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研究要旨
フランスの PIP 社が世界中で販売してきた豊胸手術用のシリコンバッグが，粗悪な品質
であったため，多くの被害が出ている。2010 年 4 月に発覚したこの“PIP スキャンダル”
以後，欧州の医療機器規制が大きく変わろうとしている。折しも日本でも医療機器の法規
制の見直しが議論されている。日本で医療機器は，もともと医薬品についての法律であっ
た薬事法のなかに位置づけられ，医薬品の取り扱いが準用されてきた。こうした扱いを見
直し，欧州の規制システムも参考にして，医療機器のための独自の新たな法規制を構築す
る動きがある 。本研究では，欧州医療機器規制の特徴をふまえた上で，PIP スキャンダル
と，その後の欧州医療機器規制をめぐる新たな議論を考察し，わが国における規制見直し
の参考としたい。
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本プロジェクトと並行して，ドイツのルール
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大学附属ベルクマンスハイル病院においてシル

療機器規制は 整 合 化 の動きのなかで，1990

トハウアー教授のもとで，ロボットスーツ HAL®

年代に整備された。1998 年６月以降，CEマーク

の臨床試験が行われている。HAL®を日欧におい

をつけた医療機器だけが欧州共同体（EC）内で

て医療機器として展開していく上で，日欧の医

販売が許されるようになった。この制度は製造

療機器規制の相違点を認識しておくことが必要
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い。欧州医療機器規制の最新動向を見据え，わ
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が国における規制改革を構想していくことが肝

いることを，まったくの自己責任で宣言し，製

要である。

品に CE マークを添付してよい。クラスⅡ(a およ
び b)，Ⅲについても，基本的な考え方は，製造
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文献に基づく研究のほか，ベルクマンスハイル
病院 HAL®臨床試験プロジェクトマネジャーのヒ

業者の自己責任である。ただし，業者が EC 適合
性をチェックするのを支援ないしは監視する役
割を指定機関(notified body)が行う。

ューグラー氏(Olivia Hügler, M.A.)およびボン

ところが，2010 年 4 月に発覚した PIP 社のス

大学附属「科学と倫理のための研究所」研究員シ

キャンダルによって，この制度の欠陥が露呈し

ュプランガー博士(Dr. Tade Matthias Spranger，

た。PIP 社の豊胸手術用シリコンバッグはドイツ

医事法，政治学)に聴き取り調査を行った。

の TÜV（テュフ・ラインラント）社の認証を得て，

（倫理面への配慮）

CE マークを付して世界中に販売されていたが，

ベルクマンスハイル病院訪問の際は，患者の
療養を妨げたりプライバシーを侵害しないよう
配慮した。その他の研究ではとくに倫理面の配
慮を要しない。

実は工業用のシリコンを使用した粗悪な品質で
あったため，全世界で多くの被害が出た。
そこで，医療機器に対するより厳格な監視を
求める声が欧州で高まっている。例えば，ドイ
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自律尊重原則に反することにもなる。

の認証制度を国家機関による承認に置き換える

医療機器の規制のあり方は，こうした倫理的
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もとで，わずかな患者を対象に短い観察期間で
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の機器に対しては，医薬品の承認に匹敵する基
準が必要だとして，医療機器法の改正を要求し
ている。
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することは必要であり，正当な要求である。
さらに，現在の許可制度から登録制度への移行
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機器の承認制度の基本にしようという要望であ

病苦に苦しむ患者のもとに一刻も早く届けるこ

る。これは欧州の現行制度と同じものにすること

と，医療機器産業にインセンティヴを与え研究開

を意味する。ところが欧州はいまそれと正反対の
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方向に向かいつつある。PIP スキャンダルや金属

回復・維持など，患者に多くの益をもたらすとい

製人工関節の不具合の度重なる報告によって，欧

う点で善行の原則にかなっている。

州医療機器規制において，とりわけ指定機関によ

同時に，機器の安全性を確保するための対策も

る CE マーク認証制度の欠陥が露呈した。このタ

当然必要である。不良機器による感染リスクの防

イミングで欧州の制度を模範とするのは適切と

止や物理的傷害の防止は，患者の生命・健康を守

は言えない。むしろ，これを「他山の石」として，

るという点で無危害の原則にかなう。

日本の従来の規制の全体的な評価をふまえて，具

有害事象が発生した場合には，患者の傷害や病

体的に検討していく必要がある。欧州については，

気を治すために，さらに医療費が投入される。本

規制のあり方が今後どう変化していくのか，その

来なら上市されてはならなかった機器によって

推移を注視する必要がある。

それが生じるとすれば，配分の正義の原則にも反
することになる。
もし欠陥のある医療機器を用いて治療や手術
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