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FDA の一室から
米食品医薬品局医療機器・電磁波製品審査センター
循環器医療機器審査部審査官

内田毅彦
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2. 機器が試験や評価に用いられるが，患者・使用者には直接販売され
ない場合（ただし，臨床試験を実施する場合は別途治験届が必要）
3. 他社製の既承認医療機器を販売する場合
（
「製造A社，販売B社」
など
社名を包装に記載できる）
4. 添付文書や諸条件を変えずに，既承認の他社製医療機器を包装・梱
包し，販売するほとんどの場合
5. 医療機器改正法施行
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前に承認された医療機器で，
適応や性能が変わらない場合
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（注5）開発業務受託機関。
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