TÜV 

SÜD Product Service GmbH 
 
中国CFDA済南医療機器検査測定機関 
 
厚生労働省 
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各国の関係省庁及び認証機関 
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米国FDA CDRH 機能的同一性のAffirmation Letter (承認書) 

www.fda.gov www.areyouready.tyvek.com 
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米国FDA レター －第2段落 
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 医療機器の滅菌および継時的なパッケージの完全性の維持におけるタイベック®の機能的同一性
のテストを含む貴社が提出したデータに基づき、FDAは、新規タイベック®は現行品のタイベック®と機
能的に同一であると断定いたします。それ故、FDAからの特別な要求または通知、あるいはリスク
分析上の問題がなければ、医療機器製造業者は新たに510(k)またはPMA Supplement（市販前承

認修正）を提出する必要はありません。これは現行品から最新のスピニングプロセスを使用した移
行プロトコル品のタイベック®へ切替えるパッケージの変更に限ります。 
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米国FDA レター － 箇条書き 
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・変更によるリスクに応じてpremarket submission (市販前提出)が必要かどうかを判断するための 
リスク分析の実施（例：IVD(対外診断薬)における性能および閾値の変化） 
  
・パッケージングおよび滅菌（指定されている場合）プロセスに本変更が与える影響の評価を含む 
（ただしこれに限定されない）Quality System regulation (品質管理規則)に則った変更管理手順の
実施 
  
・Device Master Record (機器原簿)の更新および移行プロトコル品のタイベック®を採用する根拠を
含む（ただしこれに限定されない）Quality System regulation (品質管理規則)に則った本変更に関
連する活動の文書化 
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レガシー タイベック®とは？ 

デュポン社は、米国FDA から機能的同一性の確認書を受領し、移行プロトコル品

の商業化を開始いたしますので、「現行品タイベック® 」という表現はもはや適切で
はありません。 
 
レガシー タイベック®は、これまでの製造設備で製造されたタイベック®を
表す新しい表現です。 
 
デュポン社は、今後の製品パンフレット、報告書及びその他の文書では、
レガシー タイベック®及び移行タイベック®という表現を今後使用します。 
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タイベック®の品番 1073B 及び1059Bは今後も変更ありません。 



「タイベック®1073B及び1059Bの製造工程変更に関連する医療機器製造業者に対する
ヘルスカナダの要求事項」が2014年5月7日にヘルスカナダよりメールにて配信され、
ウェブサイトに公開されています。（www.areyouready.tyvek.com） 
 
個別の文書が2015年9月30日にヘルスカナダより、クラスⅢ及びⅣの医療機器認証取
得会社のレギュラトリー担当者へと送付されており、必要なアクションがその中で説明さ
れています。 

• 2種類の様式が送付されておりますので、双方ともに記入し、責任者のサインの後、
2015年12月31日までに返送する必要があります。 

• 2015年9月30日付Licence Notification（ライセンス通知） 
• それぞれの医療機器のライセンス番号を明記してください。  
  この様式を記入するには2つのオプションがあります。（次ページ参照） 

• 証明ページ(Attestation page) 
• タイベック®が現在製品に使用されいてるかどうかにかかわらず、現在

のクラスⅢ及びⅣ 医療機器認証取得会社からの証明書。証明書にサ
インする責任は、医療機器認証取得会社（製造業者）にあります。 
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規制関連の最新情報ーヘルスカナダ 
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Manufacturer’s Name：製造社名 
 
Manufacturer’s Company ID：製造会社ＩＤ 

XXXXXX, Inc. 

###### 

 
オプション１ 
 2015年9月30日付Licence Notification（ライセンス通知）中の医療機器ではタイベック®

を使用しておりません。 
オプション２ 
** 一つの回答をそれぞれのライセンスごとに選択すること。 
** 一つのライセンスに対して複数の回答を選択することは出来ません。 
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ライセンス
番号 

ライセンス名 タイベック®に関する回答 

NT TOK AP TBD 
1234 Licence ABC 
5432 Licence DEF 

2015年9月30日付LICENCE NOTIFICATION（ライセンス通知）  
 



ヘルスカナダ- 証明コード （スライド１／２） 
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コード 定義 

NT • タイベック®はこのライセンスの医療機器には使用されていません。；又は 
• 移行タイベック®はこれらの医療機器には使用される予定ではありません。 

 (例：この医療機器はタイベック®を使用していますが、製造業者はライセンスを取り下げ
るので、移行タイベック®へ変更されることはありません。) 

TOK • 移行タイベック®のパッケージの形状・構成、滅菌方法、表示された有効期間は、 
デュポン社の試験によってすべて（明らかに適切で、代表的なものとして）網羅されて
います。; 又は、 

• 移行タイベック®のパッケージの形状・構成、滅菌方法、表示された有効期間は、  
デュポン社の実施した試験ではすべてを網羅しているわけではありませんが、ライセン
スを受けたパッケージの形状・構成、滅菌方法、表示された有効期間についての製造
業者の検証の結果、これらは 機能的に同一であり、パッケージの性能を損なうもので
はありません。 

EOG滅菌を使用している場合、EOGの許容残留レベルがヘルスカナダのガイダンス文書
「Recognition and Use of Standards under the Medical Devices Regulations」に従っているか
移行タイベック®を使用した機器を販売する前に、製造業者によって確認される必要があり
ます。 
2014年の通知と上記が合致していれば、医療機器ライセンス変更申請の必要あり
ません。上記の検証結果を製造業者の品質管理システムの中で文書化しておいて
ください。 



ヘルスカナダ- 証明コード （スライド２／２） 
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コード 定義 

AP タイベック®パッケージの形状・構成及び滅菌方法は、デュポン社の試験では網
羅されていません。その他の滅菌方法では、定められた有効期限内に医療機
器の無菌性に悪影響を与えることが予想されます。 医療機器規則のセクショ
ン３４に従って、医療機器ライセンスの変更申請を提出する必要があります。 

TBD これらの医療機器において移行タイベック®に伴う影響の推測がまだ判断できてい
ません。分析を行い、二次検証結果及び2016年度ライセンス通知を2016年12月31
日までに提出します。 



証明ページ(Attestation page) （スライド１／２） 
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オプション1) 
 
□“2015年9月30日付Licence Notification（ライセンス通知）”中の医療機器にはタイベック®を
使用していません。 
 
私は（製造業業者の責任者名）、ここに添付の2015年9月30日付Licence Notification（ライ
センス通知）に掲載されている医療機器にはタイベック®を使用していないことを証明します。又
は移行タイベック®をこれらの医療機器に使用する予定はありません。 
 
Name（名前） Title（役職） 
 
Signature（サイン） Date（日付） 
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証明ページ (Attestation page) （スライド２／２） 
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オプション2) 
□“2015年9月30日付Licence Notification（ライセンス通知）”の表に掲載されているように、 
移行タイベック®を使用する医療機器があります。 
私は（製造業者の責任者名）、 ここに“2015年9月30日付Licence Notification（ライセンス
通知）”の表に記載されている情報は真実かつ完全であることを宣言し、デュポン社の供給さ
れる包装材タイベック®の変更についての知識を有していることを証明します。またこの回答を
もって、それぞれの医療機器記録は特定の注意事項を記録し、改定されたことを証明します。 
TBDのコードを選択した場合、私は2016年度Licence Notificationを提出し、2016年12月
31日までに分析を完了し、署名した証明書を提出することを宣言します。 
 
Name（名前） Title（役職） 
 
Signature（サイン） Date（日付） 
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ヘルスカナダからの通知 

ヘルスカナダは、証明書及びライセンスリストを確認し、製造元のファイル
に追加した後に、それらの作業が完了したことを各レギュラトリー担当者に
メールで通知します。 
 
もし表に不備があった場合（例：一つのライセンスに対して複数回答があった
場合、もしくは、未回答の場合）、修正箇所を明記した上で各レギュラトリー担
当者に返送します。証明書及びライセンスリストを訂正し、15日以内に返送す
ることが求められます。 
 
証明書及び2015年9月30日付Licence Notification（ライセンス通知）の提出

し、ヘルスカナダから通知があった後、医療機器製造業者の次のステップは
次ページに記載されています。 
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以下の場合追加のアクションは必要ありません。 
• 対象の医療機器にタイベックを使用していない場合、又は 
• 対象の医療機器に移行タイベック®を使用する予定がない場合、又は 
• タイベック®の形状、滅菌方法、表示されている有効期限がデュポン社の試験で  

すべて網羅されており、これらの検証結果が品質管理システムで文書化される場合、
又は 

• 製造業者の責任者が、医療機器製造会社が自らのタイベック®のパッケージの形状、
滅菌方法及び表示されている有効期限が、デュポン社のテストに含まれている構成
と機能的に同一であることを宣言し、検証結果は製造業者の品質管理システムに
文書化される場合。又は 
 

医療機器ライセンス変更申請がヘルスカナダに提出される予定の場合。又は 
 
追加の分析が行われる予定であり、ヘルスカナダへの回答を2016年12月31日ま
でに行う予定の場合。 
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ヘルスカナダ 通知後の次のステップ 



クラスⅢ及びⅣのライセンス保持者はヘルスカナダから個別の通知を受け取
ります。 

• レギュラトリー担当者がヘルスカナダからの通知を受け取っていない
場合、ヘルスカナダにコンタクトしてください。 
 

2つの様式が送付されてきますので、2015年12月31日までに記入して返送してく
ださい。 
 
検証結果は必ず製造業者の品質管理システムの中で文書化してください。 
 
様式への回答内容にもよりますが、追加の対応が必要となる場合もあります。 
 
TOKで回答した場合: 

• EOG滅菌である場合、EOGの残留レベルを移行タイベック®使用製
品を販売する前に確認する必要があります。 
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ヘルスカナダ 要約 



3週間以上をかけて、それぞれの組織の方々と面談を行い、特に6点の  
機能的同一性を示さない結果及び非劣性の結果について、Executive 
Summary Report*以上の詳細を説明してまいりました。 
 
すべての機関がデュポン社の分析及び説明に納得しました。 
 
認証機関とのミーティングで、認証機関間の類似点と相違点があるこ
とがわかりました。 
 
その認証機関間の相違点の多くは、所轄官庁の要求によるものです。 
 

*8月に発行されたIndustry Executive Summary Report の13-14 

ページを参照してください。 www.areyouready.tyvek.com  

旭・デュポンのホームページにもございますので、ご参照ください。 
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米国FDA及び5つの認証機関のExecutive Summaryのレビュー 

http://www.tyvek.co.jp/medical/p01.php 
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レポートの参照及びデュポン社のレポートを含めるための要件について
あなたの認証機関と具体的な対応を確認してください。 
  Cell and Participant Reports の機密性について配慮して下さい。 
 
認証機関の主な懸念点は、医療機器製造業者の提出書類が、医療機器個
別の適用について検討されず、単にデュポン社のレポートについてだけ言及
するのではないかという点です。 

  
複数の認証機関で、既に顧客向けのガイダンスが出されています。 
提出が問題なく進むようガイダンスの要件をよく確認してください。 
 
認証機関は、監査プロセス上での文書化に関して、特定の情報を質問する
可能性があるということを認識しておいていください。 
 
要求事項は認証機関によって様々であるということを理解してください。 
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認証機関への書類提出時の有効な手引き 



2013年9月25日のガイダンスは、軽微変更届の提出を求めていましたが、 
法規制の変更があり、それにより手続きの変更がありました。 
 
新たなガイダンスによると、軽微変更届の提出は不要となります。2015年6月
1日のガイダンスの英文翻訳はデュポン社の法規関連のウェブサイトで閲覧
できます。 
 
他の理由のために軽微変更届又は一部変更承認申請を提出する際に、滅
菌包装材料についての記載を削除することも出来ます。 

以下のサイトをご覧ください: 
米国デュポン社ホームページ 
www.areyouready.tyvek.com 
旭・デュポンホームページ 
http://www.tyvek.co.jp/medical/p01.php 
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規制関連の最新情報— 日本 

English  Trans lation of Q&As Pertaining  to Packaging  M aterials: 
 

Q2:   In general, is  it appropriate to assume            Q8:   It is  s tated that “b. If the intended use, 
that it is  not necessary to provide a performance, etc. of the product is  
block diagram of medical electrical affected by manufacturing conditions  for 
equipment in accordance with the a process, the manufacturing conditions  
PAB/MDD Notification No. 63 dated must be provided even when the process  
March 31, 1997, from the Director is  performed at a s ite other than one 

of the Medical Devices  Divis ion, belonging to the licensed manufacturer.” 
Pharmaceutical Affairs  Bureau, What cases  fall under this  s tatement? 
M inis try of Health, Labor and Welfare, In an applicable case, is  it necessary to 
“ Ha n d l in g  o f  Ele ct r i cal  Dia g ra m s  Wh e n  provide a diagram, such as  a process  
Ap p ly in g  fo r  Ap p ro va l  to  M a n u fa ctu re  flowchart?  Also, is  it appropriate to ( Imp o r t )  
M ed ica l  Ele c t ri ca l  Eq u i p m e n t ”?  assume that it is  not necessary to provide 

A2:     If conformity to the official standards regarding information regarding the manufacturing 

electrical safety is included in the items to be s ite where the process  is  performed, 

approved, a block diagram does not need to be and information on clean controls ?  

provided as an item to be approved. If electrical                 A8:     As an example, chemical coating falls under this case. 
safety is ensured in a manner other than conformity It is recommended that diagrams such as a flowchart to 
the official standards, a block diagram may need are used to describe manufacturing conditions 
to be provided; however, a schematic diagram must and processing conditions. H owever, information 
be used in the description if it is needed to explain does not need to be provided regarding the 
the principle of the product for which approval manufacturing site where the process is performed, is 
sought. or regarding clean controls. 

 
Q3:   In general, is  it appropriate to assume            Q14: For previous ly approved products  where 

that it is  not necessary to provide details  the authorization document now states  of 
the sterile packaging materials  for that details  are not required (regarding 
sterile products?  the items covered in Q2, Q3, and Q8), is  

A3:     T his is correct. H owever, for products such as it appropriate to delete this  specification 
contact lens primary containers, information must when other required notifications  are 
be provided on the packaging materials that may submitted for minor revis ions  or partial 

come into indirect contact with blood, body fluids, revis ions  to the approval filing?  
and mucous membranes via the filling liquid. A14:  Yes. 
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DuPont™  Tyvek®  Transition Project 
Japan Regulatory Guidance Update 

PFSB/ELD Notification No. 0601-1 was published on June 1, 2015, by the Counsellor, 
Minister’s Secretariat, Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW) (Director of the 
Medical Device and Regenerative Medicine Product Evaluation Division).   

The following translation is provided for your convenience by DuPont. The 
original document in Japanese is the prevailing document. It can be 
downloaded at: 
http://kensaku.mhlw.go.jp/search?q=cache:v_EOYfFjBwwJ:www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-
Iya kushokuhinkyoku/270601kiki06011.pdf+%96%F2%90H%8B%400601&site=mhlw_collection&client=mhlw_ 
frontend_J&proxystylesheet=mhlw_frontend_J&output=xml_no_dtd&ie=sjis&access=p&oe=UTF-8 

 

English Translation of Preface: 

To: Prefectural Health Department (Bureau) Heads 

From: Counsellor, Minister’s Secretariat, Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW) 
(Director of Medical Device and Regenerative Medicine Product Evaluation 
Division) 

 
Question and Answer Guide on Documentation and Appendices for 
Medical Device Manufacturing and Marketing Approval Filings 
The handling of documentation and appendices for A copy of this Notification has also been forwarded 
to medical device manufacturing and marketing approval                 the Chief Executive of the Pharmaceuticals and 
Medical filings is specified in: Devices Agency (PMDA), the Chair of the Japan 
•PFSB/ELD Notification No. 1120-1* dated November            Federation of Medical Devices Associations ( JFMDA), 

20, 2014, “Items of Note When Preparing Documentation         the Chair of the American Medical Devices and 
for Manufacturing and Marketing Approval Filings for              Diagnostics Manufacturers' Association (AMDD), 

Medical Devices” the Chair of the Medical Equipment Committee of 
the European Business Council in Japan (EBC), and 

•PFSB/ELD Notification No. 0120-9* dated January                 the Representative Executive Secretary of the 
Association 20, 2015, “Items of Note when Preparing Appendices of Registered Certification Bodies (ARCB) under the 
for Manufacturing and Marketing Approval Filings for              Pharmaceutical and Medical Device Law. 
Medical Devices” 

A question and answer (Q&A) guide on the 
documentation and appendices for medical device 
manufacturing and marketing approval filings has 
been prepared and is attached here to be 
disseminated within your organizations and to other 
relevant organizations. 

 
 
 

*Published by the Counsellor, Minister’s Secretariat, MHLW (Director of Medical Device and Regenerative Medicine Product Evaluation Division). 
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各国規制関連機関へのレポート提出状況 



*11のセルが7年及び10年の加速エージング試験及び10年の実経時エージング試験に指定されました。 

23 

滅菌前、滅菌後 

1年の加速エージング・インダストリーサマリーレポート 

3年の加速エージング・インダストリーサマリーレポート 

5年の加速エージング・インダストリーサマリーレポート 

1年の実経時エージング ・インダストリーサマリーレポート 

エグゼクティブサマリーレポート 

7年の加速エージング・インダストリーサマリーレポート*  

10年の加速エージング・インダストリーサマリーレポート*  

3年の実経時エージング ・インダストリーサマリーレポート 

5年の実経時エージング ・インダストリーサマリーレポート 

10年の実経時エージング ・インダストリーサマリーレポート* 

 

2014年10月 

2015年2月 

2015年6月 

2015年7月 

2015年8月 

2015年8月 

2016年3月 

2016年9月 

2017 

2019 

2024 

Timing 

移行プロジェクト Industry Summary Reports の発行時期 
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今日までのデータ 
移行プロトコル試験のデータは、50,000を超えるシール強度試験、2,500を超える
バクテリアバリア性の試験を実施しています。 
要約すると以下のような結果になります。 

• シール強度 :798のうち796の結果が機能的に同一である。 
• バクテリアバリア性:  468のうち468の結果全てにおいて同等である。 
• パッケージの完全性: 14,040のうち14,039において染料浸透せず。 
• 目視検査: 114,729のうち114,726の結果において材料及びパッケージの

欠陥なし 
 

8月に発行されたIndustry Executive Summary Reportの11ページに、 
パッケージの完全性についての機能的同一性の検討が含まれています。 

 

結論:試験結果は移行タイベック®が機能的に同一であることを示しています。 
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移行プロトコル試験についての最新情報 
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インダストリーサマリー: 7年の加速エージング試験後（7/11セル）の 
シール強度の中間結果 (ASTM F88) 
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インダストリーサマリー:10年の加速エージング試験後（3/11セル）の 
シール強度の中間結果 (ASTM F88) 
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滅菌による影響も含めた7年の加速エージング試験のデータ 
• 破裂強度 
• 引張強度 
• 引張伸度 
• バクテリアバリア性 (ASTM F2638) 

 
滅菌による影響も含めた10年の加速エージング試験のデータ  

• 細胞毒性 
 
日本 食品衛生法 
 
移行タイベック®

 仕様特性－変更なし 
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最新－デュポン社の移行プロトコル品のデータ 
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デュポン社ホームページにすべての情報が掲載されています。 
：www.areyouready.tyvek.com 

 
滅菌による影響も含めた7年の
加速エージング試験のデータ 
 

Documents on this website 
will be available through 
5-Year Real-Time Aging (2019) 
 

インダストリーエグゼクティブサマリーレポート 
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試験概要 

仕様特性 
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米国デュポン社ホームページ規制関連の概要  
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米国FDA 機能的同一性のAffirmation Letter (承認書) 

2015年6月 日本 ガイダンス 

2015年9月 ヘルスカナダ ガイダンス 



米国FDA 
• 米国FDAからの書面にある3つの箇条書きの点に合致していることを確認し

てください。 
• クラスⅡ及びⅢの医療機器では、移行タイベック®の使用開始前に、それぞ 
    れのDevice Master Record （機器原簿）にレターを保存してください。 
 

ヨーロッパの認証機関 
• 認証機関のガイドラインに従って、リスクアセスメント及び通知を完

了させてください。 
• ヨーロッパでクラスⅢの医療機器を販売している企業は、認証機関

への提出を完了させてください。 
 

ヘルスカナダ 
• クラスⅢ及びⅣの医療機器をカナダで販売している企業には、ヘルスカナダ
からの様式が各社の法規担当者に2015年9月30日付でメールで送付されて

います。証明書へのサイン及び提出の責任は医療機器認証取得会社（製造
業者）にあります。 

• 提出期限等に関しては、ヘルスカナダのガイダンスを参照してください。 
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医療機器製造業者のための有効な手引き 



レガシー及び移行タイベック®ともに、デュポンから医療用包装製造会社(SPM)
へ販売が可能です。 
 
デュポン社は、顧客の要望、法令順守のための検証書類の提出、短期的な供給
の制約など実際の問題点等を認識しています。 
 
デュポン社は、お客様の要望にお答えして、2016年6月まで          
レガシー タイベック®を販売することにしました。 
 
SPMは、各社在庫管理システムを独自で持ち合わせています。 
レガシー タイベック®の供給に関するご質問に関しては、SPMにご確認くださ
い。 
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移行プロトコル品商業化計画の最新情報 



今年は例年以上に医療用のタイベック®の出荷量が多く、昨年同期比40％
以上の需要になっています。 
 
 
その結果、デュポン社は供給制限をしています。ただしその供給制限は2016
年の中旬には解消される見込みです。 
 
この間お客様の需要に応えるため、レガシー タイベック®を2016年の6月まで
供給することに決定しました。 
 
現在最終的にレガシー タイベック®をいつまで生産するかのアナウンスはしてい
ませんが、お客様の混乱がないように十分な余裕をもってアナウンスいたします。 
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2015年は記録的な生産を行いました 



デュポンセミナー 
• ダラス（テキサス） 10月20日 
• イーストランシング（ミシガン） 11月10日 

 
メディカ/コンパメッド デュセルドルフ（ドイツ） 11月16日～19日 
 
 
グローバルウェブキャスト（10月6日） www.medicalpackagingcommunity.com 

Tyvek® Rx eNewsletter  11月発行予定  

www.transition.tyvek.com 
 
www.areyouready.tyvek.com 
 
http://www.tyvek.co.jp/medical/p01.php 
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今後の予定 
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The Bottom Line 
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米国FDA確認文書 
 

ヘルスカナダからのガイダンス 
 

認証機関での提出書類の承認 
 

インターチェンジャビリティー（移行タイベック®とレガシー タイベック®） 
 

移行タイベック®の使用開始時を医療機器ファイルに記録 
 

レガシー タイベック®の供給延長 
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Thank You to the hundreds of 
DuPont employees around the 
world from R&D, technical, 
manufacturing, QA, regulatory, 
sales and marketing who have 
dedicated their time and talent to 
help ensure the success of MPTP. 

Recognizing the DuPont MPTP Team and Our Media Partners 
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40年以上にわたるデュポン製品の信頼性、技術知識、迅速なグローバル 
レスポンス 
 
医療機器、医薬品分野への供給、そして世界中の人、重大なプロセス
の防護に責任をもちます 

• 継続的かつ信頼のおける製造工程への投資 
 
皆様の現在および将来のニーズに合うよう新しい感染防止への挑戦に取
り組んでいきます 
 
 

Thank You 

Copyright © 2015 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval Logo and Tyvek® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.  (10/15) 

36 

最後に 
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www.transition.tyvek.com 
www.areyouready.tyvek.com 

http://www.tyvek.co.jp/medical/p01.php 

Questions? 
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今回のこの資料は10月6日に米国にて行われたWebcastで使用されたプ
レゼンテーションの日本語訳です。このWebcastは一年間オンデマンドで
ご覧になれます 
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Thank you! 
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