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課題背景
• グローバルでの医療機器ビジネス拡大のためには「FDA 21 CFR Part11（以下、Part11）※1」
やFDA QSR※2 などの規制への対応が不可欠となっていた。

• 紙を設計成果物の原本としていたが、設計情報管理や監査対応で限界を感じていた。
• 電子データをベースとした監査対応を実現するため、PLMシステムのPart11への対応を目指した。

成

果

• Part11に対応し、グローバルビジネスを加速

Part11に対応したPLMシステムを構築し、電子原本での設計成果物の運用管理を実現。各

国の医療機器規制の中でも特に厳しいとされる米国FDAの要求に対応したことで、今後、グ
ローバル展開をさらに加速する品質保証活動の基盤が構築できた。

• 規制の要件を過不足なく満たす環境を整備

NECのコンサルタントとともに、Part11の規制要件を過不足なく満たす着地点を探り当て、
最適な業務プロセスと電子化された設計管理システム環境を整備できた。

• 事業全体において、品質に対する意識改革を実現

電子データでの運用によって、問題が発生した際のトレースのスピードと正確性が向上。ま
た、Part11対応とQMS※3 再構築活動を同時に取り組んだことで、メディカル事業全体で品
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質に関する要求事項への理解が高まり、日々の行動が改善された。

※1 FDA：Food and Drug Administration ／アメリカ食品医薬品局 CFR：the Code of Federal Regulations ／連邦規則集
※2 QSR：Quality System Regulation ／品質システム規則 ※3 QMS：Quality Management System ／品質マネジメントシステム
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日機装株式会社 様
導入前の背景や課題
グローバルビジネスの拡大を目指して
Part11に対応

国や欧州、米国などにも広く人工透析装置を供

面や文書など紙を原本として監査対応を実施し

給しています。2020年に向けた中期経営計画に

ており、その準備に非常に多くの工数がかかっ

おいては、これら海外でのビジネス強化を重点

ていました。このことが現場の負担になっている

精密機器メーカーとして知られる日機装様。中

施 策に設 定。装置の輸出台 数を国内での供 給

上、監査時の対応スピードの点でも大きなリスク

でもメディカル事業の分野では、国内トップレ

台 数を上回る規模へと拡 大すべく取り組みを

と感じていました。もともと業務効率化のため

ベルのシェアを誇る人 工 透 析 装置の開発・製

進めています」と日機 装の藤 井 章太 郎氏は語

に設計関連の図面やドキュメント類を電子化し

造を行っています。同社の人工透析装置は、透

ります。

PLMシステムで一元管理しようとしていたこと

析用剤の自動溶解によって透析医療業務を自

そのために同 社 が 着手したのが、米 国FDAの

もあり、PLMシステム上の電子データで監査対

動 化するなど、高度な技 術で医 療 従事 者や患

Part11対応です。

応を行えるようにする、つまりPLMシステムの

者の負担軽減、安全・安心な医療の実現に貢献
しています。

「言うまでもなく、米国で医療機器を販売するに
はFDA認可が必要です。当社もすでに認可は得

「国内のみならず、中国をはじめとするアジア各

Part11対応を目指すことにしました」と藤井氏
は語ります。

ています。しかし、従来、FDAの監査時には、図

選択のポイント
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最適な着地点の見極めが重要

ジョンアップを決めました」と同社の萩原 泰伸氏

ではありません。極端にいえば、厳密性を追求す

は説明します。

る気になれば、いくらでも追求できてしまいま

また、同 社 は 同 時 にNECのコン サル ティング

す。しかし、それではコストや時間がかかりすぎ

そこで、日機装様はPLMシステムとして運用を

サービスの活用も決めました。対応機能が実装

てしまう。必要なのは、要件を過不足なく満たす

始めていたNECの「Obbligato Ⅲ」を、Part11

されるとはいえ、それだけで即座にPart11対応

最適な着地点を見定めること。そのためには、規

対応機能を備えた最新版へとバージョンアップ

が可能になるわけではないと判断したからです。
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しました。
「もともと使いやすさを評価してBOM

「Part11には、規則として求める正確性、信頼性
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したが、Part11対応の機能強化の紹介を受け、バー

テム要件や業務プロセスが明示されているわけ

ションが不可欠だと考えました」と藤井氏は語り
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導入後の成果
Part11に対応する業務プロセスとそれを実装す

がっています。Part11対応とQMS再構築活動を

同時に取り組んだことで
事業全体で品質に対する意識が向上

るPLMシステムを構築できたことは、スムーズな

同時に取り組んだことで、製品ライフサイクル全体

FDA監査への対応だけでなく、グローバルビジネ

に渡って「ものづくりの要求事項」を明確に意識

同社はObbligato ⅢのPart11対応機能を実際の

ス全体にとって大きな意味があります。FDAの規

し、日々の業務の中で確実に対応していけるよう

業務の中でどのように運用するかを検討しました。

制は世界各国が設けている規制の中でも最も厳

な仕組み・体制を整える活動が着実に実行されて

「まずObbligato Ⅲが 持つPart11対応 機 能につ

しい規制の１つであるからです。
「今回の経験と仕

います。事業ライン全体を通して品質に関する要

いてはカスタマイズを行わず、そのまま利用するこ

組みを活かせば、アジアや欧州など各国の規制に

求事項への理解が高まり、その行動に変化が見ら

とを決めました。それを前提にNECとともに既存

もスムーズに対応していけると感じています」と
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再構築したのです。さらにPart11で対応しなけれ

また、PLMシステムで設計成果物を一元管理する

完遂し、CADから保守にいたるまでの一気通貫の

ばならないものの、システム側ではカバーできな

ことにより、問題が発生した際のトレースのスピー

管理を実現することです。もちろん、同じFDAの

いバリデーション実施法を検討。関連する業務プ

ドと正確性が向上。開発側からだけでなく、生産

QSRである『Part820』への対応も進めています。

ロセスは膨大でしたが、NECのサポートを受けプ
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NECには、システムとコンサルティングの両面で

ロジェクトを完遂することができました」と同社の

レースできるようになったことも大きな成果です。

積極的な提案を期待しています」と藤井氏は語り

薗部 陽子氏は話します。

加えて、メディカル事業全体の意識改革にもつな
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Part11対応とQMS再構築活動を

「次のターゲットは、設計ドキュメントの電子化を

お問い合わせは、下記へ

NEC 製造・装置業システム開発本部 PLMコンサルティンググループ
TEL： 03（3456）7474
E-mail： oblsales@cpc.jp.nec.com
URL： http://jpn.nec.com/obbligato/

●本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
●このカタログの内容は改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。
●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等を
ご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合
には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。
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