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医療機器企業の
薬事申請業務機能
における事業変革
薬事申請業務の事業活動の合理化によって
付加価値を引き出すための主要な洞察と機会



医療機器企業は、グローバル化や患者の
安全に対する懸念などの要因により、ま
すます複雑化し進化する世界的な規制環
境に直面しています。医療機器企業は、
革新的な製品を通じて顧客により良い
サービスを提供する、かつてない機会を
生かした上で、常に規制要件と製品の実
用化の均衡を図ろうとしています。 医療
機器企業における薬事申請業務は、これ
らの相反する優先事項の均衡を保つ上で
極めて重要な役割を果たします。効率的
で戦略的な申請業務の機能は、当業界の
課題や機会に対応する上で不可欠です。

世界的な医療機器企業を対象とした
KPMGの調査は、組織に付加価値をもた
らす薬事申請業務チームの成熟度や準備
状況についての洞察を提供します。今日
では企業が申請業務の機能を有すること
は一般的であるものの、多くの企業に
とって、申請業務グループ内に事業変革
をもたらすにはまだまだやるべきことが
多くあることが本調査で明らかになりま
した。役割と責任、ガバナンス、定量的
指標、ならびに、デジタル・テクノロ
ジーの適用に関しては、依然として目標
とのギャップが存在しています。

本調査について
KPMGは大手医療機器企業を対象に調査を
実施しました。本調査は、業界関係者に申
請業務領域の一部の動向について、まと
まった洞察を提供することを目的としてい
ます。本調査には計13社が参加し、その
うちの過半数が比較的大規模な企業（収
益50億ドル以上）でした。

© 2021 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global organization 
of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 



調査対象企業のうち85%が申請業務グループを設置しています。1
当該グループのうち過半数はFTE（フルタイム当量）が25以下となって
います（調査対象企業のうち69%）。2
申請業務グループの成熟度レベルはそれぞれ異なります。最も一般的な
責任には、システム監視、データ管理および定量的指標管理が含まれま
す。一方で、書類提出や書類アーカイブなどの領域は成熟度が低い状況
にあります。

3

企業の過半数は「規制情報管理（RIM: Regulatory Information System）
システム」（77%）および「書類管理システム」（85%）の正式なイン
スタンスを有しているものの、これらのシステムの範囲および用途は事
業単位および事業地域ごとに異なる可能性があります。

ソリューション・ベンダーは非常に細分化されています。薬事申請業務
（RA: Regulatory Affairs）システムの分野には明確なマーケットリー
ダーが存在せず、調査対象企業ではさまざまなシステムやツールが利用
されています。

技術的なアプローチは発展段階にあり、調査対象企業の過半数が今後1
年以内にRIM機能（62%）または書類管理機能（54%）に変更を加える
計画があることを示唆しています。

組織設計
大手医療機器企業のほとんどが申請業務グループを設置していますが、当該グ
ループの役割と責任は業界内で統一されていません。さらに、多くの場合、医
療機器企業はより直接的な製品のバリューチェーン機能（例えば、書類提
出）よりも事務的なサポート（例えば、システム監視）に依然として重点を
置いています。 申請業務グループには、成熟度曲線を早急に引き上げ、より
大規模な組織に、より多大な影響を与える機会があります。

テクノロジー
大抵の医療機器企業は、、規制関連データや書類を管理するための基礎的な
記録システムを有し、これらの機能向上に積極的に取り組んでいます。
ただし、これらのソリューションのポートフォリオは業界全体で依然として
一貫性を欠いており、全ての事業単位および事業地域における世界的なツー
ルの適用という点では課題が残っています。企業とベンダー双方にとって、
医療機器企業の申請業務に関する技術ソリューションを成熟させ、その技術
を活用して当業界の変革を促進させる大きな機会があります。
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ガバナンスおよび定量的指標
医療機器企業は、薬事申請業務機能に関する定量的指標
を積極的に取り入れており、その多くは活動量およびコ
ンプライアンス関連活動に重点が置かれています。ただ
し、多くの組織は、当該機能から生じる価値を獲得する
ために定量的指標を利用するという点では課題に直面し
ています（例えば、市場へのより迅速な製品の投入、ま
たは、より大規模な組織での生産性の向上など）。定量
的指標をさらに活用し、薬事申請業務組織（より具体的
には申請業務機能）の価値と重要性を明確に示す機会が
あります。

1 申請業務グループが収集する定量的指標は多岐にわた
り、「提出書類の量」（69%）を除いて共通する主要
な定量的指標はほとんどありませんでした。

2 データ・ガバナンス・アプローチは依然として成熟の
過程にあると見受けられます。過半数の企業が回答し
た活動は「定期研修」（69%）のみであり、次いで多
かった回答は「プロセス監査」（46%）、「データ監
査」（38%）および「システム間の標準データモデ
ル」（31%）でした。

調査対象企業の背景

本調査は2018年12月に実施されました。参
加企業は小規模企業から大企業までさまざま
で、過半数（62%）は比較的大規模な企業
（年間収益50億ドル以上）でした。
対象企業のうち69%において、薬事申請業
務組織全体のFTEが100以上でした。参加企
業の製品ポートフォリオは製品クラスに
よって異なり、「クラスII」製品が全参加企
業で最も一般的でした。

2 薬事申請業務

© 2021 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global organization 
of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 



参加企業のうち85%が申請業務グ
ループを設置していると回答してい
ます。当該グループの規模について
は「FTE*10以下」という回答が最も
多く（回答企業のうち46%）、次い
で 多 か っ た の が 「 FTE11-25 」
（23%）という回答でした。
地理的な拠点の観点から見てみると、
過半数の申請業務グループは、人的
資源を同一の場所に配置しておらず、
さまざまな物理的な場所に配置して
います。最も多い形式は「グローバ
ルで1つのグループ」（54%）で、
次いで「特定の地域に固有のグルー
プ」（31%）、「特定の事業単位に
固有のグループ」（7%）でした。
本調査から、ほぼ全ての申請業務グ
ループは、低コスト国以外の社内の
人材で構成されていることもわかり
ました。
これらの結果から、さらに申請業務
活動に低コスト人材を活用し、外注
を検討する大きな機会があることが
うかがえます。
本調査結果から申請業務グループが
提供するさまざまなサービスが明ら
かになったものの、業界全体で「成
熟した機能」はあまり多く存在しま
せん（詳細については右図をご参照
ください）。

本調査で取り上げた12のサービスの
うち、半数以上の企業が「成熟した
機能」と回答したのは「薬事申請業
務システムの保有/監視」、「RAシス
テムのデータ管理」、「機器固有識
別子（UDI）データ管理/提出」のわ
ずか3サービスでした。上述の項目に
加え、全体で最も回答が多かった
サービスは「定量的指標管理」や
「プロセス/システム研修」などの
「間接的な」業務でした。

「書類提出」、「RAシステムへの
データ入力」や「書類アーカイブ」
などのより直接的な業務カテゴリー
は、参加企業のうち40%以下が「成
熟した機能」と回答しています。

したがって、申請業務グループには
サービスのポートフォリオを拡大し、
組織の価値および効率の向上に資する、
より「直接的な」活動を組み込む大き
な機会があることがうかがえます。医
薬品業界では、これらのより直接的な
活動の多くが申請業務グループのごく
一般的な責任であるため、ライフサイ
エンス企業の中にはこれらの内部サー
ビスを統合し成熟させている前例があ
ります。

以下の章では、今回の主な調査結果についてさらに詳しく説明し、本調査から得られた追加的な洞察を紹介します。

詳細解説

1
組織設計
調査結果によると、医療機器企業に申請業務グループが設置されていることは、今日では一般
的となっています。ただし、当該グループの規模、地理的拠点および責任は、企業ごとに異なる
傾向があります。通常、ほとんどのグループは比較的小規模であり、今後さらなる機能を構築す
ることが可能です。
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申請業務グループが医療機器に関して提供するサービスは？

●成熟した機能 ●成長段階の機能 ●回答なし

54% 31% 15%

54% 23% 23%

54% 15% 31%

46% 46% 8%

46% 38% 15%

46% 31% 23%

38% 38% 23%

38% 31% 31%

38% 23% 38%

38% 15% 46%

31% 31% 38%

31% 31% 38%

薬事申請業務システムの保有 /監視

RAシステムのデータ管理

機器固有識別子（UDI）データ管理 /提出

定量的指標管理

プロセス /システム研修

プログラム/プロジェクト管理

RAシステムのデータ・ガバナンス

RAシステムへのデータ入力

提出書類管理

提出計画および /又はプロジェクト管理

書類提出

書類アーカイブ

*FTE（full-time equivalent）：フルタイム当量。1人の常勤職員が処理することのできる仕事率を表す単位



規制情報管理※

調査対象企業のうち77%が正式なRIM
システムのインスタンスを利用してい
ると回答しました。当該企業のうち半
数が単一のグローバルなシステムを有
しており、残りの半数が事業単位およ
び/または製品ラインによってシステム
が異なると回答しています。
「ライセンス管理」、「提出/登録計画
および追跡」ならびに「製品ディク
ショナリ管理」がRIMシステムで網羅
されている最も一般的な活動です。

一方で「設備登録追跡」、「コレス
ポンデンス追跡」および「コミット
メント追跡」などの活動はほとんど
網羅されていません。詳細について
は下表をご参照ください。
当該システムの有効性の測定に役立
つよう、私たちは企業が主要な規制
関連の質問に回答するまでにかかる
おおよその所要時間についても質問
しました。その結果から、企業は依
然として主要な規制テーマに関して
信頼性の高いデータを迅速に生成す
る必要性に迫られていることがうか
がえます。

例えば、回答企業の過半数が「1時間以
内に回答できる」とした調査対象テーマ
はありませんでした。対象テーマのう
ち、「国ごとの製品ライセンス更新/有
効期限」および「国ごとの登録製品」
に対する回答所要時間が最も短く、
「作成中の書類の概要」および「保留
中の製品変更管理評価」に対する回答
所要時間が最も長いという結果でした。
これらの結果から、企業はライセンス
情報のデータ保管場所としてのシステ
ム利用によって、より成功しているこ
とがうかがえます。ただし、主要な計
画および追跡の領域はより困難を伴う
ように見受けられます。すなわち、当
該システムは、リアルタイムの意思決
定を促進し申請業務チームの有効性を
確保する目的においては頻繁には利用
されていない可能性があります。
医療機器業界におけるRIMソリュー
ション・ベンダーは非常に細分化され
ているように見受けられます。複数の
企業がマイクロソフトExcelの使用を報
告しており、「提出/登録計画」のカテ
ゴリーでは主要なツールとなっていま
す。「ライセンス追跡」および「UDI」
のカテゴリーはマイクロソフトExcelへ
の依存度が低いように見受けられるも
のの、回答結果は「カスタム・ソ
リューション」、「SharePoint」およ
び「市販ベンダー」と非常に細分化さ
れています。

2 テクノロジー
私たちは申請業務グループの組織構造の調査に加えて、医療機器企業における薬事申請業務の
テクノロジーの状況についても調査しました。 規制がより複雑化し、さらに厳格なデータ管理
および報告に関する要件（例えば、欧州医療機器データベース（EUDAMED）など）が提示され
る状況下において、薬事申請業務部門をサポートするためのより強固なシステムが不可欠になり
ます。本調査の結果によると、多くの企業がすでに薬事申請業務をサポートする正式なシステム
を整備しています。また、過半数の企業がRIMシステムおよび書類管理システムの正式なイン
スタンスについて報告しています。ただし、これらのシステムの範囲および用途は事業単位お
よび事業地域によって異なる可能性があります。 概して、ベンダーは医療機器薬事申請業務に
適したソリューションを提供することで、当業界における市場シェアを拡大する機会があるこ
とがうかがえます。
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主要RIMシステムに含まれる活動

●含まれる ●含まれない

※「RIM」は一般的に規制関連提出書類およびライセンス（ならびに日々の薬事申請業務にとって重要な関連情報）の追跡に重点を置いたシステム/ツールを意味します。

77% 23%

62% 38%

62% 38%

54% 46%

54% 46%

54% 46%

54% 46%

46% 54%

46% 54%

38% 62%

31% 69%

23% 77%

8% 92%

ライセンス管理（何がどこに登録されているのか）
提出/登録計画および追跡

製品ディクショナリ管理（申請業務向け）

コンテンツ計画書類一覧

規制要件管理

製品リリースに関する規制当局許可

報告および分析

変更管理規制評価

品質証明（例：ISO、MDSAP、GMP）

UDIデータ管理

施設登録

厚生労働省とのコレスポンデンス/Q&A 追跡

厚生労働省に対するコミットメント



概して、RIM分野にはより形式化さ
れたソリューションをさらに活用す
る機会があると考えられ、近い将来
にベンダーの集中が進むかどうかは
興味深いところです。
RIMシステムへの変更は、多くの医療機器
企業が重視しているようです。本調査は、
対象企業の過半数（62%）が今後1年
以内にRIM機能に何らかの変更を加
えることを検討していることを示唆
しています。「計画されている重要
な変更」の例には、従業員数および
専門人員/開発の増加、正式なシステ
ムの構築、ならびに新規統合システ
ム/プロセスの導入が含まれます。 ま
た、計画されている「漸進的な変
更」の例には、RIMシステム機能の
拡大、要求されているソフトウェア
アップデートの実施、ならびにデー
タ、ガバナンス、システム統合およ
び全体的な分析機能の成熟度向上が
含まれます。

規制書類管理
企業の85%が正式な規制当局提出書
類管理システム（DMS）のインスタ
ンスを利用していると回答していま
す。規制DMSを使用している企業の
うち50%強が単一のグローバルシス
テムを使用していると回答した一方
で、その他の企業は事業単位や製品
ラインによってシステムが異なると
回答しています。

当該システムの範囲については業界
全体で一貫性がありませんが、これ
は各企業の組織設計の微妙な違いや、
提出書類の全てを実際に薬事申請業
務で作成するわけではないことを鑑
みると当然のことです。最も多かっ
た回答（回答企業のうち38%）は、
「規制書類管理システム（DMS）
は薬事申請業務で作成する書類の信
頼できる情報源である」でした。そ
の他全ての原資料は別の信頼できる
情報源と連携され、そこから取得さ
れています。
規制DMSはさまざまな種類の書類
を管理するために使用されています
（詳細については下表をご参照くだ
さい）。 DMSを使用した「グロー
バル書類」の雛形管理は確立された
実務であることがうかがえます（回
答企業のうち69%が実施）。また、
多くの企業は「FDA提出書類アーカ
イブ」、「ライセンス証明書/クリア
ランスレター」および「通知機関提
出書類アーカイブ」にDMSを使用
しています。

「欧州技術ファイル」をDMSで管理し
ていると回答したのは参加企業の半数
以下でしたが、今後の欧州医療機器規
則・欧州体外診断用医療機器規則の要
件に伴いこの回答が増えるかどうかは、
興味深いところです。
RIMと同様に、規制書類管理ベンダー
も非常に細分化されているように見受
けられます。ただし、市販ソリュー
ションの使用率はRIMよりも高いよう
です。 当該市場の成熟に伴い、特定の
ベンダーが医療機器企業に適したソ
リューションを提供することで市場
シェアを拡大できるかどうかは興味深
いところです。
規制書類管理については、約半数の対
象企業が今後1年以内に何らかの変更
を行うことを検討しています。 計画さ
れている重要な変更には、新規システ
ムの構築および既存DMSの市販ソ
リューションとの交換が含まれます。
計画されている漸進的な変更には、
データおよびシステム領域での改良が
含まれます。
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主要な規制当局提出書類管理システムで管理している書類

●管理している ●管理していない

77% 23%

69% 31%

69% 31%

69% 31%

54% 46%

46% 54%

46% 54%その他の国の提出書類アーカイブ

欧州技術ファイル

厚生労働省/通知機関とのコレスポンデンス

通知機関提出書類アーカイブ

ライセンス証明書/クリアランスレター

グローバル/主要書類

FDA提出書類アーカイブ



「提出書類の量」は回答企業が測定
し、上司に報告している明らかに代
表的な定量的指標です（69%）。そ
れに続く回答はやや細分化されてお
り、多くの定量的指標が測定されて
いても、必ずしも上司に報告されて
いるわけではありません。「従業員
生産性定量的指標」や「収益貢献度
定量的指標」などのより複雑な測定
基準は、採用されている率がはるか
に低いという結果でした。概して、
業界全体で主要な薬事申請業務にお
けるKPIの一致を実現させ、薬事申請
業務がもたらす価値と利益をより大
規模な組織に明示する上で役立つ、
より複雑な定量的指標を採用する機
会があります。

また、KPMGは、企業が薬事申請業
務システム上で質の高いデータを保
持するために実施している活動につ
いても質問しました。「定期研修」
が69%と最も多い回答でした。次い
で「プロセス監査」が46%、「デー
タ監査」が38%、「システム間の標
準データモデル」が31%という結果
でした。これらの結果に基づくと、
薬事申請業務システム上で質の高い
データをより積極的にサポートする
ために、異なるアプローチを採用す
る機会があります。

欧州医療機器規則に係る検討
欧州における今後の規制変更を鑑み、
KPMGは欧州医療機器規則に特化して
計画されているプロセスまたはシステ
ムの変更に関する情報も収集しました。
回答企業の過半数が規制に従うための
変更を計画していると回答しています。
回答例としては、「新規ファイル構造
をサポートするための標準業務手順書
およびテンプレートの更新」、「専用
臨床ライティング・グループ」、「欧
州 医 療 機 器 デ ー タ ベ ー ス
（Eudamed）に対する何らかの製品
情報管理ツール」、「統合（社内シス
テムとEudamed間でデータ交換を行
うためのデータ統合）」などが挙げら
れます。 したがって、ほとんどの参加
企業は欧州医療機器規則の潜在的な影
響に配慮し、当該規則に従うための取
組みの計画を開始していることがうか
がえます。 より大きな規模では、欧州
医療機器規則・欧州体外診断用医療機
器規則のさまざまな側面が業界の変革
に寄与する可能性があります。

3 ガバナンスおよび定量的指標
申請業務グループが大量のデータと書類の管理に貢献していることは明確です。当該グループ
は、その責任の1つとして、薬事申請業務組織の定量的指標管理を行うことが多々あります。グ
ループはさまざまな定量的指標を取り入れているものの、本調査では業界全体で共通して使用さ
れている主要な定量的指標は明らかになりませんでした（詳細については下表をご参照くださ
い）。

6 薬事申請業務
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以下の定量的指標を測定しているか？

●測定し上司に報告している ●測定しているが正式には報告していない
●測定していないが1年以内に実施する予定がある ●測定しておらず今後も実施予定はない

69% 8% 15% 8%

46% 31% 8% 15%

38% 38% 23%

38% 38% 8% 15%

38% 31% 23% 8%

38% 23% 23% 15%

31% 38% 31%

31% 38% 31%

31% 31% 15% 23%

23% 38% 8% 31%

15% 31% 15% 38%

8% 61% 23% 8%

8% 38% 54%

提出書類の量

ライセンス／規制クリアランスの計画および実績

変更管理規制評価完了率
厚生労働省への提出書類レビューサイクル時間

書類提出予定日および実際の提出日

期限／予定日以前に提出した書類率
規制を完全順守した書類率

厚生労働省とのコレスポンデンス／質問の量および／または種類
内部提出書類作成サイクル時間

厚生労働省に対するコミットメントの保留/完了
従業員の生産性に係る定量的指標

変更管理規制評価サイクル時間

収益貢献度に係る定量的指標



結論
医療機器企業を対象に調査を実施した結果、
企業は規制の複雑化に伴い、薬事申請業務
がもたらす価値を、より大規模な組織で最
大限に生かすための業務戦略を再考してい
ることがわかりました。このことは、戦略
的なシステム関連の活動の提供に寄与する
申請業務グループのさらなる発展に注力す
ることに繋がっています。またこれは、定
量的指標にさらに重点を置き、薬事申請業
務が生み出す利益と成果を明確に示すこと
を意味しています。 本調査結果から、薬事
申請業務をさらに効率化させ、当該機能を
サポートする申請業務グループの成熟度を
引き続き高める多くの機会があることが明
らかになりました。これらの改善は、医療
機器の市場投入に関して高まる規制要求を
満たすために必要な大量のデータと文書を
管理する上で必要不可欠です。業務基盤の
最適化が極めて重要となり、この最適化に
注力していない企業は、組織が成功する上
で核となる日々の規制活動への対応が困難
になる可能性があります。
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KPMGについて
KPMGは、薬事申請業務、データ・アナリティクス、
研究開発および商業戦略、リスクコンサルティングな
らびにM&Aに特化したヘルスケアおよびライフサイエ
ンスのシニア専門家を擁する大手プロフェッショナル
ファームです。

顧客エンゲージメントに対する単一のアプローチにより、
全社的な視点で戦略から結果までを導きます。特に当法人
のライフサイエンス・アドバイザリーチームは、規制イニ
シアチブへの遵守を目指す医薬品および医療機器企業に対
する戦略的サポートの提供に注力しています。また、当該
企業がコンプライアンス・プロジェクトを開始する際に生
じる数々の課題の予測と対応、また均衡を図るための支援
を提供します。

8 薬事申請業務
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