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目的及び適用範囲

1.1

目的

本ヘルスソフトウェア開発ガイドラインは，法規制対象外のヘルスソフトウェアの開発者や事業者，また，
法規制対象外のヘルスソフトウェアの開発や事業に新規参入する者がこれを適用することによって，ヘルスソ
フトウェア利用者に安全なソフトウェアやサービスを提供できるようになることを目的としている。
また，ヘルスソフトウェアの開発者，事業者，及び新規参入者が，将来，ヘルスソフトウェアを輸出するた
めに国際標準へ適合したり，法規制の対象である医療機器ソフトウェアの開発，事業に移行したりするための
助けになることも本ガイドラインの目的の一つである。そのため，本ガイドラインは医療機器ソフトウェアに
求められる国際標準との関係性についても考慮している。
注記 1

本ガイドラインは，法規制の対象である医療機器ソフトウェアに求められる国際標準を参考にしな
がら，ヘルスソフトウェアの開発やマネジメントを進めるための推奨事項を紹介する。このガイド
ラインに適合することがヘルスソフトウェアの利用者，開発者，事業者，販売組織への安心の指標
となることを望む。

注記 2

本ガイドラインへの適合は，ガイドラインが参照する国際規格そのものの適合を示すものではない。

注記 3

本ガイドラインで取り扱うリスクはヘルスソフトウェア利用者の安全およびヘルスソフトウェアのセ
キュリティに関係するもののみとする。

1.2

適用範囲

本ガイドラインは，以下に定義されるヘルスソフトウェアの設計・開発作業及びそのマネジメントに適用す
る。本ガイドラインで使用する「ヘルスソフトウェア」とは，個人の健康管理・維持・向上目的または，医療
関連に提供され利用されることを意図したソフトウェアであり，かつ「医薬品，医療機器等の品質，有効性及
び安全性の確保等に関する法律」の規制対象ではない汎用（非医療機器用）コンピューティングプラット
フォーム上で動作するソフトウェアを示す。
開発管理には市販後の保守も含み，本ガイドラインの適用は市販後の保守要求が実現可能な組織，個人を対
象とする。
本ガイドラインは日本国内で使用されるソフトウェアを対象とする。
1.3

他の規格との関係

本ガイドラインは下記の国際規格の一部を参照している。3 章～6 章では，参照規格の参照箇所は右に，本ガ
イドラインの要求事項を左に記載している。左側は参照規格を本ガイドラインの適用範囲である「医薬品，医
療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」の規制対象外のヘルスソフトウェアに当てはめた
場合の要求事項を記載している。
1.

ISO 9001:2008 (JIS Q 9001:2008)又は ISO 9001:2015 (JIS Q 2015) 品質マネジメントシステム－要求
事項

2.

ISO 14971:2007 (JIS T 14971:2012) 医療機器－リスクマネジメントの医療機器への適用

3.

IEC 62304:2006/Amd1:2015 (JIS T 2304:2017) 医療機器ソフトウェア－ソフトウェアライフサイクル
プロセス

4.

IEC 82304-1:2016(JIS T 82304-1:2018) ヘルスソフトウェア－第 1 部：製品安全に関する一般要求事項

注記 1

本ガイドラインは法規制の対象である医療機器ソフトウェアに適用することは想定していない。
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注記 2 ISO 9001:2008 は ISO 9001:2015 への移行期限 2018 年 9 月 14 日まで，JIS Q 9001:2008 は
2018 年 11 月 19 日の移行期限まで使用することができる。
2

用語の定義

2.1
アクティビティ（activity）
一組以上の相互関係又は相互作用のあるタスク。
[ JIS T 2304:2017 定義 3.1 参照 ]
2.2
異常（anomaly）
要求仕様書，設計文書，規格など，又は既存の認識若しくは経験に基づいて予想した結果を逸脱する状態。
異常は，ソフトウェア製品又は該当する文書のレビュー，試験，分析，コンパイル又は使用中に発見されるこ
とがあるが，これには限定しない。
[ JIS T 2304:2017 定義 3.2 参照 ]
2.3
アーキテクチャ（architecture）
システム又はコンポーネントの構造。
[ JIS T 2304:2017 定義 3.3 参照 ]
2.4
変更要求（change request）
ソフトウェア製品に対する変更内容を文書化した仕様。
[ JIS T 2304:2017 定義 3.4 参照 ]
2.5
構成アイテム（configuration item）
決められた時点で一意に特定できる“もの”(entity)。
[ JIS T 2304:2017 定義 3.5 参照 ]
2.6
危害（harm）
人の受ける身体的傷害若しくは健康障害，又は財産若しくは環境の受ける害。
[ JIS T 14971:2012 定義 2.2 参照 ]
2.7
ハザード（hazard）
危害の潜在的な源。
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[ JIS T 14971:2012 定義 2.3 参照 ]
2.8
危険状態（hazardous situation）
人，財産又は環境が，一つ又は複数のハザードにさらされる状況。
[ JIS T 14971:2012 定義 2.4 参照 ]
2.9
ヘルスソフトウェア（health software）
個人の健康を管理，維持若しくは改善するために，又は医療(care)の提供に使用することを意図するソフト
ウェア。
[ JIS T 82304-1:2018 定義 3.6 参照 ]
G 注記 IEC82304-1 の定義は「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」の規
制対象のソフトウェアを含む定義となっているが，本ガイドラインでは「医薬品，医療機器等の品
質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」の規制対象ではない汎用（非医療機器用）コン
ピューティングプラットフォーム上で動作するソフトウェアを示すものとする。
2.10
ヘルスソフトウェア開発組織（health software development organization）
ヘルスソフトウェア製品の市販及び/又はサービス開始の前に，ヘルスソフトウェア製品の設計，製造，梱包
若しくはラベリング又はシステムの組み合わせ又はヘルスソフトウェア製品の変更に責任を負う個人又は法人。
これらの業務がその個人若しくは法人又は代理を受けた第三者によって行われるか否かを問わない。
[ JIS T 14971:2012 定義2.8 参照 ]
2.11
ヘルスソフトウェア利用者（health software user）
ヘルスソフトウェア製品とやりとりする人。
[ JIS T 82304-1:2018 定義 3.22 参照 ]
2.12
意図する使用（意図する目的）（intended use/intended purpose）
ヘルスソフトウェア開発組織が供給する仕様，説明及び情報に従った製品，プロセス又はサービスの使用。
[ JIS T 14971:2012 定義 2.5 参照 ]
2.13
ライフサイクル（life-cycle）
ヘルスソフトウェアの初期構想から最終的な使用停止及び廃棄に至るまでの全ての段階。
[ JIS T 14971:2012 定義 2.7 参照 ]
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2.14
客観的証拠（objective evidence）
あるものの存在又は真実を裏付けるデータ。
注記

客観的証拠は，観察，測定，試験，又はその他の手段によって得られることがある。

[ JIS T 14971:2012 定義 2.10 参照 ]
2.15
製造後（post-production）
ヘルスソフトウェアのライフサイクルのうち，設計を完了し，製造した後の段階。
[ JIS T 14971:2012 定義 2.11 参照 ]
2.16
プロセス（process）
インプットをアウトプットに変換する，相互に関連する又は相互に作用する一連のアクティビティ。
注記

用語“アクティビティ”は，資源を利用することも含む。

[ JIS T 2304:2017 定義 3.14 参照 ]
2.17
残留リスク（residual risk）
リスクコントロール手段を講じた後にも残るリスク。
[ JIS T 14971:2012 定義 2.15 参照 ]
2.18
責任部門 （responsibility organization）
ヘルスソフトウェア製品の使用及び適切な運用に責任を持つ実体。
注記

責任を持つ実体とは，例えば，病院，ヘルスケアの提供者又は遠隔医療を行う組織である。

[ JIS T 82304-1:2018 定義 3.12 参照 ]
2.19
リスク（risk）
ハザードと危険状態から生じる危害の重大さと可能性の組み合わせ。
[ JIS T 14971:2012 定義 2.16, JIS T 2304:2017 定義 3.16 参照 ]
2.20
リスク分析（risk analysis）
利用可能な情報を体系的に用いてハザードを特定し，リスクを推定すること。
[ JIS T 14971:2012 定義 2.17 ]
2.21
リスクアセスメント（risk assessment）
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リスク分析及びリスク評価からなる全てのプロセス。
[ JIS T 14971:2012 定義 2.18 参照 ]
2.22
リスクコントロール（risk control）
規定したレベルまでリスクを低減するか又はそのレベルでリスクを維持するという決定に到達し，かつ，そ
のための手段を実施するプロセス。
[ JIS T 14971:2012 定義 2.19, JIS T 2304:2017 定義 3.18 参照 ]
2.23
リスク推定（risk estimation）
ハザードと危険状態から生じる危害の重大さと可能性を評価するために用いるプロセス。
[ JIS T 14971:2012 定義 2.20 参照 ]
2.24
リスク評価（risk evaluation）
判断基準に照らして推定したリスクが受容できるかを判断するプロセス。
[ JIS T 14971:2012 定義 2.21 参照 ]
2.25
リスクマネジメント（risk management）
リスクの分析，評価，コントロール及び監視に対して，管理方針，手順及び実施を体系的に適用すること。
[ JIS T 14971:2012 定義 2.22, JIS T 2304:2017 定義 3.19 参照 ]
2.26
リスク分析表（risk analysis table）
リスクマネジメントによって作成した記録及び他の文書のまとまりの一つ。
G 注記 リ ス ク 分 析 表 は ISO 14971 （ JIS T 14971 ） が 定 義 す る リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト フ ァ イ ル （ risk
management file）：「リスクマネジメントによって作成した記録及び他の文書のまとまり」の一つ
で，ヘルスソフトウェア推進協議会ではヘルスソフトウェア開発に新規参入するものがリスク分析
をしやすくするために，リスク分析表の様式を提供している。
2.27
安全（safety）
受容できないリスクがないこと。
[ JIS T 14971:2012 定義 2.24, JIS T 2304:2017 定義 3.21 参照 ]
2.28
セキュリティ（security）
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権限を与えられていない者又はシステムが読み込んだり変更できないように，かつ，権限を与えられている
者又はシステムがアクセスを拒否されないように，情報およびデータを保護すること。
[ JIS T 82304-1:2018 定義 3.20 参照 ]
2.29
重大さ（severity）
ハザードから生じる可能性がある結果（危害）に対する尺度。
[ JIS T 14971:2012 定義 2.25 参照 ]
2.30
ソフトウェアシステム（software system）
特定の機能又は特定の機能群を達成するために組む，複数のソフトウェアアイテムを結合した集合体。
[ JIS T 2304:2017 定義 3.27 参照 ]
2.31
ソフトウェアユニット（software unit）
他のアイテムに分割できないソフトウェアアイテム。
注記

ソフトウェアユニットは，ソフトウェア構成管理又は検証の目的で使用できる。

[ JIS T 2304:2017 定義 3.28 参照 ]
2.32
タスク（task）
行う必要がある一つの作業。
[ JIS T 2304:2017 定義 3.31 参照 ]
2.33
トレーサビリティ（traceability）
開発プロセスの二つ以上の成果物間の関係を明らかにできる程度。
注記

関連するプロセス全体のインプットとアウトプットの関係性を明らかにするために必要となる。

[ JIS T 2304:2017 定義 3.32 参照 ]
2.34
ユーザビリティ（usability）
意図する使用環境における使用を容易にし，有効性，効率及びユーザの満足度を確立するユーザインタ
フェースの特性。
[ IEC 62366-1:2015 定義 3.16 参照 ]
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2.35
バリデーション（validation）
客観的証拠を提示することによって，特定の意図する使用又は適用に関する要求事項が満たされていること
を確認すること。
注記 1 バリデーションのために必要な客観的証拠は，試験の結果，又は別法による計算の実施若しくは文書
のレビューのような他の形の確定の結果である。
注記 2 “バリデーション済み”という言葉は，バリデーションが完了している状態を示すために用いられる。
注記 3 バリデーションのための使用条件は，実環境の場合も，模擬の場合もある。
[JIS T 82304-1:2018 定義 3.23 参照]
2.36
検証（verification）
客観的証拠を提示することによって，規定要求事項が満たされていることを確認すること。
注記 1

“検証済み”という用語は，検証が済んでいる状態を示すために用いられる。

注記 2

設計及び開発における検証は，あるアクティビティに対して定義した規定要求事項に適合している
かを確定するために，そのアクティビティの結果に対して吟味を行うプロセスである。

[ JIS T 2304:2017 定義 3.33 参照, JIS T 14971:2012 定義 2.28 参照]
2.37
バージョン（version）
構成アイテムの（時間によって）識別された段階。
注記

ソフトウェア製品のバージョンの変更を行って新しいバージョンとする場合は，ソフトウェア構成管
理を実施する必要がある。

[ JIS T 2304:2017 定義 3.34 参照 ]

3

開発組織に関する要求

3.1
3.1.1

品質マネジメント
一般

ISO 9001（もしくは JIS Q 9001）又は ISO 13485（もしくは JIS Q 13485）に適合しているヘルスソフト
ウェア開発組織は箇条 3.1 を実施できていると見なすことができる。
注記１

本ガイドラインでは ISO 9001:2008(JIS Q 9001:2008)で定義される開発組織に要求される妥当性確

認と IEC 82304-1(JIS T 82304-1)でヘルスソフトウェア製品に要求されるバリデーションを区別して
表記している。
注記２

ＧＨＳガイドラインが参照している ISO 9001:2008 の 7.3 設計・開発の項目と，ISO 9001:2015 の

8.3 製品及びサービスの設計・開発の項目は，同等の要求事項である。
注記３ ISO 9001 の認証を取得していない組織は，3.1.2 (JIS Q 9001:2008 参照)，3.1.3 (JIS Q 9001:2015
参照) のいずれかに適合すること。なお，2018 年 11 月 19 日(JIS Q 9001:2015 の移行期限)以降は，
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3.1.3 に適合すること。
注記４ ISO 13485 への適合で箇条 3.1 を実施していると見なす場合，組織は，ISO 13485:2003 (JIS Q
13485:2006)，ISO 13485:2016 (JIS Q 13485:2018) のいずれかに適合すること。なお，2019 年 3 月
2 日(ISO 13485:2016 の移行期限)以降は，ISO 13485:2016 (JIS Q 13485:2018)に適合すること。
JIS Q 9001:2008

本ガイドラインの要求事項
3.1.2

設計・開発

7.3 設計・開発

G 注記 本項は右記参照規格の要求事項のうち，本
ガイドラインで適用する要求事項を示す。
3.1.2.1 設計・開発の計画
ヘルスソフトウェア開発組織は，製品の設計・開発
の計画を策定し，管理する。
設計・開発の計画において，ヘルスソフトウェア開
発組織は次の事項を明確にする。
a) 設計・開発の段階
b) 設計・開発の各段階に適したレビュー，検証及び
妥当性確認
c) 設計・開発に関する責任及び権限
組織は，効果的なコミュニケーション及び責任の明
確な割当てを確実にするために，設計・開発に関与す
るグループ間のインタフェースを運営管理する。
設計・開発の進行に応じて，策定した計画を適切に
更新する。
G 注記 「設計・開発」とはヘルスソフトウェア開
発組織が規定・運用する品質マネジメント
の工程の一部を示す。

3.1.2.2 設計・開発へのインプット
製品要求事項に関連するインプットを明確にし，イ
ンプットには，次の事項を含める。
a) 機能及び性能に関する要求事項
b) 適用可能な場合には，以前の類似した設計から得
られた情報
c) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項
製品要求事項に関連するインプットについては，そ
の適切性をレビューし，要求事項の漏れやあいまい
性を排除し，相反することがないようにする。
G 注記 性能とはそれが満たされなければ意図した
使用を実現することができない，本質的な
性能要求のことを示す。
3.1.2.3

設計・開発からのアウトプット

7.3.1 設計・開発の計画
組織は，製品の設計・開発の計画を策定し，管理し
なければならない。
設計・開発の計画において，組織は，次の事項を明
確にしなければならない。
a) 設計・開発の段階
b) 設計・開発の各段階に適したレビュー，検証及び
妥当性確認
c) 設計・開発に関する責任及び権限
組織は，効果的なコミュニケーション及び責任の明
確な割当てを確実にするために，設計・開発に関与
するグループ間のインタフェースを運営管理しなけれ
ばならない。
設計・開発の進行に応じて，策定した計画を適切に
更新しなければならない。
注記

設計・開発のレビュー，検証及び妥当性確認
は，異なった目的をもっている。それらは，製
品 及び組織に適するように，個々に又はどの
ような組合せでも，実施し，記録することがで
きる。

7.3.2 設計・開発へのインプット
製品要求事項に関連するインプットを明確にし，記
録を維持しなければならない。インプットには，次の
事項を含める。
a) 機能及び性能に関する要求事項
b) 適用される法令・規制要求事項
c) 適用可能な場合には，以前の類似した設計から得ら
れた情報
d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項
製品要求事項に関連するインプットについては，そ
の適切性をレビューしなければならない。要求事項
は，漏れがなく，あいまい（曖昧）でなく，相反する
ことがあってはならない。
7.3.3 設計・開発からのアウトプット
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設計・開発からのアウトプットは，設計・開発への
インプットと対比した検証を行うのに適した形式であ
ること。また，リリースの前に，承認を受けること。
設計・開発からのアウトプットは，次の状態である
こと。
a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項
を満たす。
b) 製品の合否判定基準を含むか，又はそれを参照し
ている。

c) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な製品の特性
を明確にする。
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設計・開発からのアウトプットは，設計・開発への
インプットと対比した検証を行うのに適した形式でな
ければならない。また，リリースの前に，承認を受け
なければならない。
設計・開発からのアウトプットは，次の状態でなけ
ればならない。
a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項
を満たす。
b) 購買，製造及びサービス提供に対して適切な情報
を提供する。
c) 製品の合否判定基準を含むか，又はそれを参照し
ている。
d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な製品の特性
を明確にする。
注記 製造及びサービス提供に対する情報には，製品
の保存に関する詳細を含めることができる。

3.1.2.4 設計・開発のレビュー
設計・開発の適切な段階において，次の事項を目的
として，計画されたとおりに体系的なレビューを行
う。
a) 設計・開発の結果が，要求事項を満たせるかどう

7.3.4 設計・開発のレビュー
設計・開発の適切な段階において，次の事項を目的
として，計画されたとおりに体系的なレビューを行わ
なければならない。
a) 設計・開発の結果が，要求事項を満たせるかどう

かを評価する。
b) 問題を明確にし，必要な処置を提案する。

かを評価する。
b) 問題を明確にし，必要な処置を提案する。

レビューへの参加者には，レビューの対象となって
いる設計・開発段階に関連する部門を代表する者が含
まれていることが望ましい。このレビューの結果の記
録，及び必要な処置があればその記録を維持する。

レビューへの参加者には，レビューの対象となって
いる設計・開発段階に関連する部門を代表する者が含
まれていなければならない。このレビューの結果の記
録，及び必要な処置があればその記録を維持しなけれ
ばならない。

3.1.2.5 設計・開発の検証
設計・開発からのアウトプットが，設計・開発への
インプットで与えられている要求事項を満たしている
ことを確実にするために，計画されたとおりに検証を
実施する。この検証の結果の記録，及び必要な処置が
あればその記録を維持する。

7.3.5 設計・開発の検証
設計・開発からのアウトプットが，設計・開発への
インプットで与えられている要求事項を満たしている
ことを確実にするために，計画されたとおりに検証を
実施しなければならない。この検証の結果の記録，及
び必要な処置があればその記録を維持しなければなら
ない。

3.1.2.6 設計・開発の妥当性確認
結果として得られる製品が，指定された用途又は意
図された用途に応じた要求事項を満たし得ることを確
実にするために，計画した方法に従って，設計・開発
の妥当性確認を実施する。実行可能な場合にはいつで
も，製品の引渡し又は提供の前に，妥当性確認を完了
する。妥当性確認の結果の記録，及び必要な処置があ
ればその記録を維持する。

7.3.6 設計・開発の妥当性確認
結果として得られる製品が，指定された用途又は意
図された用途に応じた要求事項を満たし得ることを確
実にするために，計画した方法に従って，設計・開発
の妥当性確認を実施しなければならない。実行可能な
場合にはいつでも，製品の引渡し又は提供の前に，妥
当性確認を完了しなければならない。妥当性確認の結
果の記録，及び必要な処置があればその記録を維持し
なければならない。

3.1.2.7 設計・開発の変更管理
設計・開発の変更を明確にし，記録を維持する。変
更に対して，レビュー，検証及び妥当性確認を適切に
行い，その変更を実施する前に承認する。設計・開発
の変更のレビューには，その変更が，製品を構成する

7.3.7 設計・開発の変更管理
設計・開発の変更を明確にし，記録を維持しなけれ
ばならない。変更に対して，レビュー，検証及び妥当
性確認を適切に行い，その変更を実施する前に承認し
なければならない。設計・開発の変更のレビューに
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要素及び既に引き渡されている製品に及ぼす影響の評
価を含める。変更のレビューの結果の記録，及び必要
な処置があればその記録を維持する。
注記 “変更のレビュー”とは，変更に対して適切
に行われたレビュー，検証及び妥当性確認の
ことである。

注記５

は，その変更が，製品を構成する要素及び既に引き渡
されている製品に及ぼす影響の評価を含めなければら
なない。変更のレビューの結果の記録，及び必要な処
置があればその記録を維持しなければならない。
注記 “変更のレビュー”とは，変更に対して適切に
行われたレビュー，検証及び妥当性確認のこと
である。

JIS Q 9001:2015 の要求事項に対応した要求事項を以下の表に示す。
本ガイドラインの要求事項

3.1.3
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設計・開発

JIS Q 9001:2015
8.3 製品及びサービスの設計・開発

G 注記 本項は右記参照規格の要求事項のうち，
本ガイドラインで適用する要求事項を示
す。
3.1.3.1 一般
ヘルスソフトウェア開発組織は，以降の製品及び
サービスの提供を確実にするために適切な設計・開
発プロセスを確立し，実施し，維持する。

8.3.1 一般
組織は，以降の製品及びサービスの提供を確実に
するために適切な設計・開発プロセスを確立し，実
施し，維持しなければならない。

3.1.3.2 設計・開発の計画
設計 ・開発の段 階及び管理を 決定するに 当たっ
て，ヘルスソフトウェア開発組織は，次の事項を考
慮する。
a) 設計・開発活動の性質，期間及び複雑さ
b) 要求される，プロセス段階。これには適用される
設計・開発のレビューを含む。
c) 要求される設計・開発の検証及び妥当性確認活動
d)設計・開発プロセスに関わる責任及び権限
e)製品及びサービスの設計・開発のための内部資源及
び外部資源の必要性
f)設計・開発プロセスに関与する人々の間のインタ
フェースの管理の必要性
g)設計・開発プロセスへの顧客及びユーザの参画の必
要性
h)以降の製品及びサービスへの提供に関する要求事
項
i)顧客及びその他の密接に関連する利害関係者によっ
て期待される，設計・開発プロセスの管理レベル

8.3.2 設計・開発の計画
設計・開発の段階及び管理を決定するに当たっ
て，組織は，次の事項を考慮しなければならない。
a) 設計・開発活動の性質,期間及び複雑さ
b) 要求される，プロセス段階。これには適用される
設計・開発のレビューを含む。
c) 要求される設計・開発の検証及び妥当性確認活動
d)設計・開発プロセスに関する責任及び権限
e)製品及びサービスの設計・開発のための内部資源
及び外部資源の必要性
f)設計・開発プロセスに関与する人々の間のインタ
フェースの管理の必要性
g)設計・開発プロセスへの顧客及びユーザの参画の
必要性
h)以降の製品及びサービスの提供に関する要求事項
i)顧客及びその他の密接に関連する利害関係者によっ
て期待される，設計・開発プロセスの管理レベル
j)設計・開発の要求事項を満たしていることを実証す
るために必要な文書化した情報

G 注記 「設計・開発」とはヘルスソフトウェア
開発組織が規定・運用する品質マネジメ
ントの工程の一部を示す。
3.1.3.3 設計・開発へのインプット
ヘルスソフトウェア開発組織は，設計・開発する
特定の種類の製品及びサービスに不可欠な要求事項
を明確にする。
ヘルスソフトウェア開発組織は，次の事項を考慮
する。
a) 機能及びパフォーマンスに関する要求事項

8.3.3 設計・開発へのインプット
組織は，設計・開発する特定の種類の製品及び
サービスに不可欠な要求事項を明確にしなければな
らない。
組織は，次の事項を考慮しなければならない。
a) 機能及びパフォーマンスに関する要求事項
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b) 以前の類似の設計・開発活動から得られた情報
c) 法令・規制要求事項
d) 組織が実施することをコミットメントしている，
標準又は規範
e) 製品及びサービスの性質に起因する失敗により起
こり得る結果
イン プットは， 設計・開発の 目的に対し て適切
で，漏れがなく，曖昧性を排除する。
設計・開発のインプット間が相反することが無い
ようにする。
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b) 以前の類似の設計・開発活動から得られた情報
c) 法令・規制要求事項
d) 組織が実施することをコミットメントしている，
標準又は規範
e) 製品及びサービスの性質に起因する失敗により起
こり得る結果
インプットは，設計・開発の目的に対して適切
で，漏れがなく，曖昧でないものでなければならな
い。
設計・開発のインプット間の相反は，解決しなけ
ればならない。
組織は，設計・開発へのインプットに関する文書
化した情報を保持しなければならない。

G 注記 パフォーマンスとはそれが満たされなけ
れば意図した使用を実現することができ
ない，本質的な性能要求のことを示す。
3.1.3.4 設計・開発の管理
ヘルスソフトウェア開発組織は，次の事項を確実
にするために，設計・開発のプロセスを管理する。

8.3.4 設計・開発の管理
組織は，次の事項を確実にするために，設計・開
発のプロセスを管理しなければならない。

ａ）達成すべき結果を定める
ｂ）設計・開発の結果の，要求事項を満たす能力を
評価するために，レビューを行う
ｃ）設計・開発からのアプトプットが，インプット
の要求事項を満たすことを確実にするために，検証
活動を行う。
ｄ）結果として得られる製品及びサービスが，指定
された用途又は意図された用途に応じた要求事項を
満たすことを確実にするために，妥当性確認活動を
行う
ｅ）レビュー，又は検証及び妥当性確認の活動中に
明確になった問題に対して必要な処置をとる。

ａ）達成すべき結果を定める。
ｂ）設計・開発の結果の，要求事項を満たす能力を
評価するために，レビューを行う．
ｃ）設計・開発からのアプトプットが，インプット
の要求事項を満たすことを確実にするために，検証
活動を行う。
ｄ）結果として得られる製品及びサービスが，指定
された用途又は意図された用途に応じた要求事項を
満たすことを確実にするために，妥当性確認活動を
行う。
ｅ）レビュー，又は検証及び妥当性確認の活動中に
明確になった問題に対して必要な処置をとる。
ｆ）これらの活動についての文書化した情報を保持
する。
注記 設計・開発のレビュー，検証及び妥当性確
認は，異なる目的をもつ。これらは，組織の製品及
びサービスに応じた適切な形で，個別に又は組み合
わせて行うことができる。

注記 設計・開発のレビュー，検証及び妥当性確
認は，異なる目的をもつ。これらは，組織の製品及
びサービスに応じた適切な形で，個別に又は組み合
わせて行うことができる。

3.1.3.5 設計・開発からのアウトプット
設計・開発からのアウトプットは，次のとおりで
あることを確実にする。
a) インプットで与えられた要求事項を満たす。
b) 製品及びサービスの提供に関する以降のプロセス
に対して適切である
c)必要に応じて，監視及び測定の要求事項並びに合否
判定基準を含むか，又はそれを参照している。
ｄ）意図した目的及び安全で適切な提供に不可欠
な，製品及びサービスの特性を規定している。

8.3.5 設計・開発からのアウトプット
設計・開発からのアウトプットが，次のとおりで
あることを確実にしなければならない。
a) インプットで与えられた要求事項を満たす。
b) 製品及びサービスの提供に関する以降のプロセス
に対して適切である。
c)必要に応じて，監視及び測定の要求事項，並びに合
否判定基準を含むか，又はそれらを参照している。
ｄ）意図した目的及び安全で適切な提供に不可欠
な，製品及びサービスの特性を規定している。
組織は，設計・開発からのアウトプットに関する
文書化した情報を保持しなければならない。
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3.1.3.6 設計・開発の変更
ヘルスソフトウェア開発組織は，要求事項への適
合に悪影響を及ぼさないことを確実にするために必
要な程度まで，製品及びサービスの設計・開発の間
又はそれ以降に行われた変更を識別し，レビュー
し，管理する。
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8.3.6 設計・開発の変更
組織は，要求事項への適合に悪影響を及ぼさない
ことを確実にするために必要な程度まで，製品及び
サービスの設計・開発の間又はそれ以降に行われた
変更を識別し，レビューし，管理しなければならな
い。
組織は，次の事項に関する文書化した情報を保持し
なければならない。
a)設計・開発の変更
b)レビューの結果
c)変更の許可
d)悪影響を防止するための処置
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3.2
3.2.1

リスクマネジメント
一般

ISO13485（又は JIS Q 13485）等に適合することにより ISO 14971（又は JIS T 14971）を実践できている
ヘルスソフトウェア開発組織は，箇条 3.2 を実施できていると見なすことができる。
図 1 にリスクマネジメントプロセスの流れを示す。ヘルスソフトウェア開発組織は，図 1 のリスクマネジメ
ントプロセスの流れに従って，対象となるヘルスソフトウェアやヘルスソフトウェアを取り巻く環境に関する
リスク分析を行い，必要なリスクコントロール手段を講じる。
また，ヘルスソフトウェア市販後にリスクを伴う不具合が発生した場合は，不具合事象をインプットにして
図 1 のフローを再度実施する。
スタート

•
•
•

意図する使用及び医療機器の安全に関す
る特質の明確化
ハザードの特定
個々の危険状態に対するリスク推定

リスクアセスメント

リスク分析
リスク分析

リスクコントロール
リスクコントロール
•
•
•
•
•

リスクコントロール手段の選択
リスクコントロール手段の実施
残留リスクの評価
リスクコントロール手段から生じるリスク
リスクコントロールの完了

残留リスクの全体的な受容可能性の評価

リスクマネジメント報告

上市後の情報

図 1 リスクマネジメントプロセスの流れ
[JIS T 14971 図 1 を元に作成]

リスクマネジメント

リスク評価
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本ガイドラインの要求事項
3.2.2

リスク分析

G 注記 本項は右記参照規格の要求事項のうち，本
ガイドラインで適用する要求事項を示す。
3.2.2.1 リスク分析プロセス
リスク分析をヘルスソフトウェアに対し実施する。
計画したリスク分析の実施及びその分析結果は，リス
ク分析表などに記録する。
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JIS T 14971:2012
4 リスク分析
4.1 リスク分析プロセス
4.2～4.4 に規定したリスク分析を医療機器に対し実
施する。計画したリスク分析の実施及びその分析結果
は，リスクマネジメントファイルに記録する。
注記 1 類似の医療機器についてのリスク分析又はその
他の関連する情報を用いることができる場合
は，そのリスク分析又は情報を新規の分析の出
発点として使用してもよい。関連の程度は，医
療機器間の差異及びそれらが新しいハザードを
生じるか，又は出力，特性，性能若しくは効果
に対して大きな違いをもたらすかどうかに依存
する。既存の分析をどの程度使用するかは，危
険状態を発生させるような変更の影響を体系的
に評価することが望ましい。
注記 2 リスク分析手法の例を附属書 G に示す。
注記 3 体外診断用医療機器のリスク分析手法について
の追加指針を附属書 H に示す。
注記 4 毒性学的なハザードのためのリスク分析手法に
ついての追加指針を附属書 I に示す。
リスク分析の実施及びその結果の文書には，
4.2～4.4 で要求した記録に加え，少なくとも次を
含めなければならない。
a) リスク分析を行った医療機器の説明及び特定
b) リスク分析を行った人及び組織の特定
c) リスク分析の適用範囲及び行った日付
注記 5 リスク分析の適用範囲は，例えば，製造業者が
全くか又はほとんど経験がない新しい医療機器
の開発においては非常に広くなる。製造業者が
既存の医療機器に関する変更の影響の分析情報
を多くもつ場合は，限定することができる。適
合性は，リスクマネジメントファイルの調査に
よって確認する。

3.2.2.2 意図する使用の明確化
分析対象とする個別のヘルスソフトウェアについ
て，ヘルスソフトウェア開発組織は，意図する使用及
び合理的に予見できる誤った使用を文書化する。
注記 ここで誤った使用とは，正しくない又は，不
適切なヘルスソフトウェアの使用を意味して
いる。

4.2 意図する使用の明確化
分析対象とする個別の医療機器について，製造業者
は，意図する使用及び合理的に予見できる誤った使用
を文書化する。製造業者は，医療機器の安全に影響す
る定性的及び定量的特質，並びに該当する場合には，
それらを決めた限度値を特定し，文書化する。この文
書は，リスクマネジメントファイルとして維持する。

G 注記 合理的に予見できる誤った使用は有害事象
が発生した際に見直しを行い，必要に応じ
てリスク分析表などの修正を行う。

注記 1 ここで誤った使用とは，正しくない又は不適切
な医療機器の使用を意味している。
注記 2 附属書 C は，使用に関連する事項など，医療
機器の安全に影響する特質を特定するときの有効
な指針として役立つ質問事項を含む。
適合性は，リスクマネジメントファイルの調査に
よって確認する。

3.2.2.3 ハザードの特定
ヘルスソフトウェア開発組織は，正常状態及び故障

4.3 ハザードの特定
製造業者は，正常状態及び故障状態の両方における
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状態の両方におけるヘルスソフトウェアについての既
知及び予見可能なハザードをまとめる。
G 注記 この内容はリスク分析表などによって維持
する。

20/70

医療機器についての既知及び予見可能なハザードをま
とめる。
この文書は，リスクマネジメントファイルの一部と
して維持する。
注記 E.2 及び H.2.4 に記載しているハザードの例
は，製造業者がハザードの特定を開始するため
の指針として利用できる。
適合性は，リスクマネジメントファイルの調査に
よって確認する。

3.2.2.4 個々の危険状態に対するリスクの推定
危険状態を起こすような合理的に予見できる一連の
事象又は事象の組合せを検討し，その結果起こる危険
状態を記録する。
G 注記 この内容はリスク分析表などに記録する。

4.4 個々の危険状態に対するリスクの推定
危険状態を起こすような合理的に予見できる一連の
事象又は事象の組合せを検討し，その結果起こる危険
状態を記録する。
注記 1 過去に認識されなかった危険状態を特定する
ため，その状況を扱う体系的な手法を用いる
ことができる（附属書 G 参照）。
注記 2 危険状態の例を E.4 及び H.2.4.5 に示す。
注記 3 うっかりミス（slips），過失（lapses）及び
誤り（mistakes）によっても危険状態は引き
起こされる。
各々の危険状態に対して，利用可能な情報又はデー
タを用いて関連するリスクを推定する。危害の発生確
率が推定できない危険状態に対しては，リスク評価及
びリスクコントロールに用いるために，起こる可能性
のある結果をリストする。これらの活動の結果は，リ
スクマネジメントファイルに記録する。
危害の発生確率又は危害の重大さの定量的又は定性
的な分類に用いた手法は，リスクマネジメントファイ
ルに記録する。
注記 4 リスク推定には，発生確率及びその結果の分
析を含む。適用分野によっては，リスク推定
プロセスのある特定の要素だけを考慮すれば
よい。例えば，ある場合にはハザード特定及
びその結果の初期分析だけでよいであろう。
D.3 も参照する。
注記 5 リスク推定は，定量的又は定性的に行っても
よい。系統的な故障の結果生じるリスクも含
め，リスク推定の方法を附属書 D に示す。体
外診断用医療機器のためのリスク推定に有益
な情報を附属書 H に示す。
注記 6 リスク推定のための情報又はデータは，例え
ば，次によって得ることができる。
a) 発行済みの規格
b) 科学的データ
c) 公表された事故報告を含め，既に使用して
いる類似の医療機器の市場データ
d) 標準的な使用者によるユーザビリティの評
価
e) 臨床での情報（使用方法，評価の結果，経
験など）
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f) 適切な調査結果
g) 専門家の意見
h) 外部機関による品質調査
適合性は，リスクマネジメントファイルの調査に
よって確認する。
3.2.3 リスク評価
ヘルスソフトウェア開発組織は，特定した各危険状
態について，リスク低減が必要かどうかを決定する。
リスク低減が必要でない場合は，この危険状態には，
3.2.4.2～3.2.4.5 は適用しない（すなわち，3.2.4.6 に
進む。）。

5 リスク評価
製造業者は，特定した各危険状態について，リスク
マネジメント計画で定義した判断基準を用い，リスク
低減が必要かどうかを決定する。リスク低減が必要で
ない場合は，この危険状態には，6.2～6.6 は適用しな
い（すなわち，6.7 に進む。）。このリスク評価の結
果は，リスクマネジメントファイルに記録する。
注記 1 リスクの受容可能性を判断するための指針を
D.4 に示す。
注記 2 医療機器の設計基準の一部として関連のある規
格を適用することは，リスクコントロール活
動の一環となり，6.3～6.6 に適合する場合も
ある。
適合性は，リスクマネジメントファイルの調査に
よって確認する。

3.2.4 リスクコントロール
3.2.4.1 リスクの低減
リスクの低減が必要な場合には，リスクコントロー
ル活動を行う。

6 リスクコントロール
6.1 リスクの低減
リスクの低減が必要な場合には，6.2～6.7 に規定し
たリスクコントロール活動を行う。

3.2.4.2 リスクコントロール手段の選択
ヘルスソフトウェア開発組織は，リスクを受容可能
なレベルまで低減するための適切なリスクコントロー
ル手段を特定する。
ヘルスソフトウェア開発組織は，次の優先順位に
従って，一つ以上のリスクコントロール手段を用い
る。
a) 設計による本質的な安全
b) ヘルスソフトウェアにおける防護手段
c) 安全性に関する情報

6.2 リスクコントロール手段の選択
製造業者は，リスクを受容可能なレベルまで低減す
るための適切なリスクコントロール手段を特定する。
製造業者は，次の優先順位に従って，一つ以上のリ
スクコントロール手段を用いる。
a) 設計による本質的な安全
b) 医療機器自体又は製造工程における防護手段
c) 安全に関する情報

注記

防護手段についは，B.7 リスク低減技法を参
照のこと。

注記 1 手段 b)又は c)を実施する場合は，リスクは受
容可能なレベルにあると判断する前に，合理的に
実施可能なリスクコントロール手段であり，か
つ，リスク低減を最大にする手段を選択するとい
うプロセスを適用することができる。
注記 2 リスクコントロール手段は，危害の重大さ若し
くは危害の発生確率又はその両者を減少させるこ
とができる。
注記 3 医療機器についての規格には，医療機器の本質
的な安全，防護手段及び安全に関する情報を規定
した（安全）規格に加えて，リスクマネジメント
プロセスの要素を取り込んだ規格（例えば，電磁
両立性，ユーザビリティ，生体適合性など）があ
る。リスクコントロール手段の選択の一部とし
て，関連のある規格を適用することが望ましい。
注記 4 危害の発生確率が推定できないリスクについて
は，D.3.2.3 を参照する。
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注記 5 安全に関する情報の指針を附属書 J に示す。
選択したリスクコントロール手段は，リスクマネジ
メントファイルに記録する。リスクコントロール手段
を選択するときに，必要とするリスク低減が現実的で
ないと判断した場合は，製造業者は，残留リスクにつ
いてリスク／効用 分析を実施する（6.5 に進む）。
適合性は，リスクマネジメントファイルの調査に
よって確認する。
3.2.4.3 リスクコントロール手段の実施
ヘルスソフトウェア開発組織は，リスクコントロー
ル手段を実施する。
G 注記 リスクコントロール手段はリスク分析表な
どに記録する。

6.3 リスクコントロール手段の実施
製造業者は，6.2 で選択したリスクコントロール手
段を実施する。各リスクコントロール手段の実施を検
証し，その結果をリスクマネジメントファイルに記録
する。リスクコントロール手段の有効性を検証し，そ
の結果をリスクマネジメントファイルに記録する。
注記 有効性の検証に，妥当性の確認活動を含めるこ
とができる。
適合性は，リスクマネジメントファイルの調査に
よって確認する。

3.2.4.4 残留リスクの評価
リスクコントロール手段の実施後に残る全ての残留
リスクを評価する。残留リスクが判断基準に適合しな
い場合は，更にリスクコントロール手段を適用する。
残留リスクを受容できると判断した場合，開示する
残留リスク，及び使用説明書に記載する必要がある情
報をヘルスソフトウェア開発組織は決定する。
G 注記 1

残留リスクの判断基準はヘルスソフト
ウェア開発組織が定義する。

G 注記 2

残留リスクの評価結果はリスク分析表な
どに記録する。

6.4 残留リスクの評価
リスクコントロール手段の実施後に残る全ての残留
リスクは，リスクマネジメント計画で定義した判断基
準を用いて評価する。この評価の結果は，リスクマネ
ジメントファイルに記録する。
残留リスクがこれらの判断基準に適合しない場合
は，更にリスクコントロール手段を適用する（6.2 参
照）。
残留リスクを受容できると判断した場合，開示する
残留リスク，及び附属文書に記載する必要がある情報
を製造業者は決定する。
注記 残留リスクをどのように開示するかの指針を附
属書 J に示す。
適合性は，リスクマネジメントファイル及び附属文
書の調査によって確認する。

G 注記 法規制対象外のヘルスソフトウェアは効果
効能を標榜しないため，ISO 14971 6.5 リ
スク/効用分析の要求事項から残留リスクの
受容を判断することは実施しない。

3.2.4.5

リスクコントロール手段によって発生したリ
スク
採用したリスクコントロール手段の結果として，次
の点についてレビューする。

6.5 リスク／効用 分析
リスクマネジメント計画で確立した判断基準に照ら
し残留リスクが受容できないと判断し，かつ，それ以
上のリスクコントロールも現実的ではない場合，製造
業者は，意図する使用の医学的効用が残留リスクを上
回るか否かを判断するためにデータ及び文献を収集
し，レビューしてもよい。この証拠から，医学的効用
が残留リスクを上回るという結論が裏付けられない場
合は，そのリスクは依然として受容できない。医学的
効用が残留リスクを上回る場合は，6.6 に進む。
6.6 リスクコントロール手段によって発生したリスク
採用したリスクコントロール手段の結果として，次
の点についてレビューする。
a) 新たなハザード又は危険状態が発生しないか
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a) 新たなハザード又は危険状態が発生しないか
b) 既 に特定し た危険状態につ いて推定した リスク
が，変わらないかどうか
新たに発生，又は増加した全てのリスクには，
3.2.2.4～3.2.4.4 を適用する。
G 注記 残留リスクの評価結果はリスク分析表など
に記録する。
3.2.4.6 リスクコントロールの完了
ヘルスソフトウェア開発組織は，特定した全ての危
険状態から発生するリスクを検討したことを確認す
る。
G 注記 この活動の結果はリスク分析表などに記録
する。
3.2.5 残留リスクの全体的な受容可能性の評価
全てのリスクコントロール手段が完了し，かつ，検
証した後，ヘルスソフトウェア開発組織は，ヘルスソ
フトウェアの残留リスクを全体的に見渡して受容でき
るかどうかを判定する。
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b) 既に特定した危険状態について推定したリスク
が，変わらないかどうか
新たに発生，又は増加した全てのリスクには，4.4
～6.5 を適用する。
このレビューの結果は，リスクマネジメントファイ
ルに記録する。
適合性は，リスクマネジメントファイルの調査に
よって確認する。
6.7 リスクコントロールの完了
製造業者は，特定した全ての危険状態から発生する
リスクを検討したことを確認する。この活動の結果
は，リスクマネジメントファイルに記録する。
適合性は，リスクマネジメントファイルの調査に
よって確認する。
6.8 残留リスクの全体的な受容可能性の評価
全てのリスクコントロール手段が完了し，かつ，検
証した後，製造業者は，医療機器の残留リスクを全体
的に見渡して受容できるかどうかをリスクマネジメン
ト計画で確立した判断基準を用いて判定する。
注記 1 全体的な残留リスク評価の指針については，
D.7 を参照。
リスクマネジメント計画で確立した判断基準を用い
て全体的な残留リスクを受容できないと判断した場合
は，製造業者は，意図する使用の医学的効用が全体的
な残留リスクを上回るかどうかを判断するためにデー
タ及び文献を収集し，レビューしてもよい。
この証拠から，医学的効用が全体的な残留リスクを
上回るという結論が裏付けられる場合は，その全体的
な残留リスクは受容可能と判断できる。そうでない場
合は，全体的な残留リスクは受容できないものとして
残る。
全体的な残留リスクを受容できると判断した場合，
製造業者は，全体的な残留リスクを開示するために附
属文書に記載する必要のある情報を決定する。
注記 2 残留リスクをどのように開示するかの指針を，
附属書 J に示す。全体的な残留リスクの評価結
果は，リスクマネジメントファイルに記録す
る。
適合性は，リスクマネジメントファイル及び附属文
書の調査によって確認する。

3.2.6 開発及び上市後情報
ヘルスソフトウェア開発組織は，開発及び上市後の
段階において，該当ヘルスソフトウェア又は類似ソフ
トウェアについての情報を収集し，レビューする体系
的手順を確立し，文書化し，維持する。
ヘルスソフトウェア開発組織がヘルスソフトウェア
の情報を収集し，レビューする手順を構築する場合に

9 製造及び製造後情報
製造業者は，製造及び製造後の段階において，該当
医療機器又は類似機器についての情報を収集し，レ
ビューする体系的手順を確立し，文書化し，維持す
る。
製造業者が医療機器の情報を収集し，レビューする
手順を構築する場合には，特に次のいずれかを考慮す
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は，特に次のいずれかを考慮することが望ましい。

ることが望ましい。

a)

a) 医療機器の操作者，使用者，又は据付，使用及び
保守の責任者からの情報を収集し，処理する仕組
み
b) 新規又は改正された規格市販されている類似の医
療機器についての利用可能な情報についても，収
集し，レビューすることが望ましい。

ヘルスソフトウェアの操作者，使用者，又はイン
ストール，使用及び保守の責任者からの情報を収
集し，処理する仕組み
b) 市販されている類似のヘルスソフトウェアについ
ての利用可能な情報についても，収集し，レ
ビューすることが望ましい。
この情報について，安全との関連の有無を評価す
る。特に次について評価する。
－ 以前に認識されていなかったハザード又は危険状
態はないか，
－ 危険状態によって発生すると推定されるリスク
が，もはや受容できないかどうか。
上の条件のいずれかに該当する場合には，次を行
う。
1) 既に実施したリスクマネジメント活動への影響を
評価し，リスクマネジメントプロセスのインプッ
トとしてフィードバックする。
2) 該当するヘルスソフトウェアのリスク分析結果を
レビューする。残留リスク又はその受容可能性が
変わった場合には，以前に実施したリスクコント
ロール手段への影響を評価する。
評価結果をリスク分析表等に記録する。

この情報について，安全との関連の有無を評価す
る。特に次について評価する。
－ 以前に認識されていなかったハザード又は危険状
態はないか，
－ 危険状態によって発生すると推定されるリスク
が，もはや受容できないかどうか。
上の条件のいずれかに該当する場合には，次を行
う。
1) 既に実施したリスクマネジメント活動への影響を
評価し，リスクマネジメントプロセスのインプッ
トとしてフィードバックする。
2) 該当する医療機器のリスクマネジメントファイル
をレビューする。残留リスク又はその受容可能性
が変わった場合には，以前に実施したリスクコン
トロール手段への影響を評価する。
評価結果をリスクマネジメントファイルに記録す
る。
注記 1 製造後監視の幾つかの事項は，国の規制対象と
なる場合があり，追加措置，例えば，製造後
の今後の評価について要求されることもあ
る。
注記 2 JIS Q 13485:2005 [8]，8.2 を参照。適合性
は，リスクマネジメントファイル及び適切な
文書を調査して確認する。
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ヘルスソフトウェア製品の要求事項

4.1

一般

IEC 62304:2006/Amd1:2015（又は JIS T 2304:2017）に適合している製品は箇条 4.7，4.8，4.9，4.10.1，
4.11，4.12 が実施できていると見なすことができる。
本箇条ではヘルスソフトウェアを開発するにあたり，求められる開発プロセスを示している。このガイドラ
インが第一に求めているのは，ヘルスソフトウェア開発組織が，一連のプロセスに従うとともに，ヘルスソフ
トウェア利用者へのリスクに対して適切なプロセスを選択することである。これは，ヘルスソフトウェアに対
して試験を実施しただけでは，ヘルスソフトウェアの利用者に安心を与えることができないという考え方に基
づいている。
なお，本箇条では要求仕様の定義，リスクコントロール手段の設計，検証とバリデーション，リリースに関
するプロセスと各プロセス内で実施すべき活動を求めているが，ソフトウェアの設計及び実装方法については
具体的な要求を提示していない。これは，ソフトウェアの設計・実装・検証の技術が日々進化しており，安全
を目的としていてもその方法，プロセス設計を縛ることが必ずしもヘルスソフトウェアの安全に貢献するとは
言いきれないからである。

注記 本ガイドラインにおけるヘルスソフトウェアの設計プロセスはウォータフォール，インクリメンタル，
V モデル，W モデル，ユニファイド，アジャイルなどのような開発プロセスを使うことも可能である。

本ガイドラインの要求事項
4.2

初期のリスクアセスメント

ヘルスソフトウェア開発組織は，次を決定する。
a) ヘルスソフトウェア製品の意図する使用。意図
するユーザ及び意図する使用環境を含む。
b) ヘルスソフトウェア製品の安全及び／又はセ
キュリティに関係する特性。ハザードの特定と
関連するリスクの推定。必要に応じて，ヘルス
ソフトウェア製品が他の製品と組み合わせて構
成される及び／又は他の製品とインタフェース
する状況を含める。
c) 推定した，受容できないリスクに対するリスク
コントロール手段の必要性。
注記 1 4.2 は，例えば JIS T 14971 に基づく，正
式及び完全なリスクマネジメントを要求するもので
はない。しかし，リスクマネジメントの初期段階の
プロセスを実施することは，良い方法であると考え
られる。
注記 2 リスクコントロール手段は，ハードウェ
ア，独立したソフトウェアシステム，医療処置又は
他の手段とすることができる。
注記 3 セキュリティ脆弱性に関する情報源には，
専門家が公開する報告書及び OS やサードパーティ
ソフトウェアなどの供給者からの公開情報を含む。

JIS T 82304-1:2018 / JIS T 2304:2017
4.1 一般要求事項及び初期のリスクアセスメント(JIS
T 82304-1)
製造業者は，次を決定し文書化する。
a) ヘルスソフトウェア製品の意図する使用。意図す
るユーザ及び意図する使用環境を含む。
b) ヘルスソフトウェア製品の安全及び／又はセキュ
リティに関係する特性。ハザードの特定と関連す
るリスクの推定。必要に応じて，ヘルスソフト
ウェア製品が他の製品と組み合わせて構成される
及び／又は他の製品とインタフェースする状況を
含める。
c) 推定した，受容できないリスクに対するリスクコ
ントロール手段の必要性。
注記 1 4.1 は，例えば JIS T 14971 に基づく，正式
及び完全なリスクマネジメントを要求するものではな
い。しかし，リスクマネジメントの初期段階のプロセ
スを実施することは，良い方法であると考えられる。
注記 2 リスクコントロール手段は，ハードウェア，
独立したソフトウェアシステム，医療処置又は他の手
段とすることができる。
注記 3 セキュリティ脆弱性に関する情報源には，専
門家が公開する報告書及び OS やサードパーティソフ
トウェアなどの供給者からの公開情報を含む。
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4.3 ヘルスソフトウェア製品の製品要求事項
ヘルスソフトウェア開発組織は下記を適宜定義す
る。
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4.2 ヘルスソフトウェア製品の製品要求事項(JIS T
82304-1)
製造業者は，次を決定し文書化する。
注

対応国際規格では “use requirements”と，

使用に関する側面を強調する表現を採用しているが，
ソフトウェアの使用に関連する要求事項に限定するも
のではなく，製品全体の要求事項を示しているた
a)

ヘルスソフトウェアの意図する使用に対する
要求事項。

b)

インタフェースの要求事項。該当する場合は
ヘルスソフトウェア利用者のユーザビリティ
に関する要求事項を含める。
注記 1 ヘルスソフトウェア製品のシステム要求事
項の一部としてのユーザインタフェース仕様とは異
なり，ユーザインタフェース要求事項は，必ずしも
技術的な（実現可能な）要求事項を記載しないが，
技術的要求事項の目的については記載する。
例“表示する情報は，救急病棟において 3 m の距離
から視認可能でなければならない。”
注記 2 IEC 62366-1:2015 は，ユーザインタフェー
ス要求事項を確立するプロセスを規定している。

c)

同じハードウェア資源を使用する他のソフト
ウェアによる，意図しない影響に対する耐性
又は感受性についての要求事項

d)

プライバシー及びセキュリティ要求事項。許
可された使用，人の認証，健康に関するデー
タの完全性及び信頼性，並びに悪意に対する
保護の領域などに対応する。

e)

f)

意図する使用を明確にするための附属文書

め，”製品要求事項” とした。
a) 意図する使用に対する要求事項。

b) インタフェースの要求事項。該当する場合はユー
ザインタフェースの要求事項を含める。
注記 1 ヘルスソフトウェア製品のシステム要求事項
の一部としてのユーザインタフェース仕様とは異な
り，ユーザインタフェース要求事項は，必ずしも技術
的な（実現可能な）要求事項を記載しないが，技術的
要求事項の目的については記載する。
例“表示する情報は，救急病棟において 3 m の距離か
ら視認可能でなければならない。”
注記 2 IEC 62366-1:2015 は，ユーザインタフェー
ス要求事項を確立するプロセスを規定している。

c) 同じハードウェア資源を使用する他のソフトウェ
アによる，意図しない影響に対する耐性又は感受
性についての要求事項
d) プライバシー及びセキュリティ要求事項。許可さ
れた使用，人の認証，健康に関するデータの完全
性及び信頼性，並びに悪意に対する保護のような
領域に対応する。
注記 3 セ キ ュ リ テ ィ に つ い て は 7.2.3.1 及 び
IEC/TR 80001-2-2（セキュリティ機能のリスト）を参
照。

（ダウンロード/インストレーション手順，使
用手順，技術文書など）への要求事項
次の保守要求事項
1) データ完全性の維持を含む古いバージョ

e) 取扱説明書など，附属文書の要求事項。（7.2.2

ンからのアップグレード及び以前のバー
ジョンとの互換性
アップグレード前のバージョンへの回復

1) データ完全性の維持を含む古いバージョンか

2)
3)
4)
5)

セキュリティに関するタイムリーなパッ
チ及びアップデート
インストールの完全性を保証するソフト
ウェアの提供方法
データの使用停止，完全削除，転送及び
／又は保持

参照。）
f) 次をサポートするための要求事項。
らのアップグレード及び以前のバージョンと
の互換性
2) アップグレート前のバージョンへの回復
3) セキュリティに関するタイムリーなパッチ及
びアップデート
4) インストールの完全性を保証するソフトウェ
ア配布メカニズム。
5) データの使用停止，完全削除，転送及び／又

ヘルスソフトウェア開発ガイドライン Ver. 1.20
g) 個人データの保護ルールを含む要求事項
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は保持
g) 適用可能な法規制に基づく要求事項。情報保護の

4.4

ヘルスソフトウェア製品の製品要求事項の検
証
ヘルスソフトウェア開発組織はヘルスソフトウェ
ア製品の製品要求の内容を検証する。
a) システム要求仕様のインプットとなるよう定義さ
れ，文書化されていること。
b) 定義した製品要求事項はヘルスソフトウェア開発
組織が達成することができるような内容である。
G 注記 ヘルスソフトウェア製品要求はヘルスソ
フトウェア利用者が求める要求を分析し
たものである。
4.5

ルールを含む。
注記 4 一部の法規制では，データ保護法（例えば
2016 年に改定された欧州データ保護指令 95/46/EC）
が，削除または持ち出しのような個人情報の処理には
本人の明確な同意が必要であると規定している。欧州
データ保護指令 95/46/EC は，2018 年 5 月 25 日に，
欧州一般データ保護規制(2016/679)に置き換えられ
る。
4.3 ヘルスソフトウェア製品の製品要求事項の検証
(JIS T 82304-1)
製造業者は，ヘルスソフトウェア製品の製品要求事
項について次の点を検証する。
a) システム要求事項のインプットとなるよう定義さ
れ，文書化されている。
b) 定義した製品要求事項は，製造業者が達成するこ
とができるような内容である。
検証の結果は，記録する。

ヘルスソフトウェア製品の製品要求事項の更
新
ヘルスソフトウェア開発組織は，例えば，ヘルス
ソフトウェア製品の製品要求事項の検証の結果又は
バリデーションの結果を受け，ヘルスソフトウェア
製品の製品要求事項を適宜更新する。

4.4 ヘルスソフトウェア製品の製品要求事項の更新
(JIS T 82304-1)
製造業者は，例えば，ヘルスソフトウェア製品の製
品要求事項の検証(4.3 参照)の結果又はバリデーショ
ンの結果を受け，ヘルスソフトウェア製品の製品要求
事項を適宜更新することを確実に実施する。

4.6

4.5 システム要求事項(JIS T 82304-1)
製造業者は，ヘルスソフトウェア製品のシステム要
求事項を特定し文書化する。この要求事項には，意図
する使用に対する機能を含み，該当する場合は次の事
項を含める。
a) 相互運用性
b) 地域化及び言語対応
c) 4.1 の初期のリスクアセスメントに基づいて，ヘ
ルスソフトウェア製品のシステムレベルで実施しなけ
ればならないリスクコントロール手段
d) ユーザインタフェース仕様

システム要求仕様

ヘルスソフトウェア開発組織は，ヘルスソフト
ウェア製品のシステム要求仕様を策定し文書化する
ことを推奨する。
ヘルスソフトウェア製品のシステム要求仕様は，
意図する使用に対する基本機能を含み，必要に応じ
て，異種の機器システム間で運用できる情報，4.2
の初期リスクアセスメントに基づいて実装するリス
クコントロール手段，ユーザインタフェース仕様を
含み，識別できるようにすることを推奨する。
システム要求仕様では期待される機能が実現でき
る負荷や性能レベルに関するようなソフトウェア/
ハードウェア環境を考慮する。また，正常な使用に
おいて，セキュリティ侵害を検出し，認識し，対応
する動作を行えるようにする機能，及び，ソフト
ウェアのセキュリティ侵害が起こった場合にも，基
本機能を保護し，認証された特権ユーザが，製品の
構成を保持し，回復することができる機能を含め
る。

e) 期待する負荷状況の下で期待通りに機能し，要求
するパフォーマンスレベルで機能するための，ヘルス
ソフトウェア製品のソフトウェア及びハードウェアプ
ラットフォームの要求事項
f) 正常な使用において，セキュリティ侵害を検出
し，認識し，時刻を含めて記録し，対応する動作を行
えるようにする機能
g) ソフトウェアのセキュリティ侵害が起こった場合
にも，基本機能を保護する機能
h) 認証された特権ユーザが，製品の構成を保持し，
回復する方法
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システム要求仕様はヘルスソフトウェア製品の製
品要求事項に整合すること。

4.7 ソフトウェア開発プロセス
4.7.1 ソフトウェア開発計画
ヘルスソフトウェア開発組織は，開発するソフト
ウェアシステムの適用範囲，規模に適したソフト
ウェア開発プロセスのアクティビティを実施するた
めに，（一つ又は複数の）ソフトウェア開発計画を
確立する。
ソフトウェア開発ライフサイクルモデルは，その
計画の中に全てを定義するか，又は引用するかのい
ずれかとする。計画は，次の事項を扱った内容とす
る。
a) ソフトウェアシステムの開発に使用するプロセス
b) アクティビティ及びタスクの成果物
c) システム要求事項，ソフトウェア要求事項，ソフ
トウェアシステム試験及びソフトウェアに実装す
るリスクコントロール手段の間のトレーサビリ
ティ
d) ソフトウェア構成管理及びソフトウェア変更管理
e) ライフサイクルの各段階で発見される，ソフト
ウェア製品，成果物及びアクティビティの問題に
対処するためのソフトウェア問題解決

注記 1

注記 2

ソフトウェア開発プロセスにおけるアク
ティビティ及びタスクは，重複するもの
であっても相互に影響を与え合うもので
あってもよく，反復的又は循環的に実行
してもよい。特定のライフサイクルモデ
ルを使用することが望ましいということ
を意図したものではない。
このガイドラインには，開発プロセスと
区別して説明している他のプロセスがあ
るが，それらを別のアクティビティ及び
タスクとして実装しなければならないと
いうことを意味するものではない。それ
らのプロセスのアクティビティ及びタス
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ヘルスソフトウェア製品のシステム要求事項は，ヘ
ルスソフトウェア製品の製品要求事項（4.2 参照）に
適合しなければならない。
注記 1 相 互 運 用 性 に つ い て の 情 報 源 の 一 つ は ，
http://www.himss.org/library/interoperabilitystandards/what-is-interoperability である。
注記 2 ユーザインタフェースの技術的要求事項に
は，表示の色，文字の大きさ及び制御ボタンの配置な
どが含まれる。
注記 3 ソフトウェアプラットフォームには OS，デ
バイスドライバ，ソフトウェアライブラリ及びその他
のユーザアプリケーションが含まれるが，これに限定
しない。
注記 4 JIS T 2304:2017 5.2.1 のソフトウェアシ
ステム要求事項と，ヘルスソフトウェア製品のシステ
ム要求事項との間には相違はないはずである。
5.1 ソフトウェア開発プロセス(JIS T 2304:2017)
5.1.1 ソフトウェア開発計画
製造業者は，開発するソフトウェアシステムの適用
範囲，規模及びソフトウェア安全クラス分類に適し
た，ソフトウェア開発プロセスのアクティビティを実
施するために，（一つ又は複数の）ソフトウェア開発
計画を確立する。
ソフトウェア開発ライフサイクルモデルは，その計
画の中に全てを定義するか，又は引用するかのいずれ
かとする。計画は，次の事項を扱った内容とする。
（クラス A，B，C）
a) ソフトウェアシステムの開発に使用するプロセス
（注記 4 参照）
b) アクティビティ及びタスクの成果物（文書化を含
む。）
c) システム要求事項，ソフトウェア要求事項，ソフ
トウェアシステム試験及びソフトウェアに実装す
るリスクコントロール手段の間のトレーサビリ
ティ
d) SOUP 構成アイテム及び開発支援用ソフトウェア
を含む，ソフトウェア構成管理及び変更管理
e) ライフサイクルの各段階で発見される，医療機器
ソフトウェア，成果物及びアクティビティの問題
に対処するためのソフトウェア問題解決
注記 1

注記 2

ソフトウェア開発ライフサイクルモデルで
は，ソフトウェアシステムの各ソフトウェ
アアイテムの安全クラス分類に従って，異
なるソフトウェアアイテムに対し，それぞ
れ別の要素（プロセス，アクティビティ，
タスク及び成果物）を割り付けることがで
きる。
これらのアクティビティ及びタスクは，重複
するものであっても相互に影響を与え合う
ものであってもよく，反復的又は循環的に
実行してもよい。特定のライフサイクルモ
デルを使用することが望ましいということ
を意図したものではない。
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注記 3

クは，開発プロセスに統合できる。
ソフトウェア開発計画では，既存のプロ
セスを引用しても新たにプロセスを定義
してもよい。

注記 3

注記 4
注記 5
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この規格には，開発プロセスと区別して説明
している他のプロセスがあるが，それらを
別のアクティビティ及びタスクとして実装
しなければならないということを意味する
ものではない。それらのプロセスのアク
ティビティ及びタスクは，開発プロセスに
統合できる。
ソフトウェア開発計画では，既存のプロセス
を引用しても新たにプロセスを定義しても
よい。
ソフトウェア開発計画は，全体のシステム開
発計画に統合してもよい。

4.7.2 ソフトウェア検証計画
ヘルスソフトウェア開発組織は，ソフトウェア開
発計画書に，次の検証情報を示すか又は引用する。

5.1.6 ソフトウェア検証計画 (JIS T 2304:2017)
製造業者は，ソフトウェア開発計画書に，次の検証
情報を示すか又は引用する。（クラス A，B，C）

a) 検証が必要な成果物
b) 各ライフサイクルアクティビティに必要な検証タ
スク
c) 成果物を検証するマイルストーン
d) 成果物検証の合否判定基準

a) 検証が必要な成果物
b) 各ライフサイクルアクティビティに必要な検証タ
スク
c) 成果物を検証するマイルストーン
d) 成果物検証の合否判定基準

4.7.3 ソフトウェアリスクマネジメント計画
ヘルスソフトウェア開発組織は，ソフトウェアリ
スクマネジメントプロセスのアクティビティ及びタ
スクの実行計画を，ソフトウェア開発計画に示すか
又は引用する。

5.1.7 ソフトウェアリスクマネジメント計画(JIS T
2304:2017)
製造業者は，ソフトウェアリスクマネジメントプロ
セスのアクティビティ及びタスクの実行計画（SOUP
に関連したリスクマネジメントを含む。）を，ソフト
ウェア開発計画に示すか又は引用する。（クラス
A，B，C）
注記

箇条 7 参照。

4.7.4 文書化計画
ヘルスソフトウェア開発組織は，ソフトウェア開
発ライフサイクルにおいて作成する文書についての
情報を，ソフトウェア開発計画書に示すか又は引用
する。記載した文書又は文書のタイプそれぞれにつ
いて，次の情報を示すか又は引用する。

5.1.8 文書化計画 (JIS T 2304:2017)
製造業者は，ソフトウェア開発ライフサイクルにお
いて作成する文書についての情報を，ソフトウェア開
発計画書に示すか又は引用する。記載した文書又は文
書のタイプそれぞれについて，次の情報を示すか又は
引用する。（クラス A，B，C）

a)
b)
c)
d)

題名，名称又は命名規則
目的
(対応国際規格で削除されている)
開発，レビュー，承認及び修正のための手順並び
に責任

a) 題名，名称又は命名規則（naming convention）
b) 目的
c) (対応国際規格で削除されている。)
d) 開発，レビュー，承認及び修正のための手順並び
に責任

4.7.5 ソフトウェア構成管理計画
ヘルスソフトウェア開発組織は，ソフトウェア開
発計画書に，ソフトウェア構成管理情報を示すか又
は引用する。記載又は引用するソフトウェア構成管
理情報とは，次をいう。

5.1.9 ソフトウェア構成管理計画 (JIS T 2304:2017)
製造業者は，ソフトウェア開発計画書に，ソフト
ウェア構成管理情報を示すか又は引用する。記載又は
引用するソフトウェア構成管理情報とは，次をいう。
（クラス A，B，C）

a) 管理対象アイテムのタイプ，カテゴリ又はリスト
b) ソフトウェア構成管理アクティビティ及びタスク
c) ソフトウェア構成管理及びアクティビティの実行
に責任を負う組織

a) 管理対象アイテムのクラス，タイプ，カテゴリ又
はリスト
b) ソフトウェア構成管理アクティビティ及びタスク
c) ソフトウェア構成管理及びアクティビティの実行
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d) それらの組織と他の組織（例えば，ソフトウェア
開発又は保守）との関係
e) アイテムを構成管理下に置く時期

に責任を負う組織
d) それらの組織と他の組織（例えばソフトウェア開
発又は保守など）との関係
e) アイテムを構成管理下に置く時期
f) 問題解決プロセスを使用する時期

4.8 ソフトウェア要求事項分析
4.8.1 システム要求事項からのソフトウェア要求
事項の定義及び文書化
ヘルスソフトウェア開発組織は，ソフトウェアシ
ステムごとに，システムレベルの要求事項からソフ
トウェアシステム要求事項を定義して文書化する。

5.2 ソフトウェア要求事項分析 (JIS T 2304:2017)
5.2.1 システム要求事項からのソフトウェア要求事項
の定義及び文書化
製造業者は，医療機器のソフトウェアシステムごと
に，システムレベルの要求事項からソフトウェアシス
テム要求事項を定義して文書化する。（クラス A，
B，C）

G 注記 ソフトウェア要求事項とシステム要求事
項には差異がない場合もある。システム
要求事項には，異種の機器システム間で
運用で きる情報の概要やヘルス ソフト
ウェアが搭載されるプラットフォームに
対する性能要求等が記載される。
4.8.2 ソフトウェア要求事項の内容
ヘルスソフトウェア開発組織は，ヘルスソフト
ウェアの要求事項に必要な場合は，次の事項と項目
の内容を適宜記載する。
a) 機能及び能力についての要求事項
b) ソフトウェアシステムのインプット及びアウト
プット
c) ソフトウェアシステムと他のシステムとの間のイ
ンタフェース
d) ソフトウェアによる警報，警告及び操作者への
メッセージ
e) セキュリティ要求事項
f) ソフトウェアで実装するユーザインターフェー
スの要求事項
g) データ定義及びデータベース要求事項
h) 納入したヘルスソフトウェアの，操作現場及び保
守現場におけるインストール及び受入れの要求事
項
i) 操作及び保守の方法に関わる要求事項
j) IT ネットワークに関連する要求事項
k) ヘルスソフトウェア利用者保守要求事項
G 注記 ヒューマンエラー及び訓練に影響を受け
やすいユーザビリティエンジニアリング
要求事項には，合理的に予見可能の誤用
に対するリスクコントロールを含む。

注記

ソフトウェアシステムがスタンドアロンシステ
ム（ソフトウェア単独の機器）の場合は，ソフ
トウェアシステム要求事項とシステム要求事項
とに差異がない場合もある。

5.2.2 ソフトウェア要求事項の内容 (JIS T 2304 :
2017)
製造業者は，医療機器ソフトウェアの要求事項に必
要な場合は，次の事項を適宜含める。
（クラス A，B，C）
a) 機能及び能力についての要求事項
注記 1 要求事項の例を，次に示す。
− 性能（例えば，ソフトウェアの目的，タイミ
ング要求事項など）
− 物理的特性（例えば，コード言語，プラット
フォーム，オペレーティングシステムなど）
− ソフトウェアの実行環境（例えば，ハード
ウェア，メモリサイズ，処理ユニット，時間
帯の設定，ネットワークインフラストラク
チャなど）
− アップグレード，複数の SOUP 又は他機器
との互換性の必要性
b) ソフトウェアシステムのインプット及びアウト
プット
注記 2 要求事項の例を，次に示す。
− データの型（例えば，数字，英数字，フォー
マットなど）
− 範囲
− 制限
− 既定値
c) ソフトウェアシステムと他のシステムとの間のイ
ンタフェース
d) ソフトウェアによる警報，警告及び操作者への
メッセージ
e) セキュリティ要求事項
注記 3 要求事項の例を，次に示す。
− 機密情報の漏えい（洩）に関連する事項
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− 認証
− 認可
− 監査証跡（audit trail）
− 通信の完全性
－ システムセキュリティ・マルウェアからの保
護
f) ソフトウェアで実装するユーザインターフェースの
要求事項
注記 4 要求事項に関連する例を，次に示す。
－ 手動操作の支援
－ 人間と機器との相互作用
－ 人員についての制約
－ 人間の注意を集中する必要がある領域
注記 5 ユーザビリティエンジニアリング要求事項に
ついての情報は，IEC62366-1[17]他[例えば，
IEC 60601-1-6 [16]]に規定している。
g) データ定義及びデータベース要求事項
注記 6
−
−
−

要求事項の例を，次に示す。
形式
整合性
機能

h) 納入した医療機器ソフトウェアの，操作現場及び
保守現場におけるインストール及び受入れの要求
事項
i) 操作及び保守の方法に関わる要求事項
j) IT ネットワークに関連する要求事項
注記 7 要求事項の例を，次に示す。
− ネットワーク通信する，アラーム，警告及び
オペレータメッセージ
− ネットワークプロトコル
− ネットワークサービスが利用できない場合の
扱い
k) ユーザ保守要求事項
l) 規制要求事項
注記 8 a)～l)の要求事項は，重複することもある。
注記 9 ソフトウェア開発の初期には，必ずしもこれ
らの要求事項の全てが利用できるとは限らな
い。
注記 8 JIS X 25010 [9]は，ソフトウェア要求事項
の定義付けに有用な品質特性についての情報
を規定している。
4.8.3

リスクコントロール手段のソフトウェア要
求事項への包含
ヘルスソフトウェア開発組織は，ソフトウェアに
実装するリスクコントロール手段を，ヘルスソフト
ウェアの要求事項に含める。

5.2.3 リスクコントロール手段のソフトウェア要求事
項への包含 (JIS T 2304:2017)
製造業者は，ソフトウェアに実装するリスクコント
ロール手段を，医療機器ソフトウェアの要求事項に含
める。（クラス B，C）

注記 これらの要求事項は，ソフトウェア開発の
初期には利用できないこともあり，ソフト

注記 これらの要求事項は，ソフトウェア開発の初期
には利用できないこともあり，ソフトウェアの
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ウェアの設計及びリスクコントロール手段
の追加定義を行うことで変更できる。

設計及びリスクコントロール手段の追加定義を
行うことで変更できる。

4.8.4 ヘルスソフトウェアのリスク分析の再評価
ヘルスソフトウェア開発組織は，ソフトウェア要
求事項が確定した時点でヘルスソフトウェアのリス
ク分析を再評価し，適宜，更新する。

5.2.4 医療機器のリスク分析の再評価 (JIS T 2304 :
2017)
製造業者は，ソフトウェア要求事項が確定した時点
で医療機器のリスク分析を再評価し，適宜，更新す
る。（クラス A，B，C）
5.2.6 ソフトウェア要求事項の検証 (JIS T 2304 :
2017)
製造業者は，ソフトウェア要求事項について次の点
を検証し文書化する。（クラス A，B，C）

4.8.5 ソフトウェア要求事項の検証
ヘルスソフトウェア開発組織は，ソフトウェア要
求事項について次の点を検証し文書化する。
a) システム要求事項（リスクコントロールに関わる
ものを含む。）を実装している。
b) 相互に矛盾しない。
c) 曖昧さを回避した用語で表現している。
d) 試験基準を確立していて，試験が実施できる表現
で記載している。
e) 一意に識別できる。
f) システム要求事項又は他の要求事項を追跡でき
る。

a) システム要求事項（リスクコントロールに関わる
ものを含む。）を実装している。
b) 相互に矛盾しない。
c) 曖昧さを回避した用語で表現している。
d) 試験基準を確立して，試験が実施できる表現で記
載している。
e) 一意に識別できる。
f) システム要求事項又は他の要求事項を追跡できる。
注記

この規格は，形式仕様記述言語の使用を要求す
るものではない。

4.9 ソフトウェア設計及び実装
ヘルスソフトウェアの設計及び実装方法について
は規定しないが，ヘルスソフトウェアに対してリス
クコントロール手段が必要と判断された場合は，リ
スクコントロール手段を実装するためのアーキテク
チャ設計を行い，その記録を残すことが望ましい。
4.10 ソフトウェア試験及びバリデーション
4.10.1 ソフトウェアシステム試験
4.10.1.1 ソフトウェア要求事項についての試験の確
立
ヘルスソフトウェア開発組織は，ソフトウェアシ
ステム試験の実施のために，個々のソフトウェア要
求事項を対象としてインプット内容，予想する結
果，合否判定基準及び手順を規定した一連の試験を
確立し，実施する。
注記 特に要求事項の間に依存性が存在する場合
は，要求事項ごとの個別試験だけでなく，
要求事項を組み合わせた試験も実施可能で
ある。

5.7 ソフトウェアシステム試験 (JIS T 2304:2017)
5.7.1 ソフトウェア要求事項についての試験の確立
a) 製造業者は，ソフトウェアシステム試験の実施
のために，個々のソフトウェア要求事項を対象とし
て，インプット内容，予想する結果，合否判定基準及
び手順を定めた一連の試験を確立し，実施する。
b) 製造業者は，検証方針及び試験手順の適切性を
評価する。
（クラス A, B, C）
注記 1 結合試験及びソフトウェアシステム試験は，
一つの計画及び一連のアクティビティに統合
してもよい。また，ソフトウェア要求事項
は，より早い段階で試験してもよい。
注記 2 特に要求事項の間に依存性が存在する場合
は，要求事項ごとの個別試験だけでなく，要
求事項を組み合わせた試験も実施可能であ
る。

4.10.1.2 ソフトウェアシステム試験の評価
ヘルスソフトウェア開発組織は，検証方針及び試
験手順の適切性を評価する
ヘルスソフトウェア開発組織は，次の事項を検証
する。
a) 全てのソフトウェア要求事項を対象に，試験又は

5.7.4 ソフトウェアシステム試験の評価(JIS T 2304 :
2017)
製造業者は，検証方針及び試験手順の適切性を評価
する。
製造業者は，次の事項を検証する。（クラス A, B,
C）
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検証を実施している。
b) ソフトウェア要求事項と試験又は検証との間のト
レーサビリティが記録されている。

c) 試験結果が，要求する合否基準を適合する。
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a) 全てのソフトウェア要求事項を対象に，試験又は
検証を実施している。
b)ソフトウェア要求事項と試験又は検証との間のト
レーサビリティが記録されている。
c) 試験結果が，要求する合否基準を適合する。

4.10.1.3 ソフトウェアシステム試験記録の内容
ヘルスソフトウェア開発組織は次の事項を実施す
る。
a) 要求される処置及び期待される結果を示すテスト
ケース手順書への参照表記
b) 試験結果（合否及び異常箇所のリスト）を文書化
する。
c) 試験したソフトウェアのバージョン
d) 関連するハードウェア及びソフトウェアテスト構
成
e) 関連試験ツール
f) 試験実施日
g) 試験の実施及び試験結果の記録に関わる責任者
の識別

5.7.5 ソフトウェアシステム試験記録の内容(JIS T
2304 : 2017)
試験の再現性を図るために，製造業者は，次の事項
を文書化する。（クラス A, B, C）
a) 要求される処置及び期待される結果を示すテスト
ケース手順書への参照表記
b) 試験結果（合否及び異常箇所のリスト）
c) 試験したソフトウェアのバージョン
d) 関連するハードウェア及びソフトウェアテスト構
成
e) 関連試験ツール
f) 試験実施日
g) 試験の実施及び試験結果の記録に関わる責任者の
識別

4.10.2 ヘルスソフトウェア製品のバリデーション
4.10.2.1 一般
ヘ ル ス ソ フ ト ウ ェ ア 製 品 に 対 し て 4.10.2.2 ～
4.10.2.4 のバリデーション活動を実施する。ヘルス
ソフトウェアのバリデーションはヘルスソフトウェ
アの製品要求，システム要求に合致して，全てのヘ
ルスソフトウェア要求が正しく完全に実装されたこ
とを示すトレーサビリティマトリックスなどによっ
て確認する。

6 ヘルスソフトウェア製品のバリデーション (JIS T
82304-1:2018)

4.10.2.2 バリデーション計画
ヘルスソフトウェア開発組織は下記で要求される
視点を考慮したバリデーション計画を確立する。
ソフトウェアバリデーション計画はヘルスソフト
ウェアの製品要求の全体を指し示すようにする。

6.1 バリデーション計画(JIS T 82304-1:2018)
製造業者は，4.2 で確立したヘルスソフトウェア製
品の製品要求事項の全てに対応するバリデーション計
画を確立する。
バリデーション計画において，製造業者は，次を行
う。

バリデーション計画は計画されたバリデーション
活動と方法論の詳細の説明を含む。

a)

バリデーション計画において，バリデーションを
行うための適切な方法，入力情報及び合否判定基準
を選択し，動作条件のような，実行可能にするシス
テム又はサービスを特定する。それには，バリデー
ションを行う上で必要なハードウェア及びソフト
ウェアのプラットフォームを含める。テストケース
は可能なヘルスソフトウェア利用者シナリオを考慮
し，テストケースに対する期待される出力の範囲を
明記してバリデーションの評価基準を記載する。

b)

バリデーションの範囲及び対応するバリデーショ
ン活動を特定する。
バリデーション活動の実行可能性を潜在的に制限
する制約事項を特定する。

c)

バリデーションを行うための適切な方法，入力情
報及び合否判定基準を選択する。

d)

動作条件のような，実行可能にするシステム又は
サービスを特定する。それには，バリデーション
を行う上で必要なハードウェア及びソフトウェア
のプラットフォームを含める。

バリデーション計画において，バリデーション実
施者に求められる能力を明確化し，必要ならばバリ
デーションを実施する前にトレーニングを行う。

e)

バリデーションを行う要員に必要な資格要件を特
定する。教育訓練が必要な場合は，バリデーショ
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バリデーション計画において，バリデーションを
行うチームの，設計チームに対する適切な独立性レ
ベルを定める。
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ンを始める前に完了しておく。
f)

バリデーションチームの，設計チームに対する適
切な独立性レベルを定める。
注記 1

制約事項には，技術的な実行可能性，コ
スト，時間，バリデーションができる要
員又は資格認定した要員がいるかどう
か，契約上の制限，業務の重大性などが

4.10.2.3 バリデーションの実施

含まれる。
注記 2 バリデーションの方法には，調査，分析，
類推又は類似性，実証，シミュレーション，査読，及
び試験又は認定が含まれる。関連情報としては，規格
及び互換性基準のようなその他の出版物，規制当局の
ガイダンス文書，並びに臨床文献がある。
6.2 バリデーションの実施(JIS T 82304-1:2018)

ヘルスソフトウェア開発組織は，次の事項によっ

製造業者は，次の事項によってバリデーションの準

てバリデーションの準備が整ったことを確認する。

備が整ったことを確認する。

a) バリデーション計画が確立されている。

a) バリデーション計画が確立されている。

b) バリデーションチームが適切に組織されてい

b) バリデーションチームが適切に資格認定された要

る。
c) 必要な場合は，ヘルスソフトウェア製品のバリ

員によって組織されている。
c) 必要な場合は，ヘルスソフトウェア製品のバリ

デーションを行う部分に対して，箇条 4.4 から

デーションを行う部分に対して，箇条 5 で要求す

4.10.1 で要求する開発ライフサイクルが完了し

る開発ライフサイクルが完了している。

ている。
バリデーションチームは，バリデーション計画に
従って，意図する操作環境でバリデーション活動を
実行する。バリデーション計画からの逸脱が必要で
あると判断した場合は，それを正当化する根拠をバ
リデーション報告書に記載する。

バリデーションチームは，6.1 のバリデーション計
画に従って，意図する操作環境でバリデーション活動
を実行する。バリデーション計画からの逸脱が必要で
あると判断した場合は，それを正当化する根拠をバリ
デーション報告書に記載する。

バリデーションを実施するとき，バリデーション
チームは全てのバリデーション計画が完了するまで
待つのではなく，変更管理プロセスを判定基準を満
たさなかったテストに適用する。
バリデーションにおいてヘルスソフトウェア製品に
異常が発見した場合は，JIS T 2304:2017 の箇条 9 に
従った問題解決プロセスでそれを解消する。問題解決
プロセスの結果，ヘルスソフトウェア製品に変更が生
じる場合は，変更の影響範囲を考慮して，影響があっ
たバリデーションの部分を再度行う。
4.10.2.4 バリデーション報告書
バリデーションチームは，バリデーションを行っ
たヘルスソフトウェア製品のバリデーション報告書
を作成する。
バリデーション報告書は，次の事項についての証
拠を提示する。

6.3 バリデーション報告書(JIS T 82304-1:2018)
バリデーションチームは，バリデーションを行った
ヘルスソフトウェア製品のバリデーション報告書を作
成する。
バリデーション報告書は，次の事項についての証拠
を提示する。
a)

バリデーション結果は，インプットとしたヘルス
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a)

バリデーション結果は，インプットとしたヘル

ソフトウェア製品の製品要求事項にトレース可能

スソフトウェア製品の製品要求にトレース可能

である。

である。
b)

b)

ヘルスソフトウェア製品の残留リスクは，受容

可能である。
バリデーション報告書には，バリデーションにお
いて確認されたヘルスソフトウェア製品の異常につ
いて記載する。
バリデーション報告書には，バリデーション結果
の要約を含め，ヘルスソフトウェア製品の製品要求
に基づき，ヘルスソフトウェア製品が意図する使用
についてバリデーション済みであるという結論を記
載する。

4.11 ソフトウェアリリース
4.11.1 リリースするバージョンの文書化
ヘルスソフトウェア開発組織は，リリースするヘ
ルスソフトウェア製品のバージョンを文書化する。

4.12 ソフトウェア構成管理及び変更管理
4.12.1 ソフトウェア構成管理
4.12.1.1 構成アイテム識別手段の確立
ヘルスソフトウェア開発組織は，管理すべき構成
アイテム及びそのバージョンを，一意に識別するた
めの仕組みを確立する。

ヘルスソフトウェア製品は，4.2 で確立した製品
要求事項に適合する。

ヘルスソフトウェア製品は，ヘルスソフトウェ
ア製品の製品要求に適合する。

c)
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c)

ヘルスソフトウェア製品の残留リスクは，受容可
能である。
バリデーション報告書には，バリデーションを行っ

た条件及び活動の結果を記載する。バリデーションに
おいてヘルスソフトウェア製品に異常を確認した場合
には，バリデーション報告書に記載する。
バリデーション報告書には，バリデーションチーム
のメンバー（氏名，所属及び職務）を記載する。
バリデーション報告書には，バリデーション結果の
要約を含め，製品要求事項に基づき，ヘルスソフト
ウェア製品が意図する使用についてバリデーション済
みであるという結論を記載する。
5.8 ソフトウェアリリース(JIS T 2304:2017)
5.8.4 リリースするバージョンの文書化
製造業者は，リリースする医療機器ソフトウェア製
品のバージョンを文書化する。（クラス A，B，C）

8 ソフトウェア構成管理プロセス(JIS T 2304:2017)
8.1 構成識別 (JIS T 2304:2017)
8.1.1 構成アイテム識別手段の確立
製造業者は，5.1 に規定した開発及び構成管理計画
に従って管理することが望ましい構成アイテム及びそ
のバージョンを，一意に識別するための仕組みを確立
する。（クラス A，B，C）
この仕組みには，他のソフトウェア製品又は
SOUP 及び文書などを含む。（クラス A，B，C）
8.1.2 SOUP の特定
現在使用中の SOUP 構成アイテム(標準ライブラリ
を含む。)のそれぞれについて，製造業者は，次を文
書化する。（クラス A，B，C）

a) 名称
b) 製造業者
c) SOUP を特定する識別子

注記 SOUP を特定する識別子の例として，バージョ
ン，リリース年月日，パッチ番号，アップグレードの
識別子などが考えられる。
8.1.3 システム構成文書の特定
製造業者は, ソフトウェアシステムの構成要素である
構成アイテム及びそのバージョン一式を文書化する。
（クラス A，B，C）
4.12.2 ソフトウェア変更管理
4.12.2.1 変更要求の承認
ヘルスソフトウェア開発組織は，承認した変更要
求に応じる場合に限り，構成アイテムを変更する。

8.2 変更管理 (JIS T 2304:2017)
8.2.1 変更要求の承認
製造業者は，承認した変更要求に応じる場合に限
り，8.1 に従って識別する構成アイテムを変更する。
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注記 1

注記 2
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（クラス A，B，C）
変更要求承認の決定が，変更管理プロセ
ス又は他のプロセスの一部に不可欠とな
る場合がある。この細分箇条が要求する
のは，変更の実装の前に変更の承認が必
要ということだけである。
ライフサイクルの様々な段階で受け取る
変更要求に対して，様々な受け入れプロ
セスを使用できる。

注記 1

注記 2

G 注記 変更要求の承認方法はヘルスソフトウェ
ア開発組織が定める。
4.12.2.2 変更の実装
ヘルスソフトウェア開発組織は，変更要求で指定
されているとおりに変更を実装する。ヘルスソフト
ウェア開発組織は，変更の結果やり直しが必要な全
てのアクティビティを特定し，実装する。

8.2.2 変更の実装 (JIS T 2304:2017)
製造業者は，変更要求で指定されているとおりに変
更を実装する。製造業者は，変更の結果やり直しが必
要な全てのアクティビティ（ソフトウェアシステム及
びソフトウェアアイテムのソフトウェア安全クラス分
類の変更を含む。）を特定し，実装する。
（クラス A，B，C）
注記

4.12.2.3 変更の検証
ヘルスソフトウェア開発組織は，変更によって無
効になった検証のやり直しも含めて，変更を検証す
る。

変更要求承認の決定が，変更管理プロセス又
は他のプロセスの一部に不可欠となる場合
がある。この細分箇条が要求するのは，変
更の実装の前に変更の承認が必要というこ
とだけである。
ライフサイクルの様々な段階で受け取る変更
要求に対して，様々な受け入れプロセスを
使用できる。5.1.1 d)及び 6.1 e)参照。

この細分箇条では，十分な変更管理を達成する
ために，どのように変更を実装するのが望まし
いかということを明記している。これは，変更
の実装が，変更管理プロセスに不可欠であると
いうことを意味するものではない。実装には，
計画したプロセスを使用することが望ましい。
5.1.1 e)及び 6.1 e)参照

8.2.3 変更の検証 (JIS T 2304:2017)
製造業者は，5.7.3 及び 9.7 を考慮しながら，変更
によって無効になった検証のやり直しも含めて，変更
を検証する。（クラス A，B，C）
注記

この細分箇条が要求するのは，変更を検証する
ことだけであり，検証が変更管理プロセスに不
可欠であるということを意味するものではな
い。検証には，計画したプロセスを使用するこ
とが望ましい。5.1.1 e)及び 6.1 e)参照。

4.12.2.4 変更のトレーサビリティを実現する手段の
提示
ヘルスソフトウェア開発組織は，次を追跡できる
記録を作成する。
a) 変更要求
b) 事象報告
c) 変更要求の承認

8.2.4 変更のトレーサビリティを実現する手段の提示
(JIS T 2304:2017)
製造業者は，次の事項の間の関連性及び依存関係の
記録を維持する。（クラス A，B，C）
a) 変更要求
b) 当該問題報告
c) 変更要求の承認

4.12.2.5 構成状態の記録
ヘルスソフトウェア開発組織は，システム構成を
含む，管理している構成アイテムについて，検索可
能な履歴記録を保存する。

8.3 構成状態の記録 (JIS T 2304:2017)
製造業者は，システム構成を含む，管理している構
成アイテムについて，検索可能な履歴記録を保存す
る。（クラス A，B，C）

ヘルスソフトウェア開発ガイドライン Ver. 1.20
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ヘルスソフトウェアの識別及び使用説明書

5.1

一般

市場でヘルスソフトウェアに障害が発生したときに対象のヘルスソフトウェアを識別し，速やかに対処する
ためにヘルスソフトウェアが確実に識別できるようにする。また，ヘルスソフトウェアの利用者がヘルスソフ
トウェアを安全に使用するために必要な情報を得ることができるように使用説明書を整備する。
JIS T 82304-1:2018

本ガイドラインの要求事項
5.2

ヘルスソフトウェアの識別情報

ヘルスソフトウェア製品は次の事項によって識別す
る。
- ヘルスソフトウェア開発組織の名称又は商標
-

7.1 *識別情報
ヘルスソフトウェア製品は，次の事項によって識別
する。

製品の名称
改版(revision)レベル，リリース日又は発行日
のような一意なバージョン識別子

-

製造業者の名称又は商標

-

製品の名称又は形式名

-

改版(revision)レベル，リリース日又は発行日
のような一意なバージョン識別子
注記 1 一部の国の法規制では，機器固有識別子
（ Unique Device Identification: UDI）が義務

ヘルスソフトウェア製品の識別情報はヘルスソフト
ウェアの使用を通じてヘルスソフトウェアの使用者に
明らかにされる。
注記 2 ソフトウェアの最初の画面又はログイン画面
に識別情報を表示することは，良い方法である。

5.3 附属文書
5.3.1 一般
ヘルスソフトウェア開発組織は，ヘルスソフトウェ
ア利用者がヘルスソフトウェア製品をヘルスソフト
ウェア開発組織が意図したとおりに実行し使用するこ
とができるように，ヘルスソフトウェアの附属文書を
用意する。

化されている。
ヘルスソフトウェア製品の識別情報は，ユーザがヘ
ルスソフトウェアを使用する際にアクセス可能とす
る。
注記 2 ソフトウェアの最初の画面又はログイン画
面に識別情報を表示することは，良い方法である。
7.2 附属文書
7.2.1 一般
製造業者は，ヘルスソフトウェアの附属文書を用意
し，ユーザ及び／又は責任部門がヘルスソフトウェア
製品を意図するとおりに実行し使用することができる
ようにする。
附属文書には，次を含める。

附属文書には，次を含める。
a)

製造業者の名称，連絡先情報（ウェブサイトを含

a)

む）。

む）。
b)

ヘ ル ス ソ フ ト ウ ェ ア 製 品 の 識 別 情 報 （ 5.2 参

b)

ヘルスソフトウェア製品のバージョン識別子。例

c)

な，ヘルスソフトウェア製品を識別するために必

な，ヘルスソフトウェア製品を識別するために必

要な情報。

要な情報。
附属文書のバージョン識別子。例えば改版レベ

ヘルスソフトウェア製品のバージョン識別子。例
えば，改版レベル，リリース日又は発行日のよう

えば，改版レベル，リリース日又は発行日のよう

d)

ヘ ル ス ソ フ ト ウ ェ ア 製 品 の 識 別 情 報 （ 7.1 参
照）。

照）。
c)

製造業者の名称，連絡先情報（ウェブサイトを含

d)

附属文書のバージョン識別子。例えば改版レベ
ル，リリース日又は発行日。

ル，リリース日又は発行日。
e)

使用説明書(5.3.2 参照)

e)

取扱説明書（7.2.2 参照）。

f)

技術情報（5.3.3 参照）。

f)

技術解説（7.2.3 参照）。
附属文書には，ソフトウェアリリースノート及び標
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準的なインストール環境の記載を含めてもよい。
附属文書には，意図するユーザ又は責任部門に必要
な特殊技能，訓練及び知識，ヘルスソフトウェア製品
が使用できる場所又は環境についての制限事項，並び
に該当する場合には，システムインタフェース，ソフ
トウェアプラットフォーム，ツール及びハードウェア
要求事項又は制限事項を記載する。
附属文書は，意図するユーザに対する教育，訓練及

5.3.2 使用説明書
使用説明書としてインストール手順を含むヘルスソ
フトウェア製品の適切な操作のために必要な全てを文
書化する。
もし，必要があるなら，使用説明書にヘルスソフト
ウェアの使用目的において，IT ネットワークを制限す
る仕様を記載する。
G 注記 1

使用説明書はヘルスソフトウェア利用者
と責任部門を読者の対象とし，ヘルスソ
フトウェア利用者と責任部門に役立つ情
報を含める。追加の詳細情報は 5.3.3 技
術情報を参照すること。

びその他の特別なニーズに見合うレベルで作成する。
注記
附属文書を電子データで提供することで，使
い勝手を改善できる。規制当局は，附属文書の一部ま
たは全部が電子的に提供される場合に，電子データの
フォーマットを指定することがある。
7.2.2 取扱説明書
7.2.2.1 一般
取扱説明書には，ヘルスソフトウェア製品を正しく
使用するために必要な全ての情報を文書化し，必要な
場合はインストール手順を含める。
該当する場合，取扱説明書には，ヘルスソフトウェ
ア製品が使用を意図する IT ネットワークに対する制
限事項を特定する（7.2.3.2 参照）。
注記

取扱説明書は，ユーザ及び責任部門を対象と

しており，ユーザ又は責任部門にとって有用な情報だ
けが必要である。補足説明は，技術解説に含めること

G 注記 2

使用説明書は例えば，インストール業者
向けとヘルスソフトウェア利用者向けな
ど目的に応じて分離することができる。

5.3.2.1 ヘルスソフトウェア記述
使用説明書は下記を含む。

ヘルスソフトウェア開発組織によって定義された
ヘルスソフトウェアの意図する使用





基本機能を含むヘルスソフトウェアの概要
ヘルスソフトウェアの使用上の，設定可能なセ
キュリティオプション
ヘルスソフトウェアを使用するにあたっての既知
の技術的な問題又は制限や条件

ができる（7.2.3 も参照）。

7.2.2.2

ヘルスソフトウェアについての記載

取扱説明書には，次を記載する。
a)

製造業者が定めたヘルスソフトウェア製品の意図
する使用。

b)

ヘルスソフトウェア製品の簡単な説明。ヘルスソ
フトウェア製品の基本機能を含める。

c)

ヘルスソフトウェアの使用上の，設定可能なセ
キュリティオプション。

d)

ヘルスソフトウェア製品の使用に対する既知の技
術な問題点，制限事項，免責事項又は禁忌事項。

5.3.2.2 警告と注意事項
使用説明書にはヘルスソフトウェアの使用のリスク
に関わる全ての注意及び警告のリストを記載する。
それらが一見してすぐに理解できない場合は，より詳
細に説明を拡張すること。
G 注記 一般的な警告と注意表記は使用説明書の明
確に特定されたセクションに置かれるべき

7.2.2.3

安全及び／又はセキュリティに対する警告及

び注意事項
取扱説明書には，ヘルスソフトウェア製品の使用に
伴う，安全及び／又はセキュリティ上の警告及び注意
事項を全て含める。警告及び注意事項の文章だけでは
内容が十分に分からない場合には，具体的に説明を加
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である。特定の指示か動作を提供する警告
や注意表記は，アプリケーションの操作に
先んじて記載されるべきである。

5.3.2.3 インストール
使用説明書には以下を含む。

インストール作業を誰が行うかについての記述

ヘルスソフトウェアの実行を意図する機器の最小
限必要なシステム要求





サポートする OS のバージョンやミドルウェアの
詳細
ヘルスソフトウェアのインストール時に設定する
セキュリティオプション
他のアプリケーションに対する重要な依存関係
インストール手順又は，インストール手順がどこ
にあるか分かる参照記述
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える。
安全及び／又はセキュリティ上の一般的な警告及び
注意事項は，取扱説明書の特定のセクションにまとめ
て記載するのがよい。特定の操作方法や動作にだけに
対する安全又はセキュリティ上の警告又は注意事項
は，その操作説明の直前に記載するのがよい。
7.2.2.4

インストール

取扱説明書には，次を記載する。
a)

インストールがユーザだけで行えるか，製造業者
若しくは認定された人が行わなければならない
か，又はそれらの人の協力の下で行わなければな
らないかについての記載

b) ヘルスソフトウェアを実行するための，ソフト
ウェア及びハードウェアプラットフォームのシス
テム要求事項
c) ヘルスソフトウェアのインストール時に設定する
セキュリティオプション
d) 他のアプリケーションに対する重要な依存関係。
e) 構成に関する要求事項
f) システムインタフェースの要求事項（必須事項及
び選択事項）
g) サポートするソフトウェアプラットフォームの詳
細
h) インストールガイド又はインストールガイドの参
照先情報

5.3.2.4 スタートアップの手順
使用説明書にはヘルスソフトウェアが使えるように
なるために必要な情報を含む。
5.3.2.5 シャットダウンの手順
使用説明書にはヘルスソフトウェアの操作を安全に
終えるために必要な情報を含む。
5.3.2.6 操作手順
使用説明書は仕様どおりにヘルスソフトウェアを操
作するために必要な全ての情報を含むものとする。こ
れには，制御機能，表示機能及び通知機能，操作手順
を含む。
使用説明書は文字やシンボルや警告表記や省略表記
の意味の説明を含む。
5.3.2.7 メッセージ
使用説明書には重要度の高いシステムメッセージ，
エラーメッセージ，表示される故障メッセージを一覧
にする。
G 注記 メッセージはグループにまとめることがで
きる。

7.2.2.5 起動手順
取扱説明書には，ヘルスソフトウェアをユーザが起
動して使用できるようにするために必要な情報を記載
する。
7.2.2.6 シャットダウン手順
取扱説明書には，ヘルスソフトウェアをユーザが安
全にシャットダウンするために必要な情報を記載す
る。
7.2.2.7

操作方法

取扱説明書には，ヘルスソフトウェアの操作に必要
な全ての情報を記載する。これには，制御機能，表示
機能及び通知機能，並びに操作手順についての説明を
含める。
取扱説明書には，図，シンボル，警告メッセージ及
び略称の意味について説明する。
7.2.2.8

メッセージ

取扱説明書には，表示するシステムメッセージ，エ
ラーメッセージ及び故障メッセージをすべて一覧にす
る。ただし，メッセージが説明を要しない場合につい
ては，この限りではない。
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メッセージの一覧には，重要な原因及びユーザがで
きる処置を併せて記載する。メッセージが示す状況の
解決に必要なアクションがある場合には，それについ
ても記載する。

5.3.2.8 ヘルスソフトウェアの廃棄
使用説明書にはヘルスソフトウェア利用者もしくは
責任部門がヘルスソフトウェアを安全に廃棄するため
に必要な全ての情報を含むものとする。これには，セ
キュリティや個人情報に関連した保護された慎重に扱
うべき健康管理情報が含まれる。

5.3.2.9
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注記 メッセージはグループにまとめることがで
きる。
メッセージの一覧には，重要な原因及びユーザがで
きる処置を併せて記載する。メッセージが示す状況の
解決に必要なアクションがある場合には，それについ
ても記載する。
7.2.2.9 ヘルスソフトウェアの廃棄
取扱説明書には，ユーザ又は責任部門がヘルスソフ
トウェアを安全に廃棄するために必要な全ての情報を
記載する。これには，必要に応じて，セキュリティ及
びブライバシーにつながる，個人情報及び健康関連情
報の保護を含める。
注記 規制当局は，個人情報及び健康関連情報を取
り扱う際の要求事項を定めることができる。

技術情報の参照

使用説明書には，技術情報（5.3.3 参照）を含める
か，又は参照先情報を記載する。
5.3.3 技術情報
5.3.3.1 一般
技術情報はヘルスソフトウェアの使用の際にリスク
が想定されるものに対して，安全操作，移送や保存，
ヘルスソフトウェアのインストールに必要な手段や条
件の全てのデータを提供する。これには下記を含む。

7.2.2.10 技術解説の参照
取扱説明書には，技術解説（7.2.3 参照）を含めるか，
又は参照先情報を記載する。

7.2.3

技術解説

7.2.3.1

一般

技術解説は，ヘルスソフトウェアの安全でセキュア
な操作，輸送，保管，インストール及び使用準備の方
法と条件に対する必要なデータ全てを提供する。これ
には，次を含める。



ヘルスソフトウェアの実行を意図する機器の必要
最小限のシステム要求事項



サポートしている OS のバージョンとミドルウェ
アの詳細
ヘルスソフトウェアが含まれるメディアへの記録
と移送の許容される環境条件







範囲，精度，表示される値の正確さを含むヘルス
ソフトウェアの特徴とそれらがどこに表示される
のか

a) ヘルスソフトウェアを実行するための，ソフト
ウェア及びハードウェアプラットフォームのシス
テム要求事項。
b) サポートするソフトウェアプラットフォームの詳
細。
c) ヘルスソフトウェアを格納するメディアの輸送及
び保管の許容環境条件。
d) ヘルスソフトウェアの全ての特性。これには，表

特別なインストールの条件や制限事項
保守の要求事項
G 注記 ヘルスソフトウェアが複数のハードウェア
やソフトウェア環境や仮想環境で動作する
ことを想定するとき，いくつかの場合にお
いて，実装成功例や一般的な特徴や制限事
項の文書が有効な助けとなる。

ヘルスソフトウェア開発組織はヘルスソフトウェア
利用者や責任部門がハードウェアやソフトウェア等を
どのように変更するかといった技術情報を提供する。
（例えば，アンチウイルスやファイヤーフォールソフ
トウェアのアップデートやパッチ，システムライブラ
リやファームウェアやその他）

示する値の範囲，精度及び精密度，又はそれらの
情報の参照先情報を含める。
e) 特別のインストール条件又は制限事項。
f) 保守の要求事項。例えば，チェックするログファ
イル，必要な場合はクリアするログファイル，
データベースの保守，保管メディアの交換など。

g)

ヘルスソフトウェア製品内に構成可能で，責任部
門が使用可能である技術的セキュリティオプショ
ン。これには次が含まれる。
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構成オプション。例えば，必要最小限のネット
ワークポート及びサービスのリスト。

2)

ソフトウェアオプション。例えば，暗号化設定及
びデフォルトパスワード。

3)

運用オプション。例えば，監査及びログ管理の設
定。

g)

セキュリティの維持について問題が検出されたと
きにソフトウェアが何を行うかの記載。患者の治
療，データ又は臨床のワークフローに対する影響
について記載する。
注記 ヘルスソフトウェアは，通常さまざまな
ハードウェア及びソフトウェアプラットフォーム
で動作するため，うまく実施できる場合について
詳細に記載する又は特性及び制限事項の典型例に
ついて文書化することが効果的な手助けになる場

5.3.3.2

合がある。
製造業者は，ユーザ及び／又は責任部門が，ハード
ウェア及びソフトウェアプラットフォームの変更の際
（例えば，アンチウィルスソフトウェア，ファイア
ウォールソフトウェア，システムライブラリ，ファー
ムウェアなどのパッチやアップデートの際）にどう対
処すればよいか，セキュリティ目標及びセキュリティ
機能をサポートするために適切なプラットホームの設
定をどのように選択すればよいかについての説明を技
術解説に含める。
ネットワーク環境の使用を意図したヘルスソ
フトウェア

7.2.3.2

*IT ネットワークで使用することを意図する

ヘルスソフトウェア
IT ネットワークの範囲には，ヘルスケアでの使用を
明確には意図していない IT インフラストラクチャ又
はシステムが含まれる場合がある（3.9 参照）。

ヘルスソフトウェアをネットワーク環境で使用する
ことを意図している場合，ヘルスソフトウェア開発組
織は専門的な説明及び，使用に必要な指示として最低
限以下を提供することが望ましい。

ヘルスソフトウェアが，製造業者の管理対象外であ
る IT ネットワークで使用することを意図している場
合は，製造業者は，使用に際して必要な指示を技術解
説の一部として提供すること。これには次を含める
が，これらに限らない。

a)

ヘルスソフトウェアの目的を達成するために必要
なネットワークの特性と構成
b) マルウェアの対策などセキュリティ仕様を含む，

a) ヘルスソフトウェアの目的を達成するために要求

ヘルスソフトウェアの目的を達成するために必要
な IT ネットワークの技術的な仕様

b) ヘルスソフトウェアの目的を達成するために必要

される，IT ネットワークの特性及び構成
な IT ネットワークの技術仕様。これにはセキュ
リティ仕様及びマルウェア（悪意のあるソフト

c) ヘルスソフトウェアと他のソフトウェア IT ネット
ワークを使ったシステム間で流れる主な情報の種
類

ウェア）に対する保護などを含める。
c) ヘルスソフトウェアと，IT ネットワークを使う他
のソフトウェア又はシステムとの間の，意図する
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ヘルスソフトウェア開発組織の技術情報には IT
ネットワークを使うヘルスソフトウェアにおいて，IT
ネットワークの欠陥から生じる危険状態のリストを含
む。
ヘルスソフトウェア開発組織は責任部門に下記の技
術的指導又は情報提供を行う
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情報の流れ
製造業者は，IT ネットワークの故障に伴う危険状態
の一覧を技術解説に含め，IT ネットワークを使用する
際のヘルスソフトウェアの目的に対して必要な特性及
びサービスを提供する。
技術解説において，製造業者は，責任部門に対して

- IT ネットワークを使ったヘルスソフトウェアの実行
は未確認のリスクを使用者又は第三者にもたらすか
もしれない。
- 責任部門はこれらのリスクの特性を分析評価して対
策をする。
- IT ネットワークの変化は新たなリスクを呼び込み，
追加のリスク分析が必要となるかもしれない。

次の事項の情報提供を行う。
a)

することで，患者，ユーザ又は第三者に対して，
これまで認識されていなかったリスクが生じる可
能性がある。
b)

3)
4)
5)

追加
IT ネットワークからのアイテムの除去
IT ネットワーク上のソフトウェアアプ
リや機器の更新
IT ネットワーク上のソフトウェアアプ
リや機器のアップグレード

IT ネットワークを変更すると，新たなリスクが生
じて追加の分析が必要となる可能性がある。

- IT ネットワークの変更は次を含む
IT ネットワークの構成の変更
IT ネットワークに対する構成要素（環
境やソフトウェアアプリケーション）の

責任部門は，こうしたリスクを識別し，分析し，
評価し，コントロールすることが求められる。

c)

1)
2)

ヘルスソフトウェアを IT ネットワーク上で実行

d)

IT ネットワークの変更には，次が含まれる。
1) IT ネットワークの構成変更。
2) IT ネットワークに対する構成要素（ハードウェ
ア及び／又はソフトウェアプラットフォーム，
又はソフトウェアアプリケーション）の追加。
3) IT ネットワークの構成要素の削除。
4) IT ネットワークのハードウェア及び／又はソフ
トウェアプラットフォーム，又はソフトウェア
アプリケーションの更新。
5) IT ネットワークのハードウェア及び／又はソフ
トウェアプラットフォーム，又はソフトウェア

アプリケーションのアップグレード。
注記 IEC 80001-1:2010 は，ヘルスソフトウェアの
製造業者，IT 技術の提供者及び責任部門が，IT ネッ
トワークの変更に関わるリスクに対応するための要求
事項を規定している。
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ヘルスソフトウェアのための市販後対応

6.1

一般

市場でヘルスソフトウェアに障害が発生したとき，速やかにヘルスソフトウェアをメインテナンスし，ソフ
トウェアの変更によって基本性能やリスクコントロール手段に悪影響を与えていないことを確認し，変更ソフ
トウェアの通知を行う。また，ヘルスソフトウェアを廃棄する際に個人情報の消去など安全に廃棄できるよう
にする。
JIS T 82304-1:2018

本ガイドラインの要求事項
6.2

ヘルスソフトウェアの市販後対応

8 ヘルスソフトウェア製品の市販後活動
8.1

一般

箇条 1 に規定するとおり，この規格は，ヘルスソフ
トウェアの全てのライフサイクルを対象としている。
そのライフサイクル期間中，ヘルスソフトウェアは，
ソフトウェア保守を受け，最後は廃棄されることにな
る。4.2 は，製品を市場に投入する前に実装し妥当性
の確認を行う使用要求事項を規定する。その使用要求
事項には，ヘルスソフトウェア製品の廃棄も含める。
この規格が規制目的に使用される場合は，製品の設計
開発に関わる市販後の側面だけを適用する。
8.2
ヘルスソフトウェアのソフトウェアメインテナンス
が必要であるとヘルスソフトウェア開発組織が決定し
たとき，例えば，ヘルスソフトウェアの安全性に影響
を及ぼす不具合が発見されたとき，ヘルスソフトウェ
アの変更が計画・実施される。

ソフトウェア保守

製造業者が，ソフトウェア保守が関連する又は必要
であると判断した場合，例えば，検出したエラーが安
全及び／又はセキュリティに影響を与える可能性があ
る場合，製造業者は，この規格に適合してヘルスソフ
トウェア製品の設計変更を行う（箇条 5 参照）。
注記 1

保守には附属文書の変更も含まれる。例
えば，ヘルスソフトウェアが実行されるプ
ラットフォームについての記載。

注記 2

ソフトウェア保守が，安全及び／又はセ
キュリティへ影響を与えるエラーによる
場合は，規制上の要求事項が発生するこ
とがある。

6.3 再バリデーション
ヘルスソフトウェア開発組織はソフトウェア保守で
変更し，影響を受けたヘルスソフトウェアの再バリ
デーションを行う。ヘルスソフトウェア開発組織はヘ
ルスソフトウェアの修正部分が先のバリデーション計
画でカバーされていなかった場合，バリデーション計
画をアップデートするものとする。
ヘルスソフトウェア開発組織は，ヘルスソフトウェ
アの変更したバージョンが，サポートを表明している
全てのハードウェア及びソフトウェアプラットフォー
ムで機能することを確実にする。

8.3

再バリデーション

製造業者は，ソフトウェア保守によって影響を受け
たヘルスソフトウェア製品について，変更の範囲を考
慮して確実に再バリデーションを実施する。製造業者
は，それに応じてバリデーション計画を更新する。
製造業者は，ヘルスソフトウェアの変更したバー
ジョンが，サポートを表明している全てのハードウェ
ア及びソフトウェアプラットフォームで機能すること
を確実にする。
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6.4

ヘルスソフトウェアに関する市販後情報伝達

ヘルスソフトウェア開発組織は，ヘルスソフトウェ
ア開発組織が気づいたセキュリティぜい（脆）弱性及
びヘルスソフトウェア製品の使用に影響を与える規制
要求事項の変更について，ヘルスソフトウェア利用者
と影響を受ける責任部門に対して情報提供を行う。
ヘルスソフトウェア開発組織はヘルスソフトウェア
の変更されたバージョンが有効であることをヘルスソ
フトウェア利用者と責任部門に通知する。適宜以下を
通知する。

8.4
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ヘルスソフトウェア製品の市販後コミュニケー

ション
製造業者は，製造業者が気づいたセキュリティぜい
（脆）弱性及びヘルスソフトウェア製品の使用に影響
を与える規制要求事項の変更について，ヘルスソフト
ウェア製品のユーザ及び影響を受ける責任部門に対し
て情報提供を行う。
ソフトウェア保守においては，製造業者は，ヘルス
ソフトウェア製品の更新版が入手可能であることを
ユーザ及び責任部門に情報提供し，必要に応じて，次
の情報も提供する。

a) 新機能
b) 修正された誤り又は欠陥
c) 変更されたソフトウェアの安全又はセキュリティ
に関する影響情報
d) ヘルスソフトウェアのアップデートにおける識別
（バージョン）
e) 使用説明書におけるアップデート情報
ヘルスソフトウェアの変更があったバージョンをイ
ンストールするべきか否かのヘルスソフトウェア利用
者及び責任部門の判断は，変更による安全やセキュリ
ティの影響に基づくべきである。変更されるソフト
ウェアがヘルスソフトウェアの安全に影響を与えると
き，速やかにバージョンを置き換えることを強く推奨
する。

a) 新しい機能。
b) 修正されたエラー又は故障。
c) 変更したソフトウェアの安全及び／又はセキュリ
ティ上の影響。
d) ヘルスソフトウェアの識別についての更新（7.1
参照）。
e) 附属文書の更新（7.2 参照）。
ユーザ又は責任部門がヘルスソフトウェアの変更版
をインストールするかどうかは，変更の安全及び／又
はセキュリティ上の影響に基づいて決定するのがよ
い。変更したヘルスソフトウェア製品が安全及び／又
はセキュリティに良い影響を及ぼす場合は，製造業者
は，ユーザ及び責任部門に対して早めの更新を促して

G 注記 新機能等，ヘルスソフトウェアの安全に影響
が想定されない内容については，ヘルスソ
フトウェア利用者への利便性を考え，ヘル
スソフトウェア利用者の利用方法，知識レ
ベルに合わせ，取捨選択し情報伝達するこ
とが検討されてもよい。
6.5 ヘルスソフトウェアの廃棄
ヘルスソフトウェア利用者又は責任部門は，ヘルス
ソフトウェア製品の製品寿命が尽きたときには，安全
に使用停止及び廃棄ができるようにする。これには，
必要に応じて，セキュリティ及びブライバシーにつな
がる個人情報及び健康関連情報の保護を含める。ヘル
スソフトウェアは，この機能を 4.3 で特定するヘルス
ソフトウェア製品の製品要求事項に整合するように提
供する。

もよい。

8.5 ヘルスソフトウェア製品の廃棄
ユーザ又は責任部門は，ヘルスソフトウェア製品の
製品寿命が尽きたときには，安全に使用停止及び廃棄
ができるようにする。これには，必要に応じて，セ
キュリティ及びブライバシーにつながる個人情報及び
健康関連情報の保護を含める。ヘルスソフトウェア
は，この機能を 4.2 で特定する製品要求事項に整合す
るように提供する。
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ガイドラインの位置づけと運用

本ガイドラインは，経済産業省より平成 26 年 3 月に公開された「医療用ソフトウェアに関する研究会－報告
書」及び平成 26 年 7 月に公開された「ヘルスソフトウェア - 開発に関する基本的考え方 - 開発ガイドライン
2014」に基づき，ヘルスソフトウェア推進協議会が作成し，その後ガイドラインが参照する国際規格の策定，
改訂に合わせて改訂した。
本ガイドラインは，医療用ソフトウェアに関する研究会が報告書によって提唱され，「ヘルスソフトウェア 開発に関する基本的考え方 - 開発ガイドライン 2014」で示された基本的な指針を具現化するために，ヘルス
ソフトウェア推進協議会が推奨要求事項として示したものである。※1
なお，本ガイドラインは 表 A.1 中の「業界自主基準」に相当する。また，表 A.1 中に示されている「業界
自主ルール」は，ヘルスソフトウェア推進協議会が公開するヘルスソフトウェア開発ガイドライン適合宣言 実
施ガイドに相当する。

※1 GHS 開発ガイドライン Ver. 1.10 は ISO 9001:2015 の要求を取り入れているが，「ヘルスソフトウェア - 開発に関
する基本的考え方 - 開発ガイドライン 2014」で示された基本的な指針の遵守に変更はない。

以下は，研究会報告書の引用で，項番は報告書にあわせてある。
表 A.1 医療用ソフトウェアに関する研究会報告書より引用

＜用語の定義について＞
本報告書においては，「医療用ソフトウェア」や「業界自主ルール」などの用語を用いているが，広く一般
の共通認識となっているような定義があるわけではない。また，一般に使用される「医療用ソフトウェア」と
いう用語は，国際的には，ヘルスユースに使用されるソフトウェアの急速な増加に伴い，より広い領域を示す
「ヘルスソフトウェア」という用語に置き換えられつつある。「ヘルスソフトウェア」の定義は現在，国際会
議で検討が進められているが，その検討はいまだ完了していない。
そこで，本報告書においては，「ヘルスソフトウェア」，「業界自主ルール」等を以下のように定義して用
いることとする。
・ヘルスソフトウェア：
パソコン，タブレット端末，モバイル端末等の汎用（非医療用）コンピューティングプラットフォームで実
行可能な健康・医療等の目的で使用するソフトウェア。
国際規格などでは，現在，法規制の対象となるソフトウェアも含めて「ヘルスソフトウェア」とする方向に
議論が進んでおり，その決定によっては，将来的に国際的に用いられる「ヘルスソフトウェア」が対象とする
範囲は本報告書よりも広くなる可能性がある。
・法規制対象外のヘルスソフトウェア：
ヘルスソフトウェアのうち，法規制の対象とならないソフトウェア
・医療機器ソフトウェア：
ヘルスソフトウェアのうち，法規制の対象となるソフトウェア
・開発ガイドライン：
経済産業省の医療機器開発ガイドライン事業において検討する，法規制対象外のヘルスソフトウェアに関し
て，ヘルスソフトウェア開発者及び製品が考慮すべき推奨要求事項についての考え方をまとめたもの。利用者
に安全なソフトウェアやサービスを提供できるようになるための業界自主基準を策定するための指針。
・業界自主基準
開発ガイドラインに基づき，業界団体等が策定する基準。
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・業界自主ルール
業界団体等が，業界自主基準に基づき，法規制対象外のヘルスソフトウェアの信頼性等を確保するための自
主的な取組を行う際の運用ルール。
図表－３
ソフトウェア
の種類

ヘルス
ソフトウェア

本報告書におけるソフトウェアの定義

プラットフォーム

説 明

医療機 器また は医
療機器の一部の
ハードウェアで動作
する

「医療機器ソフトウェア」のうち，開発中の医療
機器に組み込むことを目的として開発されたも
の

汎用（ 非医療用） コ
ンピューティングプ
ラットフォームで動
作する

A: 「医療機器ソフトウェア」のうち，それ自体を
医療機器として使用することを意図したもの
B: 「法規制対象外のヘルスソフトウェア」のうち
リスクの考慮が必要なもの
C: 「法規制対象外のヘルスソフトウェア」のリス
ク考慮の必要がないもの

法規制対象
の有無

法規制
対象

法規制
対象外

２. 業界自主基準に係る基本的考え方
（１）業界自主基準策定の目的
業界自主基準は，法規制対象外のヘルスソフトウェアの開発者や事業者，また法規制対象外のヘルスソフト
ウェアの開発や事業に新規参入する者（「法規制対象外のヘルスソフトウェア開発者等」とする）がこれを適
用することによって，ヘルスソフトウェア利用者に安全なソフトウェアやサービスを提供できるようになるこ
とを目的に策定するものである。
業界自主基準に適合した法規制対象外のヘルスソフトウェアが普及すると，ユーザーが安心してこれを使え
るようになり，利用範囲及びヘルスソフトウェア利用者が拡大することで産業の振興に寄与することが期待さ
れる。
業界自主基準を適用する法規制対象外のヘルスソフトウェア開発者等は，将来，医療機器ソフトウェアの開
発や事業に移行したり，法規制対象外のヘルスソフトウェアを輸出するために国際規格への適合を目指したり
することも想定される。そのため，業界自主基準は医療機器ソフトウェアに求められる国際規格との関係性に
ついても考慮することが有益であり，業界自主基準に適合することにより，将来，規制対応が必要となった際
に，発生する負担を低減できるものと考えられる。
（２）開発ガイドラインと業界自主基準の位置付け
医療機器開発ガイドライン事業内に設置したワーキンググループでは，法規制対象外のヘルスソフトウェア
開発者等及び法規制対象外のヘルスソフトウェア製品が考慮すべき推奨要求事項について，基本的な考え方が
検討されている。この基本的な考え方は「開発ガイドライン」として公表される予定であり，公表された開発
ガイドラインに基づいて，業界で適切な「業界自主基準」を策定することとなる。
なお，開発ガイドラインは，基本的な指針を示すものであるため，大きな技術革新や大幅な国際規格等の変
更が発生した場合には，改訂を検討するものの，業界自主基準については，実態を踏まえた具体的な基準の策
定と関係する国際規格等の変更や情勢に応じ，適時，改訂を行っていくものとする。このことから，自主基準
自体の策定と管理は，あくまで産業界が行うことが適当であると考えられ，対象となる産業界には，ヘルス
ユースの機器やソフトウェアもしくは医療情報などを扱っている業界などが考えられる。
（３）産業振興の視点の必要性
業界自主基準の目的は，法規制対象外のヘルスソフトウェア開発者等に対して，開発についてのガイド的な
役割を果たすことで，産業振興に寄与するとともに，業界自主基準に適合することでより安全なソフトウェア
を市場に提供できるようにすることである。その要諦は，
・ ヘルスソフトウェア利用者の安全の観点から推奨されるヘルスソフトウェア開発者の設計開発マネジメン
ト
・ 同様の観点から推奨されるリスクマネジメント
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・ ソフトウェアの製品安全の実現手段に対する要求事項
・ 同様に開発プロセスに対する要求事項
を整理し，提示することであると考えられる。
これらを具体的に検討していくに当たっては，業界自主基準が産業振興につながるものとなるよう，以下の
２つの視点に留意することが必要である。
① 法規制対象外のへルスソフトウェア開発者等への指針
法規制対象外のヘルスソフトウェアは，医療のみならず，健康，介護など幅広い領域での使用が想定され
る。これらのヘルスソフトウェアの開発者等は，医療機器メーカーのみならず，一般のソフトウェア開発者や
ソフトウェアベンチャーなどが数多く含まれており，必ずしも法規制の対象となるソフトウェアに求められる
要件や基準に精通しているとは限らない。また，ソフトウェアやソフトウェアサービスの使用環境において
は，何らかのリスクが内在していると想定されるが，そのリスクは，ほとんどリスク考慮の必要がないレベル
のものから，十分な考慮が必要となるレベルまで幅があると考えられる。
こうした状況を踏まえると，健康・医療等の目的で使用するソフトウェアの開発や事業にリスクマネジメン
トの考え方を導入することが重要であるものの，あらゆるヘルスソフトウェア開発者に直ちに高いレベルでの
対応を求めることになることは現実的ではない。むしろ，産業振興の観点から，初期段階で最低限必要とされ
るリスク評価及び対策を実施しつつ，市場で発生した動作不良等の障害に迅速に対応をし，その情報をリスク
マネジメントのインプットとすることで徐々にソフトウェアの安全性や信頼性を高めることが有効であると考
えられる。
また，業界自主基準は，ヘルスソフトウェアに関連する国際規格を参考にしながら，設計・開発管理を進め
るうえでの推奨事項を示すことで，法規制対象外のヘルスソフトウェア開発への理解促進及び開発能力向上に
資するものになるよう留意する必要がある。
特に，各国においてヘルスソフトウェアに関する規制の適用範囲が異なる中で，将来的に，法規制対象外の
ヘルスソフトウェア開発者等が海外で事業展開していく可能性を考えると，業界自主基準を国際規格等に整合
的なものとし，同基準に適合したソフトウェアの輸出競争力の向上につながるようにしていく必要がある。一
方で，法規制対象外のヘルスソフトウェア開発者等の中には，現状でそこまでの対応力を持たない者も多く存
在すると考えられることから，業界自主基準はそうした実情にも配慮したものとする必要がある。
② ユーザーに対する安心の提供
法規制対象外のヘルスソフトウェア開発者等が業界自主基準に適合することで，ユーザーが安心してソフト
ウェアを使えるようになれば，法規制対象外のヘルスソフトウェアの利用範囲や利用者の拡大が期待される。
また，業界自主基準への適合がソフトウェア製品の安全性の根拠の一つとなり，ソフトウェア開発者にとって
自信に繋がることも考えられる。さらに，製品として付加価値を生み出すことで，企業における他社との差別
化に繋がる可能性もある。
（４）業界自主ルールの対象範囲についての考え方
産業界では，業界自主基準の策定とともに，その取扱い等について業界自主ルールを決めて運用していくこ
とになる。
業界自主基準の適用を推奨するソフトウェアは，汎用（非医療用）コンピューティングプラットフォームで
実行可能な健康・医療等の目的で使用するソフトウェアのうち医薬品医療機器等法の規制対象ではないもので
あり，リスクの考慮が必要なものである。
なお，ヘルスソフトウェア利用者の安全のためには市販後の保守管理も重要であるため，業界自主基準は法
規制対象外のヘルスソフトウェアの市販後に一定の保守を行えるようなヘルスソフトウェア開発者等に適用す
ることを想定したものになると考えられる（図表－４参照）。
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リスク分析と評価のタイミング

AAMI HORIZONS: Managing Medical Devices On the IT Network Step-by-Step Risk Management for Medical
IT Networks (Karen Delvecchio) 氏提供の図を一部改変
３．業界自主基準のあり方
経済産業省の医療機器開発ガイドライン事業の下に設置された医療用ソフトウェアＷＧでは，上記２．の
「業界自主基準に係る基本的考え方」において整理された方向性を踏まえつつ，法規制対象外のヘルスソフト
ウェアの開発等に係る基本的考え方が議論されており，法規制対象外のヘルスソフトウェアの開発時において
推奨される要求事項の指針及び一般原則が開発ガイドラインとして公表された。この公表を受けて，関連産業
界が，適切な業界自主基準を策定した。
２．において述べたとおり，産業振興に留意しつつ，安全なソフトウェアを提供するための業界自主基準が
求めるものとしては，以下の４項目が挙げられる。
・ ヘルスソフトウェア利用者の安全の観点から推奨されるヘルスソフトウェア開発者の設計開発マネジメン
ト
・ 同様の観点から推奨されるリスクマネジメント
・ ソフトウェアの製品安全の実現手段に対する要求事項
・ 同様に開発プロセスに対する要求事項
これらを具体的に業界自主基準として整理していくに当たっては，同じく２．において述べたとおり，関連
する国際規格を参考にしていくことが適当である。
また，安全な法規制対象外のヘルスソフトウェアの提供と，産業振興への寄与を両立させるためには，医療
機器ソフトウェアに求められる要求事項のうち，安全の確保に対して有効かつ必要不可欠なものを抽出して適
用することが望ましい。さらに，将来，事業者が法規制対象外のヘルスソフトウェアを海外で販売したり，医
療機器ソフトウェアの開発，事業に移行したりすることを想定する場合，組織内での品質マネジメントシステ
ムの確立やヘルスソフトウェアの開発プロセスの定義と実行についても予め考慮しておくことが推奨される。
これらのことを総合的に考えると，法規制対象外のヘルスソフトウェア開発者等及び法規制対象外のヘルス
ソフトウェア製品は，次のカテゴリの推奨要求事項を満たすことが望ましいと考えられる。なお，パソコンや
モバイル端末等の汎用のハードウェア上で動作するソフトウェアは，ソフトウェアのアップデートが比較的容
易であるという特徴を持つ。この変更容易な特徴を活かして，ソフトウェアに動作不良等の障害があった場合
に，その対策を迅速に行うことができるが，ソフトウェアにおいて，そうした障害対策を行う場合は，そのた
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めのソフトウェアの変更がソフトウェアの基本性能やリスク低減を目的に実装したリスクコントロール手段を
妨害しないようにすることが重要である。
図表－５
対 象
法規制対象外の
ヘルスソフトウ
ェア開発者等

業界自主基準における推奨要求事項のイメージ

カテゴリ
品質マネジメン
ト

リスクマネジメ
ント

法規制対象外の
ヘルスソフトウ
ェア製品

ソフトウェアの
製品安全

ソフトウェアラ
イフサイクルプ
ロセス

推奨要求事項
設計・開発プロセス

参考する国際規格注）
ISO 9001:2008
(JIS Q 9001:2008)
品質マネジメントシス
テム－要求事項

リスク分析
リスク評価
リスクコントロール
残留リスク評価
製造及び製造後情報の管理
ユーザー要求分析及び定義
ソフトウェアのバリデーション
ソフトウェアの識別及び関連文書
作成
市販後の考慮
ソフトウェア開発計画
ソフトウェア要求分析
ソフトウェア構成管理プロセス

ISO 14971:2007
(JIS T 14971:2012)
医療機器－リスクマネ
ジメントの医療機器へ
の適用
IEC 82304-1:2016
(JIS T 82304-1)
ヘルスソフトウェア－
第 1 部：製品安全に関
する一般要求事項
IEC62304:2006
(JIS T 2304:2012)
医療機器ソフトウェア
－ソフトウェアライフ
サイクルプロセス

注）参考とする国際規格
※ 国際規格，対応する JIS は改訂されるが，ここでは，最新には更新していないので留意が必要。
・ISO 9001:2008 (JIS Q 9001:2008) 品質マネジメントシステム－要求事項
品質マネジメントシステムに対する要求事項を定義したものである。品質マネジメントシステムの有効性の改善のために，
プロセスアプローチを採用することを推奨している。プロセスアプローチとは，組織内で用いられるプロセス及び，特にそ
のプロセス間の相互作用を体系的に明確にし，運営管理することを言う。
・ISO 14971:2007(JIS T 14971:2012) 医療機器－リスクマネジメントの医療機器への適用
医療機器のリスクマネジメントに関する国際規格である。医療機器の製造・品質管理を行うためには，ISO14971（JIS T
14971）に基づくリスクマネジメントを行うことが要求される。
・IEC 82304-1:2016(JIS T 82304-1:2018) ヘルスソフトウェア－第 1 部：製品安全に関する一般要求事項
本規格は，従来の医療機器ソフトウェアに加え，その他のヘルスユースで使用されるソフトウェアも含めてヘルスソフト
ウェアを定義し，ヘルスソフトウェアの製品安全に対する一般要求事項を示している。
・IEC 62304:2006/Amd1:2015(JIS T 2304:2017) 医療機器ソフトウェア－ソフトウェアライフサイクルプロセス
本規格は，汎用（非医療用）コンピューティングプラットフォームでの使用が可能な医療機器ソフトウェアも含む医療機器
ソフトウェアの安全設計及び保守に必要なアクティビティ及びタスクから成るライフサイクルプロセスのフレームワークと
各ライフサイクルプロセスに対する要求事項を規定している。
医療機器ソフトウェアの安全性の向上には，リスクマネジメント， 品質マネジメント，ソフトウェアエンジニアリング
の三つの原則が存在し，これらを組み合わせることで医療機器ソフトウェアの安全性が促進されるとしている。

前述のとおり，医療機器開発ガイドライン事業の下に設置された医療用ソフトウェアＷＧにおいて，以上の
ような諸点も考慮した上で，法規制対象外のヘルスソフトウェアの開発時において推奨される要求事項の指針
及び一般原則の検討を行っている。本年（2014 年）６月頃を目途に，その成果として，業界自主基準の指針と
なる開発ガイドラインが公表される予定で，今後，産業界において業界自主基準を策定していくに当たって
は，当該開発ガイドラインの具体的な内容に沿って進められることが望ましい。
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安全（セーフティ）の考え方と実現方法

概要

Annex B で参照している国際規格は記載されている年号以降，改訂版が発行されている場合があるため，規
格参照時には最新版を閲覧されたい。
B.2

安全（セーフティ）に対する理解

ソフトウェアの信頼性を高めることと，ヘルスソフトウェアの利用者に安心を与えることは同一ではない。
ヘルスソフトウェアの利用者に安心を与えるということは，想定したリスクを受容できるレベルまで軽減し，
その結果を，意図した使用に基づくヘルスソフトウェアの妥当性と共に確認することで達成できる。意図した
使用などから推定したリスク分析，リスク対策を行わずに，ソフトウェアの信頼性を高めるという視点とソフ
トウェアの品質評価だけで，ヘルスソフトウェアの安全性をヘルスソフトウェア利用者に示すことは，近年の
ソフトウェアの大規模複雑化や変更容易性の特徴などから事実上不可能である。
このため，一般的なソフトウェア開発を行ってきたソフトウェア開発組織が，はじめてヘルスソフトウェア
の開発や事業を行う場合は，安全（セーフティ）の概念を理解する必要がある。
B.3

安全（セーフティ）の考え方

安全（セーフティ）とは，〔ISO/IEC GUIDE 51:1999〕※1 によれば，『受容できないリスクがないこと』と
定義される。すなわち，安全（セーフティ）は受け入れ不可能なリスクから解放されていることであり「受容
できないリスクがない」又は「許容可能なリスク」が達成されていることをもって「安全」と規定される。
安全はリスクを経由して定義され，リスクはその時代，社会の情勢，環境によっても変化するため安全の尺
度を一定にすることはできず，絶対的な安全を定義することはできない。そのため，製品，プロセス又はサー
ビスは相対的に安全であるとしか言えない。
安全は，リスクを許容可能なレベルまで低減させることで達成される。許容可能なリスクは，使用者の利便
性，目的適合性，費用対効果，並びに関連社会の慣習のように諸要因とのバランスで決定される。したがって，
許容可能なリスクは常に見直す必要がある。技術及び知識の両面の開発が進み，製品，プロセス又はサービス
の使用と両立して，最小リスクを達成できるような改善が経済的に実現可能になったときは，特に見直しが必
要である。

※1

ISO/IEC GUIDE 51 は，規格に安全に関する規定を導入する際に参照され，機械，電気，医療，科学な
ど幅広い分野で作成される安全規格に適用されるガイドラインである。
なお，ISO/IEC GUIDE 51 は 2014 年 3 月に最新版が発行されたが，上記安全（セーフティ）の解説文
章が削除されたため，本ガイドラインでは安全（セーフティ）の考え方については 1999 年版を参照して
いる。

許容可能なリスクはリスクアセスメント（リスク分析及びリスクの評価）及びリスク低減プロセスを反復す
ることによって達成させる。（図 B.1, B.2 参照）
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スタート

ハザードの特定
リスクの見積もり

リスクの評価
Yes
リスクは許容可能か？
No
リスクの低減

リスクの見積もり

リスクの評価

No

残留リスクは許容可能
か？
Yes
妥当性確認と文書化

完了

図 B.1 リスクアセスメント及びリスク低減の反復プロセス
[出典〔IEC/ISO GUIDE 51:2014〕図 2]

リスクアセスメント

リスク分析

使用者，意図する使用及び合理的
に予見可能な誤使用の明確化

リスク低減によっ
て許容可能なリス
クが達成できない
場合
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リスク

リスク評価
(評価の限界の定義，意図する使用，製品の
合理的に予見可能な誤用に基づく）

設計で実施するリスク低減対策

Step1: 本質的な安全設計
Step2: 保護及び防護装置
Step3: 使用のための情報
設計

・製品上または梱包上の
警告標識，信号
警告装置
・情報やトレーニング（必要があれば）
を含む使用説明上の

設計後のリスクの残存（残留リスク）

供給者から適用さ
れる対策後の残留
リスク

追加の防護機器

トレーニング
使用
作業編成，機器の申請と監視

個別の防護装置

適用されたすべて
の防護策後の残留
リスク

図 B.2 リスク低減：設計と仕様フェーズにおける取り組みのコンビネーション
(出典：ISO/IEC Guide 51:2014 図 3)
(1) リスクを低減する際の優先順位
リスクを低減させる際の優先順位は，次に記載する順序とする。
a)

本質的安全設計

b)

ガード及び保護装置

c)

最終使用者のための使用上の情報
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本質的安全設計は，リスク低減のプロセスにおける，最初で，かつ最も重要なステップである。
これは，製品またはシステムに特有の本質的な保護方策の効果が持続されるのに対して，適切に設計された
ガード及び保護装置でさえ機能しなくなるか無効になることがあり，また使用のための情報が順守されないこ
とは経験的に知られているからである。
本質的安全設計が合理的にハザードを除去することも，リスクを十分に低減させることもできない場合には，
常にガード及び保護装置を使用する。例えば，非常停止装置などの追加装置を含む付加的保護方策を実行しな
ければならない場合もある。
最終使用者には，設計者・供給者から提供された情報に沿ってリスクの低減を果たす役割がある。ただし，
本質的安全設計方策，ガードまたは付加的保護方策を適確に実施せず，使用上の情報を提供するだけで済ませ
てはならない。
(2) ソフトウェアに特徴的な決定論的原因故障
〔IEC 61508－4：2000〕（JIS C 0508－4：1999）によれば，安全関連系の故障はランダムハードウェア故
障と決定論的原因故障とに分類される。決定論的原因故障 (Systematic Failure)はある種の原因に決定論的に
関連する故障であり，ソフトウェアによる欠陥すなわちバグは決定論的原因故障に位置づけられる。決定論的
原因故障の原因は，設計変更，製造過程，運転手順，文書化又はその他の関係する要因の修正によってだけ除
かれる。また，決定論的原因故障は，同様な原因が生じると再び誘発され得るため，決定論的原因故障に関連
するリスクの発生確率を推定することはランダムハードウェア故障と比較するときわめて難しい。
したがって，ソフトウェアの欠陥により危険状態が発生する可能性があるならば，危害の程度に応じてリス
クを評価し，本質的安全設計方策又は安全防護策や付加保護方策によりリスクを低減する。リスク低減策はソ
フトウェアによる方策だけでなくハードウェアによる方策も可能である。

信頼性は機器で言えば，故障せずにその機能を正常に保つことを目標にするものであり，一方，安全性は人
間に危害が及ばないように機器が機能し，使用することができることを目標としている。もちろん，故障しな
いで本来機能を発揮することにより安全性を確保することが望ましいが，故障しても安全性を確保する設計が
安全設計では望まれる。これにより信頼性と安全性は異なる概念であることが分かる。
また，すべてのリスクに対して有効に働くリスク低減手段は存在せず，個々の製品，プロセス又はサービス
に対してリスクアセスメントを行った上でリスク低減策を設計しなければ安全は確保できない。製品，プロセ
ス又はサービスに対する品質向上施策は信頼性向上には効果があっても安全性向上にも効果があるとは限らな
い。これは品質が高いことと安全であることは同意ではなく，品質の概念と安全の概念の間にも異なる観点が
存在することを意味している。
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安全を考える上で必要な要件

[〔宮崎，向殿，安全設計の基本概念，2007〕表 2.5 の記述内容を元に表を作成]
対象

内容の例

“何を”

人の健康，身体，命

（保護対象）

人の心の安定，安心
金銭，財産
機械，システム，プロセス，ネットワーク
情報，データ，品質

“何から”

機器のハードウェアの故障・劣化，ソフトウェアのバグ

（安全を脅かす原

地震，雷，台風

因，脅威）

ヒューマンエラー，設計ミス，誤解など，機械を取り扱う人間側の過誤
破壊，ハッカー（厳密にはクラッカー），テロ，なりすまし，盗聴，などの人間の悪意のある行動
設計以外の負荷，通信の輻輳などの過負荷
大規模化，複雑化，ブラックボックス化などによる複雑性
時代（年代ギャップ，バージョンアップによるギャップ），文化（異文化ギャップ），などに起因するコ
ミュニケーション不足
環境変化（景気の変化，社会の変化，時代の変化など）

“何により”

高信頼性部品等を使用することで機械そのものを故障しないように作る。（フォールトアボイダンス

（対策）

と呼ばれる技術）
ソフトにバグが入り込まないように，設計に誤りが入り込まないように作る。（人間の設計ミスを少な
くする技術）
冗長技術を利用する。（フォールト・トレランスと呼ばれる技術）
 部品や設備を二重化，三重化することで，一つが駄目になっても他のもので補う構造を採用す
る。（空間冗長）
 何回か繰り返したり，やり直したりすることで正しいことを確認する。（時間冗長）
 誤っても訂正可能なように情報を付加しておく。（情報冗長）
設計の段階から安全を考慮する。
 危険の安全を最初からないように作る。（本質安全設計）
 機械が故障しても安全なように配慮して設計する。（フェールセーフ設計）
 人現が間違えても安全なように配慮して設計する。（エラープルーフ設計）
 テストや保全が容易なように設計する。（テスト容易化，保全容易化設計）
 監視機構，チェック機構等の機構を導入する。
 事故が起きたときに被害が広がらないように設計する。
人間の注意により安全を確保する。（注意・訓練，マネジメント，組織，管理等による方法）
制度により安全を確保する。（法規制，標準化，認証制度，保証制，保険制度等による方法

55/70

ヘルスソフトウェア開発ガイドライン Ver. 1.20

B.4

安全（セーフティ）を実現するための医療機器ソフトウェアプロセス規格 IEC 62304

本国際規格は医療機器ソフトウェアのライフサイクルについての要求事項を規定した規格である。この規格
は，医療機器ソフトウェアの安全設計及び保守に必要なアクティビティ及びタスクから成るライフサイクルプ
ロセスのフレームワークと各ライフサイクルプロセスに対する要求事項を規定している。本規格は医療機器に
組み込まれたソフトウェアだけでなく，汎用プラットフォームに搭載することによってソフトウェア自体が医
療機器となるスタンドアロンソフトウェアに対しても適用される。
各ライフサイクルプロセスは，一連のアクティビティで構成され，アクティビティは一連のタスクで構成さ
れる。図 B.2 に本規格のソフトウェア開発プロセス及びアクティビティの関連図を示す。ソフトウェアの保守
プロセス及びアクティビティの関連図については〔IEC 62304:2006/Amd1:2015(JIS T 2304:2017)〕本文を参
照のこと。
※IEC 62304 は 2015 年に追補版が発行（JIS T 2304 は 2017 年に発行）されているが，本章での解説内容
に変わりはない。
顧客ニーズ
の満足

この規格の範囲外のアクティビティ

顧客ニーズ

システム開発アクティビティ (リスクマネジメントを含む)

７．ソフトウェアリスクマネジメント

５．１
ソフトウェ
ア
開発計画

５．２
ソフトウェ
ア
要求事項
分析

５．３
ソフトウェア
アーキテク
チャの設計

５．４
ソフトウェ
ア
詳細設計

５．５
ソフトウェ
ア
ユニットの
実装及び

５．６
ソフトウェ
ア
結合及び
結合試験

５．７
ソフトウェ
ア
システム
試験

５．８
ソフトウェ
ア
リリース

８．ソフトウェア構成管理

９．ソフトウェア問題解決

図 B.2

ソフトウェア開発プロセス及びアクティビティの関連図
[〔IEC 62304:2006〕図 1 を元に作成]

医療機器ソフトウェアの安全性を向上させるためには次の三つの原則が存在し，これらを組み合わせること
で医療機器ソフトウェアの安全性が促進されると解説されている。
－ リスクマネジメント
－ 品質マネジメント
－ ソフトウェアエンジニアリング

この規格は，高品質で安全な医療機器ソフトウェアを常に製造する開発プロセスを示すことを目的としてい
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る。この目的を達成するために，ソフトウェア安全クラスに応じた最低限実施すべきアクティビティ及びタス
クを特定している。

医療機器製造業者は，ソフトウェアシステムに起因する危害が患者，操作者，又はその他の人に及ぼす影響
に応じて，各ソフトウェアシステムをソフトウェア安全クラス（A，B 又は C）に分類する。そして，分類され
たソフトウェア安全クラスに応じてプロセス，アクティビティ，タスクが割り当てられる。割り当ての詳細に
ついては〔IEC 62304:2006/Amd1:2015(JIS T 2304:2017)〕本文を参照のこと。
ソフトウェア安全クラス分類は次のように三つのクラスがある。
クラス A：負傷又は健康障害の可能性はない。
クラス B：重傷の可能性はない。
クラス C：死亡又は重傷の可能性がある。
なお，IEC 62304(JIS T 2304)ではソフトウェアシステムが指定したとおり動作しない故障（決定論的原因故
障）で危害が起こる可能性がある場合には，ソフトウェア故障の発生確率を推定することは困難であるため，
ソフトウェア故障の発生確率は 1 とすることを推奨している。また，想定したリスクが外部のリスクコント
ロール手段によって受容可能なレベルに低減できる場合には，ソフトウェア安全クラス分類を下のクラスに変
更することができる。（IEC 62304:2006/Adm1:2015(JIS T 2304:2017)）
本規格への適合は，ソフトウェア安全クラスに従って，この規格で特定した全てのプロセス，アクティビ
ティ及びタスクを実行することで示す。例えば，ソフトウェア開発計画プロセスにおいては，下記のアクティ
ビティが要求される。（ソフトウェア安全クラスが B の場合は「ソフトウェア開発規格，方法及びツールの計
画」の要求は必須ではない。）

ソフトウェア開発計画
 ソフトウェア開発計画の継続更新
 ソフトウェア開発計画におけるシステム設計及びシステム開発の引用
 ソフトウェア開発規格，方法及びツールの計画
 ソフトウェア結合及び結合試験計画
 ソフトウェア検証計画
 ソフトウェアリスクマネジメント計画
 文書化計画
 ソフトウェア構成管理計画
 管理が必要な支援アイテム
 検証前のソフトウェア構成アイテムのコントロール
本規格では，SOUP（“Software Of Unknown Provenance”の頭字語で開発過程が不明なソフトウェア）が
定義されている。SOUP は既に開発されていて一般に利用できるが，医療機器に組み込むことを目的に開発し
たものではないソフトウェアアイテム又は以前開発されたソフトウェアでその開発プロセスについての十分な
記録が利用できないソフトウェアアイテムであり，本規格では SOUP に対するアクティビティ，タスク要求が
ある。医療機器ソフトウェアの開発及び保守，並びに SOUP を含む医療機器の開発及び保守に適用するにあ
たってリスクマネジメントプロセスを実施することを本規格は要求している。
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本規格が第一に求めているのは，医療機器ソフトウェアの開発及び保守が，一連のプロセスに従うとともに，
患者及びその他の人へのリスクに対して適切なプロセスを選択することである。ソフトウェアの試験を実施し
ただけでは，その使用が安全であると判断するには十分ではない。
システム全体のリスクマネジメント及びソフトウェアリスクマネジメントを実施した上で本規格を適用する
ことにより，医療機器ソフトウェアに関連するリスクを受容可能なレベルまで低減することに役立つ。

本規格は，医療機器が全てソフトウェアで構成されている場合でも，医療機器のバリデーション及び最終的
な出荷の合否判定は対象としていない。
本規格は，ISO/IEC 12207:2008（JIS X 0160 ソフトウェアライフサイクルプロセス）規格と異なり，コス
ト及びスケジュールに対する要求を含まない。ISO/IEC 12207 ではコストやスケジュールを含むプロジェクト
リスクの分析，リスク処置に言及しているが，IEC 62304 が扱う安全に対応するリスクとは異なるので注意を
要する。

【参考文献】
1. IEC 62304:2006/Amd1:2015, Medical device software -- Software life cycle processes（JIS T 2304 : 2017
医療機器ソフトウェア―ソフトウェアライフサイクルプロセス）
2.

ISO 14971:2007, Medical devices -- Application of risk management to medical devices （ JIS T
14971:2012 医療機器-リスクマネジメントの医療機器への適用）

3. ISO/IEC 12207:2008, ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering -- Software life cycle
processes （JIS X 0160 ソフトウェアライフサイクルプロセス）
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ヘルスソフトウェア製品安全規格 IEC 82304-1

IEC 82304-1(JIS T 82304-1)はヘルスソフトウェアを対象とした製品安全規格である。「ヘルスソフトウェ
ア」はこの規格において初めて正式に定義された概念であり，「個人の健康を管理，維持若しくは改善するた
めに，又は医療(care)の提供に使用することを意図するソフトウェア」を意味する。これは GHS 開発ガイドラ
インが想定している対象範囲をすべて含んでいる。
IEC 82304-1 はヘルスソフトウェア製品の設計，開発，バリデーション，インストール，保守及び廃棄を含
む全てのライフサイクルにわたる製品の安全およびセキュリティに対する要求事項を規定している。
IEC 82304-1 は，ヘルスソフトウェア製品の安全及びセキュリティに対する要求事項のうち，特に汎用コン
ピューティングプラットフォームに搭載することが意図されているスタンドアロンソフトウェア製品に対する
要求事項について規定している。ヘルスソフトウェアが専用ハードウェアを想定した装置の一部として組み込
まれている場合は国際規格の対象範囲外であり，例えば，JIS T 0601-1，関連する副通則及び個別規格で別途
取り扱う。
図 B.3 は，本国際規格の中で想定されているヘルスソフトウェアの分類を示す図である。
JIS T 2304
の適用範囲

専用ハードウェア

汎用
コンピューティング
プラットフォーム

ヘルスソフトウェア
医療機器に
組み込む
ソフトウェア

その他の健康用
ハードウェアに
組み込む
ソフトウェア

JIS T 82304-1
の適用範囲
医療機器である
ソフトウェア
単独製品

医療機器への使用

図 B.3

その他の健康用
ソフトウェア
単独製品

その他の健康用途に使用

ヘルスソフトウェアの分類

[〔IEC 82304-1:2016〕図 A.1 を元に作成]
図 B.4 は，本国際規格が想定するヘルスソフトウェア製品の開発および保守のプロセスを示す。ユーザニーズ
に基づくシステム要求事項を定義したのちに，ソフトウェア開発プロセスが開始できる。本国際規格ではソフ
トウェア開発プロセスとして IEC 62304(JIS T 2304)を想定しており，これらのプロセスの結果としてヘルスソ
フトウェアが文書とともにリリースされる。この文書を基にして附属文書が作成され，ヘルスソフトウェアは
バリデーションの対象にできる真のヘルスソフトウェア製品となる。ヘルスソフトウェア製品のバリデーショ
ンはユーザニーズを基にした製品要求事項に基づいて行われ，バリデーションに合格すれば最終製品がユーザ
ニーズに適合しているとみなすことができる。製造業者は，バリデーションの結果を含む考慮事項をふまえて，
製品を市場投入するかどうかを製造業者の責任において決定する。
製品を市場投入した後の段階である市販後段階においては，製造業者は，ヘルスソフトウェア製品に対する
フィードバックを受け取るか，又は積極的に収集することになる。市販後活動の中に含まれるソフトウェア保
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守は，可能な場合，最初に行った開発と同じプロセスに従う必要がある。その他の市販後活動としては，例え
ば，セキュリティぜい（脆）弱性について，ユーザ又は専門家と情報交換することなどがある。

意図する使用の確立，
初期リスクアセスメントの実施

使用要求事項の
確立

市販後コミュニ
ケーション

ユーザニーズへの適合

ユーザニーズ

バリデーション報告書の
作成

バリデーション計画の
確立

a)

ヘルスソフトウェア製品
のバリデーション

システム要求事項の確立

ソフトウェア保守
及び／又は
市販後活動の決定

附属文書の作成

ヘルスソフトウェアの開発とリリース

ヘルスソフトウェアの
保守

JIS T 2304 に規定するソフトウェアライフサイクルプロセス
注

a)

ヘルスソフトウェア製品＝ヘルスソフトウェア＋附属文書

図 B.4

ヘルスソフトウェア製品のプロセス

[〔IEC 82304-1:2017〕図 A.2 を元に作成]
本国際規格が製品安全規格であることから，本国際規格はヘルスソフトウェア製品の一部をなす附属文書に記
載が必要な具体的事項や，ヘルスソフトウェアの特定のバージョンを識別するための「バージョン識別子」な
どの識別情報についても要求事項を設けている。
また本国際規格は IEC 62304 (JIS T 2304) と同様にヘルスソフトウェアに関連するハザードに対してリスク
マネジメントベースのアプローチをとっており，開発の初期段階においてその製品の意図する使用に照らして
製品に内在するリスク要因の分析・評価を「初期リスクアセスメント」として実施し，受容できないリスクに
対するリスクコントロール手段の必要性を製品開発の初期段階において決定し，必要なリスクコントロール手
段をシステム要求事項に組み入れることを求めている。

【参考文献】
1.

IEC 82304-1 : 2016 Health Software－Part 1: General requirements for product safety（JIS T 823041 : 2018 ヘルスソフトウェア－第 1 部：製品安全に関する一般要求事項）
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安全（セーフティ）を実現するための技法について

製品，プロセス又はサービスの安全（セーフティ）を実現するためには，「リスクの特定」「リスク分析」
「リスク評価」「リスク低減」を実施する必要がある。
(1) リスク特定
対象としている製品，プロセス又はサービスなどの“意図した使用及び合理的に予見可能な誤使用”を限定
するとともに明確にし，その限定範囲下で生じる可能性のあるハザード（危害の潜在的な源）を特定する。意
図する使用とは，使用上の指示事項の中に提供された情報に基づく機器の使用である。また，合理的に予見可
能な誤使用とは，設計者が意図していない使用法で，容易に予測できる人間の挙動から生じる機器の使用であ
る。
ハザード（危害の潜在的な源）とは，危機を生じる可能性のある原因のことを指す言葉であり，ハザード
（危害の潜在的な源）があるからといって，即，事故や災害が起こり危害が発生するということを意味してい
るのではない。あくまでも危険の源であるハザード（危害の潜在的な源）と人が共存している状態，つまり危
険状態がなければ，危害に至ることはない。危険状態があるところに危険事象が発生してはじめて危害に至る
ことになる。
ハザード分析の方法には，演繹的方法（トップダウンアプローチ）と帰納的方法（ボトムアップアプローチ）
に二つがある。危害からハザード（危害の潜在的な源）を探し出す方法が演繹的方法で，演繹法の代表的な手
法としては FTA（故障の木解析）がある。逆に，ハザード（危害の潜在的な源）から危害を探し出す方法が帰
納的方法で，代表的な手法として FMEA（故障モード及び影響分析）や PTA（予備危険源分析）がある。
リスク特定には，波及効果及び累積効果を含めた，特定の結果の連鎖を注意深く検討する。何が起こり得るか
の特定に加えて，考えられる原因及びどのような結果が引き起こされることがあるかを示すシナリオについて
考慮する必要がある。
リスクを特定する組織は，自らの目的及び能力に見合ったリスク特定の手段及び手法を適用する。リスクを
特定するときは，現況に即した最新の情報が重要である。適切な知識をもつ人をリスクの特定に参画させるこ
とが望まれる。
(2) リスク分析
ハザード（危害の潜在的な源）の特定後には，個々のハザード（危害の潜在的な源）についてリスクの大き
さを見積もる必要がある。見積もりの際には，危害の重大さと危害の発生確率の二つの要素を考慮する。
なお，リスクの見積もりには，インデックス，スコアなどでリスクの大きさを示すための様々な方法がある。
(a) 危害の重大さ
ハザード（危害の潜在的な源）に潜在する危害の重大さとは，あるハザード（危害の潜在的な源）が顕在化
したときに，人や設備財産が被る危害の程度を意味している。
(b) 危害の発生確率
危害の発生確率を見積もるためには「ハザード（危害の潜在的な源）にさらされる暴露の頻度及び時間」
「危険事象の発生確率」「危険回避又は制限の可能性」の 3 要素を考慮することが必要となる。
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危害の重大さ及び危害の発生確率を見積もる際に考慮すべき要件を表 B.2 に示す。
表 B.2

危害の重大さと発生確率並びのその要件

[〔宮崎，向殿，安全設計の基本概念，2007〕表 2.16 の記述内容を元に表を作成]
考慮下のハザード（危害の潜在的な源）に存在する危害の重大さ
考慮すべき要素
危害の重大さの要素

考慮すべき要件
 保護対象の性質（人，財産，環境）
 傷害又は健康被害の強度（軽い，重い，死亡）
 危害の範囲（個別，一人，複数）

危害の発生確率
考慮すべき要素

考慮すべき要件

ハザード（危害の潜在的

 危険区域への接近への必要性

な源）にさらされる頻度

 接近の性質

及び時間

 危険区域内での経過時間
 接近者の数
 接近の頻度

危険事象の発生確率

 信頼性及び他の統計データ
 事故履歴
 健康障害履歴
 リスク比較

危険回避又は制限の可能

 誰が機器を操作するか

性

 危険事象の発生速度
 リスクの認知
 危機回避又は制限の人的可能性
 実際の体験及び知識による
リスクの見積もりとしては，危害の重大さと危害の発生確率の二つの要素でリスクの大きさを見積もる。危

害の発生確率については，災害履歴，機器の信頼性データなどを元に定量的に算定することが可能である。た
だし，ソフトウェアに特徴的な決定論的故障が危害の原因である場合は危害の発生確率を算定することは困難
である。
危害の重大さについては，主観的な価値判断が入るため定量的に算定することが難しく，厳密に数値化する
ことは困難である。定性的なリスク見積もり方法としてリスクマトリックスを使う方法がある。横軸に危害の
重大さを，縦軸に危害の発生確率を取り，その組合せによって予め定めておいたリスク等級を導き出し，リス
クの大きさを特定する。
(3) リスク評価
リスク見積もりの後，許容可能なリスクが達成されているかどうか，適切にリスクが低減されているかどう
か，判断基準に基づいて決定する。その評価の結果，許容可能なリスクが達成されている，あるいはリスクが
適切に低減されていればよいが，リスク低減が必要とされた場合には，適切な保護方策を選定し，リスクマネ
ジメントプロセスを反復しなければならない。
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許容可能なリスクとは社会における現時点での評価に基づいた状況下で受け入れられるリスクであり，リス
クが限りなくゼロになることを目指し，製品などを使用する人の利便性，製品がその本来の使用目的と適合し
ていること，費用対効果，社会の文化・慣習などの様々な要因によって決定される。
(4) リスク低減
リスク特定，リスク分析，リスク評価によるリスクアセスメントが完了したならば，リスクの発生確率，リ
スク結果の重大度又はその両方を低減するための方策を選択し実践する。リスク低減策としては「本質的安全
設計方策」「安全防護策」「使用上の情報」などがある。

【参考文献】
1. 宮崎浩一, 向殿政男, 安全設計の基本概念, 日本規格協会, 2007
2. ISO/IEC GUIDE 51:1999, ISO/IEC GUIDE 51:1999 Safety aspects — Guidelines for their inclusion in
standards (JIS Z 8051:2004 安全側面-規格への導入指針)
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リスクアセスメント技法

リスクアセスメントとは「目的がどのようにして影響を受けるかを特定し，更に対応が必要かどうかを決定
する前に，結果及びその確からしさによってリスクを分析する構造化されたプロセスを提供するリスクマネジ
メントの一部である」〔IEC/ISO 31010 : 2009〕。リスクアセスメントのための体系的技法の選択や適用に関
する手引が，IEC/ISO 31010 : 2009 としてまとめられている。
製品，プロセス又はサービスの安全（セーフティ）を実現するためには，リスクアセスメント及びリスク低
減を実施する。リスクアセスメントには次のステップを適用する。
(1) リスク特定
(2) リスク分析
(3) リスク評価
リスクアセスメントの各ステップにおいて次のような技法を用いる。
1. リスク特定
リスクを発見，確認及び記録することであり，リスクの原因や発生源，目的に影響を与えるおそれのある事
象，状況や状態，さらにはその影響の特定を含む。

 証拠に基づく方法，例えば，チェックリスト及び履歴データのレビュー
 専門家チームが，系統的プロセスに従って，一連の体系的なプロンプト又は質問によってリスクを特定する
系統的チームアプローチ
 危害からハザード（危害の潜在的な源）を探し出す演繹的方法（FTA など）
 ハザード（危害の潜在的な源）から危害を探し出す帰納的方法（FMEA など）

リスク特定の正確さや完全性を改善するために，ブレーンストーミングやデルファイ法といった支援技法を
利用できる。採用技法の種類によらず，リスクを特定するときは，人的要因や組織的要因に配慮することが重
要である。つまり，人的要因や組織的要因として予想できる事態からの逸脱は，ハードウェアまたはソフト
ウェアの事象とともにリスク特定プロセスに含めることが望ましい。
2. リスク分析
リスク分析は，リスクに対する理解を深めるためのものである。リスク分析は，リスクに対応する必要性の
有無及び最適な対応戦略や方法に関する決定のインプットを提供する。リスク分析は，既存の管理策の有無や
有効性を考慮して，特定したリスク事象の結果及び発生確率の決定により構成する。その結果と発生確率とを
組み合わせて，リスクのレベルを決定する。リスク分析は，リスクの原因，発生源，結果，発生確率の検討を
伴う。検討にあたり，結果や発生確率を左右する要因を特定することが望ましい。また，一つの事象が複数の
結果をもたらし，複数の目的を左右することがあることに留意が必要である。さらに，既存のリスク管理策や
その有効性を考慮することが望ましい。分析の方法については〔IEC/ISO 31010 : 2009〕図 A.2 に 24 のリス
クアセスメント技法が紹介されている。
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なお，危険状態の起こりやすさの分析及び発生確率の算定には次の三つの一般的アプローチがよく用いられ
る。
(a) 過去に起きた事象又は状況を特定するための将来の発生確率の推定に使用可能な関連履歴データの使用。
(b) 故障の木解析(FTA)及び事象の木解析(ETA)のような予測法を用いた確率予想。
(c) 発生確率を推定する系統的・構造化プロセスで，専門家の意見を利用するもの。デルファイアプローチ，
一対比較法，カテゴリ評価，絶対確率値の評価などを含む。
3. リスク評価
リスク評価では，リスクのレベルと種類の重大さを決定するために，リスクの推定レベルと，状況の確定時
に決定するリスク基準とを比較する。リスク評価は，リスク分析時に得たリスクの知見を用いて，将来の行動
に関する意思決定を下すこととみなすことができる。その際，倫理的，法的，財務的な考慮事項なども意思決
定のインプットとなりうる。決定事項としては以下などがある。
 リスク対応の必要性の有無
 リスク対応への優先順位
 行動の必要性の有無
 複数の選択肢からの選択
4. リスクアセスメント結果の記述
リスクアセスメントの結果としてリスクの包括的な一覧を作成する。リスクの包括的な一覧を作成すること
は極めて重要である。なぜならば，この段階で特定されなかったリスクは，その後の分析の対象からは外され
てしまうからである。
リスクアセスメントの結果を一覧にしたリスク分析表の例は，ヘルスソフトウェア推進協議会が提供するリ
スク分析表及び記入ガイドを参照のこと。

【参考文献】
1. IEC/ISO 31010:2009, IEC/ISO 31010:2009 Risk management - Risk assessment techniques (JIS Q
31010:2012 リスクマネジメント-リスクマネジメント技法)

ヘルスソフトウェア開発ガイドライン Ver. 1.20

B.8

65/70

リスク低減技法

リスクの発生確率やリスク結果の重大度を低減するための様々な方策が知られている。
代表的なリスク低減の技法として「リスク低減の設計手法」「様々なリスク低減方法」「ソフトウェアコン
ポーネントの分離」「IT ネットワークを使用するセーフティ・クリティカルシステムのリスクマネジメント」
がある。それらの選択と適用を通じてリスクの発生確率やリスク結果の重大度を低減する。
(1) リスク低減の設計手法
リスク低減の設計手法には下記のようなものがある。
(a) フェールセーフ
(b) エラープルーフ（フールプルーフ）
(c) フォールト・アボイダンス
(d) フォールト・トレランス
(a)フェールセーフ 及び(b)エラープルーフ は主に構造で安全を確保する技術であり，(c)フォールト・アボイ
ダンス 及び(d)フォールト・トレランス は主に部品やコンポーネントの信頼性を上げることにより安全を確保
する技術である。

「フェールセーフ」とは，想定した危険状態が発生した場合やソフトウェアの不具合を含む故障が発生した
場合に，危害の影響が最も小さくなるような機器の構造や制御を行うことである。例えば，鉄道信号において
故障や停電になった場合は赤信号（停止）になるような設計にすることがこれに相当する。
なお，鉄道の場合，異常発生時には車両を止めることがフェールセーフにつながるが，同じ移動手段であっ
ても 飛行機の場合は一つのエンジンに異常が発生しても他のエンジンも止めたのでは墜落してしまうため
フェールセーフにはならない。これにより，ハザードの特定を含むリスクアセスメントを行わない状態では
フェールセーフ設計はできないことが分かる。
機器に対して独立した保護装置，安全装置を設置することもフェールセーフの一つである。機器が故障した
ときに機器の故障の原因に関わらず，機器の主操作機能とは独立した保護装置，安全装置を設ける。通常，保
護装置，安全装置に相当するソフトウェアコンポーネントが機器の主機能を制御するソフトウェアコンポーネ
ントと同一のプロセッサの支配下にある場合，フェールセーフが確実に実現できるとは見なされない。よって，
保護装置，安全装置は主機能を制御するプロセッサとはハードウェア的に独立して設計することが多い。エレ
ベータの事故の発生を受けて，主機能のためのブレーキとは別に補助ブレーキの追加が義務づけされたことも
独立した保護装置，安全装置の設置に相当する。
「エラープルーフ」とは間違った操作方法をしようとしても危険状態が発生しないようにする設計のことで
ある。例えば，コンセントとプラグの形状に工夫をし，プラスとマイナスを逆にしてはコンセントに挿入でき
ないデザインにすることがこれに相当する。エラープルーフは機器のユーザビリティと密接に関係があり，エ
ラープルーフを実現するためには，機器の特質を明確化したり，主操作機能として使用頻度の高い操作や安全
に関係する機能を抽出したりすることが必要になる。
「フォールト・アボイダンス」とは，故障を表すフォールト（fault）を避けること（avoidance）を意味し，
高信頼性部品を使用したり，故障の生じにくい設計や構造を採用したりすることで，危険状態が発生すること
を回避しようする考え方のことである。ソフトウェアにおいて高信頼性部品とは，網羅性の高いテストを実施

ヘルスソフトウェア開発ガイドライン Ver. 1.20

66/70

するなど，信頼性を高める施策を施したソフトウェアコンポーネントがそれに相当する。しかし，近年ソフト
ウェア規模が増大かつ複雑化しており，さらにソフトウェア自体が変更容易の特徴を持つことから，フォール
ト・アボイダンスだけでは機器の安全は確保できなくなってきている。フォールト・アボイダンスの手法につ
いては〔IEC 61508-7:2000〕を参照するとよい。
「フォールト・トレランス」とは，システムの一部が故障しても被害を最小限に抑え，最低限の機能でもシ
ステムが動作し続けられるような設計のことを示す。フェールセーフの説明で例示したように複数のエンジン
を搭載した飛行機のいずれかのエンジンが故障しても残りのエンジンで飛び続けられるようにすることが
フォールト・トレランスとなる。フォールト・トレランスを実現する手段には様々なものがあり，部品を多重
化する空間冗長や，繰り返し・やり直しで正しいことを確認する時間冗長，誤っても訂正できるように情報を
付加する情報冗長などがある。
(2) 様々なリスク低減方法
リスク低減の方法，考え方には様々なものがあり，下記にその例を示す。
(a) フェールソフト
(b) フェールオーバー
(c) パッシブセーフティ
(d) アクティブセーフティ
「フェールソフト」はフォールト・トレランスの一つで，故障発生時に故障箇所を切り離すなど被害を最小
限に抑え，機能低下を許しても，システムを完全には停止させずに機能を維持した状態で処理を続行すること
を意味する。
「フェールオーバー」はフォールト・トレランスの一つで，コンピュータサーバ/システム/ネットワークで異
常事態が発生したとき，自動的に冗長な待機系コンピュータサーバ/システム/ネットワークに切り換える機能を
意味する。
「パッシブセーフティ」は事故などの危険状態が現実になったときに，人体の被害の影響を最小限に抑える
技術のことで，事故を未然に防ぐアクティブセーフティという考え方の対義語としてよく使われる。自動車に
おける衝突安全もパッシブセーフティの一つと見なされる。パッシブセーフティの具体的な事例としてはヘル
メット，エアバッグなどがある。
「アクティブセーフティ」は事故などの危険状態を未然に防ぐ技術のことで，能動的安全，予防安全と呼ば
れることもある。機器が危険状態に至る前兆を監視し，前兆現象が確認された場合に正常状態への回復又は危
険状態を回避する制御を行う。アクティブセーフティの実現には通常，センサ，アクチュエータ，コントロー
ラ等のハードウェアをソフトウェアで制御することが必要になる。アクティブセーフティの自動車における事
例としては，アンチロックブレーキシステムや横滑り防止機構，プリクラッシュセーフティシステム等がある。
(3) ソフトウェアコンポーネントの分離
ソ フ ト ウェ ア を 使っ た リス ク 低 減を 行 う 際に 重 要な こ と はソ フ ト ウェ ア の機 能 分 割（ Partitioning of
Functionality）である。ソフトウェアコンポーネントやソフトウェアアイテム間の分離が十分でないと有効な
リスクコントロール，確実なリスクコントロールができない。
ソフトウェアコンポーネントの分離を示すには，ソフトウェアコンポーネントを異なるプロセッサ上で実行
させる方法や，プロセッサ間に共有リソースをもたないようにする方法もあるが，プロセッサの処理能力が格
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段に向上している昨今，同一プロセッサ内でのソフトウェアコンポーネント，ソフトウェアアイテムの分離も
リスク低減実現のために重要な要素となっている。
(4) IT ネットワークを使用するセーフティ・クリティカルシステムのリスクマネジメント
IT ネットワークを利用したセーフティ・クリティカルシステムにおいては，次の三つの重要特性を維持する
ためにリスクマネジメントを実施する必要がある。
(a) 安全 (Safety)
(b) 効率性 (Effectiveness)
(c) データ・システムセキュリティ (Data and Systems Security)
リスクマネジメントの方法として，リスク特定，リスク分析，リスク評価については基本的に機器のリスク
アセスメントと同じであるが，リスク低減手段は IT ネットワークの特性に特化した対応が必要になる場合もあ
る。また，IT ネットワークを利用したシステムでは機器のリスク低減対策のように対策を固定化することがで
きず，リスク低減策及びリスクマネジメントをシステムを稼働しながら人的支援も加えてダイナミックに実施
しなければならない場合もある。

【参考文献】
1. 宮崎浩一, 向殿政男, 安全設計の基本概念, 日本規格協会, 2007
2. IEC 80001-1:2010 Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part
1: Roles，responsibilities and activities
3. IEC 62366-1 : 2015 Medical devices -- Application of usability engineering to medical devices
4. IEC 61508-7:2000 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related
systems - Part 7: Overview of techniques and measures

5. IEC 60601-1:2005, Medical electrical equipment Part 1: General requirements for basic safety and
essential performance
要求事項）

（JIS T 0601:2012 医用電気機器－第 1 部：基礎安全及び基本性能に関する一般
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田名井 晋太朗

株式会社島津製作所

岩井 俊介

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

谷口 克巳

富士通株式会社

岡田 真一

日本電気株式会社

黒野 満夫

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会

黄瀬 和彦

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

芝﨑 秀保

株式会社ケアコム

大竹 正規

パーソナル・コネクテット・ヘルス・アライアンス

長谷川 強

テルモ株式会社

清水 宏典

PHC 株式会社

松元 恒一郎

日本光電工業株式会社

鹿妻 洋之

オムロン株式会社

室岡 尚樹

株式会社日立製作所

牧 伸

テルモ株式会社

花岡 正明

株式会社サンメディカル技術研究所

上田 智

富士フイルム株式会社

井桁 嘉一

株式会社アドバンスト・メディア

舟橋 毅

一般社団法人 日本画像医療システム工業会

元木 満

一般社団法人 日本画像医療システム工業会

神谷 喜生

アイホン株式会社

田上 信介

パーソナル・コネクテット・ヘルス・アライアンス

石川 淳

一般社団法人

（オブザーバ）

（事務局）

電子情報技術産業協会
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