
 
＜講師割引適用について＞
・割引額は通常受講料金（税別）より、1名ご参加の場合 10,000円引き、2名以上参加の場合 通常の同時申込割引から更に1名につき 2,000円引きとなります。
・割引の適用条件としましては、本申込用紙にてfax申し込みされた方、　弊社ＨＰにて講師割引番号を記載の上、お申し込みを頂いた方に限らせていただきます。
  また場合によっては講師にご確認を取らせていただくことがございますので、その点ご了承下さい。
・その他割引との併用はできません。

【講師割引申込用紙】※ 弊社ＨＰ(https://johokiko.co.jp/)よりお申し込み頂く場合は

   備考欄に 講師割引番号「K-315」を記載して下さい。

※ この申し込み用紙は切り離さず、そのままお送り下さい。FAX：03-5740-8766

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため｢個人情報の取扱に関する契約｣を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先　policy@johokiko.co.jp

参加
形態

所属･役職 TEL FAX

受講者 e-mail e-mail上司氏名

〒
会社名 住所

今後ご希望の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可）　□e-mail □FAX　□郵送　□不要

講師割引申込 本講座料金（税別）より \10,000 引き
2名以上参加　更に \2,000 引き

備考欄

※参加セミナーに
　チェック印☑をつけて下さい

1.お申込確認後、受講券、請求書、会場の地図等をお送りいた
します（申込者数が最小催行人数に達してない場合、開催決
定まで受講券等の発送を見合させて頂くことがございます）

2.受講料のお支払いは、原則として開催日までにお願いいたし
ます。後日になる場合は予定日をご明記ください。当日会場
でのお支払いも可能です。

3.申込後、ご都合により講習会に出席できなくなりました場合
　 は、代理の方がご出席ください 。 止むを得ず欠席の場合、
   弊社事務局宛に下記迄ご連絡下さい　
　※※原則、お電話での受付は致しかねます※※
　　(受付時間9:00－17:00) 連絡先→ req@johokiko.co.jp
　　弊社からの受領確認メールを持って受付完了とさせて頂き
    ます（弊社からのメールが翌営業日中迄にない場合は
    お手数ですがご一報下さい）。 
    以下の規定に基づき、料金を申し受けます。

※開催日から逆算して(土日・祝祭日除く)
    ・講座3日前～4日前での欠席ご連絡： 受講料の70%

 ・講座当日～2日前での欠席ご連絡： 受講料の100%
4.原則として銀行振込の場合領収証は発行致しません。
　 振込手数料はご負担下さい。
5.最小催行人数に満たない場合等、事情により中止になる場合

がございますがご了承下さい。

＜申込要領＞　
　　以下ご了承の上、お申込み下さい

ナノテックシュピンドラー株式会社　認証部　審査グループ　医療機器審査員 綱島守 先生
●受講料　『MDR 医療機器 （12月4日）』のみのお申込みの場合
　　　　　　　　　1名36,300円(税込（消費税10％）、資料付)　＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき25,300円
　　　　　　　 　 『医療機器薬機法（12月5日）』と合わせてお申込みの場合
　　　　　　　　　1名50,600円(税込（消費税10％）、資料付)　＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき39,600円
　　　　　　　　　※同じ会社の違う方でも可。二日目の参加者を備考欄に記載下さい。　⇒割引は全ての受講者が両日参加の場合に限ります

「MDR施行までもうすぐだけれど、自社の対応はこれでいいの？」「MDRについて抑えておきたいポイントを知りたい！」
「欧州展開はこれからなのでMDRについて基礎から学習したい！」1つでも当てはまる方におすすめのセミナー。施行まであと約半年、3時間でMDRについて概要を理解できます！！

欧州医療機器規則 MDR(Medical Device Regulation) 入門編
～欧州医療機器市場への事業展開のために～

WEBでの検索は→「情報機構　AS191231」

■講座のポイント
　欧州医療機器指令 Medical Devices Directive (93/42/EEC) からの移行期間 3 年
を経て、 明 2020 年 5 月 26 日、 欧州医療機器規則 Medical Devices Regulation 
(EU 2017/745) が施行されます。 指令から規則への変更により、 テクニカルファイ
ルに対する審査の他、 臨床評価、 市販後調査、 及びサプライチェーンを通じた機
器のトレーサビリティなどの規制が強化されます。
　本講習会では、 医療機器製造業者等を対象に、 欧州への市場展開をお考えの
方が欧州医療機器規則 （MDR） の概要を理解していただくためのポイントを解説し
ます。
■受講後、 習得できること
・ MDR 概要の理解　 ・ クラス別の適合性評価手順
・ テクニカルファイルの構成、 など
■本テーマ関連法規 ・ ガイドラインなど
・ REGULATION (EU) 2017/745
・ Directives 90/385/EEC （能動植込み型医療機器指令）
　 and 93/42/EEC （医療機器指令）
・ Guidance;https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices
　/new-regulations/guidance_en

１　MDR 概要
　1.1 欧州市場について
　1.2 MDR 施行の背景と MDR の構成
　1.3 MDD からの移行スケジュール
　1.4 押さえておきたいポイント
　　- 意図する目的
　　- クラス分類と適合性評価手順の選択
　　- 品質管理システムの構築
　　- テクニカルファイルの作成
　　- 適合宣言と CE マークの貼付

２　MDR への対応
　2.1 医療機器の定義と適用範囲
　2.2 医療機器のクラス分類と適合性評価手順
　　- Class I
　　- Class Is, Im, Ir
　　- Class IIa, Class IIb
　　- Class III

●日　時　2019年12月4日水曜日　13:30-16:30　
●会　場　[東京・東新宿]新宿文化センター

　2.3 準備すべきテクニカルファイルとは
　　- リスクマネジメントレポート
　　- ユーザビリティエンジニアリングレポート
　　- 電気安全と EMC レポート
　　- ソフトウェアライフサイクル評価レポート
　　- その他
　2.4 UDI （機器固有識別子） について
　2.5 EUDAMED （欧州の医療機器データベース）
　　　　とは

３　その他製造業者が対応すべき事項
　3.1 臨床評価
　3.2 市販後調査 (PMS)
　3.3 欧州代理人について

質疑応答

ナノテックシュピンドラー株式会社 認証部　RUC部　副部長 中川浩 先生
●受講料　『医療機器薬機法（12月5日）』のみのお申込みの場合
　　　　　　　　　1名36,300円(税込（消費税10％）、資料付)　＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき25,300円
　　　　　　　 　 『MDR 医療機器 （12月4日）』と合わせてお申込みの場合
　　　　　　　　　1名50,600円(税込（消費税10％）、資料付)　＊1社2名以上同時申込の場合、1名につき39,600円
　　　　　　　　　※同じ会社の違う方でも可。二日目の参加者を備考欄に記載下さい。　⇒割引は全ての受講者が両日参加の場合に限ります

「医療機器への新規参入を考えており、薬機法やQMS省令について詳しく知りたい！」「医療機器を担当することになったので、規制などの基礎やポイントを学習したい！」
「製造販売に関する内容がよくわからない・・・」など、初任者や新規参入を目指している企業の方におすすめのセミナー。基礎並びに認証申請のポイントなど詳しくご説明致します！！

薬機法・QMS省令の概要と認証申請について
～基本的な内容の確認と改正などの最新情報と留意点～

WEBでの検索は→「情報機構　AS191232」

■講座のポイント
認証申請には、 薬機法を始めとする法規制への理解と対応が重要なポイントとなり
ますが、 新規参入を目指している企業にとっては分かりにくく、 そのために参入を
躊躇されている企業も少なくないようです。
本セミナーは、 医療機器分野への新規参入を目指す企業や新たに薬事を担当され
た方にも理解いただけるように、 薬機法の基礎並びに認証申請のポイントを解説
するとともに、 新法施行より 5 年を経過することに伴う法規制の改正や新しい通知等、
最新情報と留意点についても解説いたします。

■受講後、 習得できること
・ 薬機法の基礎
・ 認証申請の基本的事項
・ 認証申請のポイント
・ 法規制改正など最新情報と留意点

■本テーマ関連法規 ・ ガイドラインなど
・ 薬機法
・ 認証基準

1 医療機器とは

2 リスクによる分類 （クラス）

3 薬機法について
　3.1 薬機法とは
　3.2 初心者がまず抑えたい内容

4 製造販売について
　4.1 製造販売承認と製造販売許可
　4.2 製造販売の制度 （承認 ・ 認証 ・ 届出）
　4.3 製造業の登録
　4.4 社内体制
　4.5 認証審査のプロセスの概要
　4.6 製造販売認証申請のポイント
　4.7 認証申請書の作成
　4.8 添付資料作成

●日　時　2019年12月5日木曜日　13:30-16:30　
●会　場　[東京・東新宿]新宿文化センター

5 QMS について
　5.1 QMS とは
　5.2 初心者がまず抑えたい内容
　5.3 QMS 適合性調査申請のポイント

6 今後の動向
　6.1 薬機法改正について
　6.2 QMS 省令改正について （予定）
　6.3 最新情報
　6.4 今後の改正の動向をいち早く
　　　　チェックする方法と対応について

質疑応答

※QMS 省令改訂の状況などによって内容が
　　一部変更になる可能性がございます。

□ 欧州医療機器規則 MDR入門編（12/4）
□ 薬機法・QMS省令の概要と認証申請について（12/5）


