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海外規格紹介

医療機器輸出の障壁となる安全規制
自力でハードルを越えるための支援を提供
企業が自社製品を輸出する場合、大きな障壁となるのが、各国の安全規制

です。国ごとに異なる規制への対応は、初めて輸出に取り組む企業にとって
大きな負担になります。FDA 申請や各国薬事法規制、医療機器製品の機能
安全について担当している忍足光史専門相談員に話を聞きました。
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CE マーキングが必要とされる欧州指令
指令名称
製品例
能動体内埋込用医療機器指令 心臓ペースメーカー
ガス機器指令（GAD）
ガス暖房器
人員用ケーブル輸送設備指令
ケーブルカー
建築資材規則
建築資材
エコデザイン（ErP）指令
モーター、冷蔵庫
EMC 指令
電気製品全般
防爆（ATEX）指令
耐起爆性部品、部位
起爆装置指令
爆薬、燃料
温水ボイラー指令
ボイラー
※１
体外診断用医療機器指令（IVDD）
試薬用紙、保管容器
リフト指令
エレベータ
低電圧指令（LVD）
電気機器
機械指令（MD）
産業機械
計量器指令（MID）
ガス・電気・水メータ
医療機器指令（MDD）※２
医療機器
騒音指令
建機、芝刈り機
非自動重量計（NAWI）指令
重量計
人体保護具（PPE）指令※３
防護服、ヘルメット
圧力機器指令（PED）
消化器、ボイラー、弁
花火用品指令
花火、着火装置
無線機器指令（RED）
通信機器
レジャー用船舶指令
小型船舶
RoHS 指令
電気製品全般
玩具指令
おもちゃ、自転車
簡易圧力容器指令（SPVD）
圧力タンク
※１
※２
※３

2022 年５月 26 日から体外診断用医療機器規則 No. 2017/745 が適用
2020 年５月 26 日から医療機器規則 No. 2017/746 が適用
2018 年４月 21 日から人体保護具規則 No. 2016/425 が適用

< 海外規格解説テキスト >
CE マーキング対応のポイントをまとめた「CE マー
キング入門・応用シリーズ」や、日頃の技術相談で問
い合わせの多い各種制度の概要や手続き、最新情報な
どをまとめた「MTEP Guidebook Series」などを現
在配布中です。ご希望の方は、MTEP Web サイトから
お申し込みください。

CE マーキング入門・応用シリーズ

<MTEP セミナー >
国際規格・海外規格対応セミナーで次のようなメ
ニューを用意しています。開催予定は MTEP Web サ
イトで順次お知らせしています。
・CE マーキング超入門
・RoHS 指令超入門
・CE マーキング入門 + 改正 RoHS 指令入門
・医療機器規制 ほか

MTEP Guidebook Series

MTEP Web サイト http://www.iri-tokyo.jp/site/mtep/

MTEP

タートです。
●お問い合わせ
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指令番号
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2000/9/EC
No.305/2011
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92/42/EEC
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2000/14/EC
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2014/29/EU

国際化推進室

TEL 03-5530-2126
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