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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

（第 3 種郵便物認可）
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（IDE）
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〈表 1 〉医療機器，医薬品などの承認に必要な手続き

や医薬品とされている以外のものと
いう定義である。

る。
【スポンサーの責

治験届

承認審査

医療機器
既存機器と同等
同等でないか，要PMA

IDE
IDE

510(k),
PMA, PDP

医薬品
処方薬，新市販薬
市販薬

IND
不 要

NDA, ANDA
時に必要

食品
一般に安全と認められるもの
食品添加物
食品包装物

不 要
不 要
不 要

不 要
食品添加物規制
FCS 通知

サプリメント
新規
新規でない

不 要
不 要

NDI 通知
不 要

PDP：Product Development Protocol，IND：Investigational New Drug
Application，NDA：New Drug Application，ANDA：Abbreviated New Drug
Application，FCS：Food Contact Substance，NDI：New Dietary Ingredient

注 ）http://www.accessdata.fda.gov/
scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm

〈表 2 〉治験スポンサーの責務
1. 一般的責務（21 CFR 812.40,42,43）
研究者（治験責任医師）を適格に選び，治験実施のための十分な情
報を提供する。モニタリングを実施し，IRB，FDAの承認を得る
2. 治験機器の管理（21 CFR 812.43）
定められた研究者以外に治験医療機器を供与してはならない
3. 研究者との契約（21 CFR 812.43）
以下の項目に関する書面契約
a.研究者たちの履歴書
b.治験を実施するに十分な経験が確認できる資料
c.過去にその研究者が携わった試験が中止になったことがある場
合，その説明
d.研究者が契約や研究計画，IDEの内容，IRBやFDAの承認条件に
沿って研究を実施すること，またインフォームド・コンセントの
取得や治験機器の管理を正しく行うことの確認
e.研究費・金銭問題に関する適切な情報開示
4. 研究者への情報提供（21 CFR 812.45）
研究計画と治験医療機器に関する情報をすべての研究者に提供する
5. モニタリング（21 CFR 812.46）
a.研究者のコンプライアンス：研究者の遵守事項違反を見つけた場
合，直ちにその研究者による研究を中止させ，機器の処分や回収
に努める
b.不測の有害事象：不測の有害事象が発生し，被験者への不利益に
よって研究継続を断念せざるをえない場合，情報を得てから15営
業日以内に中止を判断，判断から 5 営業日以内に試験を中止する
c.中止した研究の再開：一度中止した研究はIRBとFDAの承認なし
に再開できない
6. 記録と保管（21 CFR 812.140）
a.必須文書を含むすべての関連文書
b.機器の搬送入，処分に関する記録
c.研究費に関する情報開示を含む研究者との契約書
d.有害事象に関する記録など
7. 報告書（21 CFR 812.150）
以下の項目についてFDA，IRBに報告義務がある
a.不測の有害事象
b.FDAまたはIRBでの承認取り消し
c.最新の研究者リスト
d.試験の進齏状況
e.機器の不具合
f.最終報告書など

