
“…it can seldom be right… to sacrifice a present
benefit for a doubtful advantage in the future… It is
not wise to look too far ahead; our powers of
prediction are slight, our command over results
infinitesimal… We can never know enough to make
the chance worth taking… There is this further
consideration that is often in need of emphasis: it is
not sufficient that the state of affairs which we seek
to promote should be better than the state of affairs
which preceded it; it must be sufficiently better to
make up for the evils of the transition.”

John Maynard Keynes
Burke’s Timidity on Embarking on War (1904)
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FDA’s UDI Final Regulation
FDA UDI 終規制

• 2007 FDA Amendments Act of 2007 (legislation)
FDA改正法 (法律制定)

• 2012 July 10th – UDI Proposed Regulation Publishes
UDI 規制案発表

• 2012 July –FDASIA provisions added (legislation)
FDA安全性及び革新法条項追加 (法律制定)

• 2012 Nov 7th – original comment period closes
パブリック・コメント期間終了

• 2012 Nov 19th – FDASIA amendment publishes (reg)
FDA安全性及び革新法改正法発表 (規制)

• 2012 Dec 19th – FDAISA comment period closes
FDA安全性及び革新法パブリック・コメント期間終了

• 2013 September 24th – UDI Final Rule/Regulation and draft GUDID Guidance
UDI 終規則/規制および GUDID ガイダンス案発表

Rule: https://federalregister.gov/a/2013-23059
Guidance NoA: https://federalregister.gov/a/2013-23058
Guidance: www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM369248.pdf
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【訳者注】
1) regulations: ｢規則｣とは､法令､定款等で定められた事項に基づき､業

務の運営およびその取り扱いについて定めたものをいいます｡例えば､
取締役会規則､就業規則などがこれに該当します｡

2) rules: ｢規程｣とは､一定の目的(例えば､事務の内容､その手続など)の
ために設けられた複数の規定を体系的にまとめた総体を意味します｡
経理規程をはじめとする大部分のものは､これに該当し､｢規則｣と同じ
レベルに位します｡

3) provisions: ｢規定｣とは､事務処理の内容や手順などを定めた｢規程｣
や｢規則｣などの中の個々の条項(条文)のことです｡｢規程｣と｢規定｣は

類似語であり､混同して使用されている事例も存在しますが､両者は､
本来別の概念です｡

参照: 標準対訳辞書 [http://www.japaneselawtranslation.go.jp/]

なお、本資料では、『日本法令外国語訳推進会議』発行の『法令用語日
英標準対訳辞書(平成25年3月改訂版)』に従って以下の通り訳した。
regulation: 規制
rule: 規則
provision: 規定



Legislation (FDAAA 07; FDASIA 12)
法律制定 (FDAAA: FDA 改正法 07; FDASIA: FDA安全性及び革新法12)

Not later than December 31, 2012, the Secretary shall issue proposed regulations establishing a 
unique device identification system for medical devices requiring the label of devices to bear a 
unique identifier, unless the Secretary requires an alternative placement or provides an exception 
for a particular device or type of device. The unique identifier shall adequately identify the device
through distribution and use, and may include information on the lot or serial number. The 
Secretary shall finalize the proposed regulations not later than 6 months after the close of the 
comment period and shall implement the final regulations with respect to devices that are 
implantable, life-saving, and life sustaining not later than 2 years after the regulations are 
finalized, taking into account patient access to medical devices and therapies.
2012年12月31日に遅れることなく､担当長官は､医療機器への固有識別子ラベル要求に関して､

機器固有識別子システム構築に向けた規制案を発行する必要があり､医療機器は､それに基
づき機器固有識別子をラベルに表示する必要がある｡

長官は､代替案策を要求したり､また特定の､あるいは､ある種類の医療機器を例外とすること
もできる｡

機器固有識別子は､対象医療機器を物流及び使用現場を通して適切に識別し､ロットあるいは
シリアル･ナンバー情報を入れ込むことも可能である｡

担当長官は､パブリック･コメント締め切り後､6か月以内に規制案を発布しなくてはいけない｡

患者の医療機器への関与および､治療の現場を考慮して､埋め込み型､救命装置､および生命
維持装置は､規制発布後2年以内に規制に基づいた対応を取らなくてはいけない｡
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Overview 要約

1. Standardized Date Format
標準化されたデータ・フォーマット

2. Establishing a UDI System
UDI システム構築に向けて

3. Major changes from proposed to final rule
規制案から 終規則への主要な変更点
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Standardized Date Format
標準化されたデータ･フォーマット

Proposed rule – required US format (Jun 19, 2013) and implementation in 1 year.
規則案 – 米国年号表記 (Jun 19, 2013等) を要求した、また遵守開始日を、規則
発布後1年以内とした。

Final rule – if label includes a date (e.g., expiration):
終規則 – ラベルに日付が記されている場合 (例: 使用期限)

• All numeric: YYYY-MM-DD (2013-06-19)
全て数字で: YYYY-MM-DD (2013-06-19)

• Day must always be included
必ず日を含める事

• Same Compliance Date as other UDI requirements
遵守日程は､他のUDI 要求 と同じ

• Applies to all labels (even if exempt from UDI)
全てのラベルに適用される (UDI 除外対象も含める)

• If not subject to UDI – applies at year 5
UDI 対象でない場合 – 規則発布の5年後に適用される

• A combination product with NDC number is exempt.
NDC (*) (全米医薬品コード) 番号を持つコンビネーション・プロダクト(*)は除外対

象
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Establishing a UDI System
UDI システム構築に向けて

Combination of 4 distinct steps:
以下4つの異なるステップの組み合わせによる

1. Develop standardized unique device identifiers (UDIs)
標準に則った機器固有識別子の作成 (UDIs)

2. Put the UDI in human readable and AIDC on the label
UDI を､ラベル上で、プレーン・テキスト (HRI(*)) 及び

AIDC (*) に入れ込む

3. Submit data to the Global UDI Database (GUDID)
必要情報を､グローバル UDI データベース (GUDID)

に登録する

4. Implementation timelines
実施計画を遵守する
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What is a UDI?
UDI とは?

Identifier/code on device label and packaging (and, in
some cases, on the device itself)
機器ラベル及び梱包材上の識別子/コード (および、場合によっては直接
機器上)
Two parts : UDI = DI+PI
2つの構成要素 : UDI = DI+PI
• Device Identifier (DI) (static) – specific to a device version or model
機器識別子 (DI) (固定データ) – 機器バージョン或はモデル特異的

• Production Identifier(s) (PI) (dynamic) – one or more currently used 
control/production identifiers that is lot/batch number, serial number, 
manufacturing date,  expiration date
製造識別子 (PI) (可変データ) – 現在使用されている一つ以上の有効
管理データ/製造識別子であり､ロット/バッチ番号､シリアル番号､製造日､
使用期限などがあげられる

• If on the label – then needs to be part of the PIs
ラベル上に表示されている場合 – PI の一部とすべき

• Not requiring any changes to currently used PIs
現在使用中の PI を変更する必要はない
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UDI General Rule
UDI 通則

• The label* of EVERY medical device (including all IVDs) 
must have a UDI.
全ての医療機器 (含む､体外診断機器) のラベルに､UDI
を入れ込む義務がある

• EVERY device package (contains a fixed quantity of a 
version or model) must have a UDI.
全ての機器梱包材 (定量のバージョンまたはモデル機器
を梱包した物) は､UDI を入れ込む義務がある

Any other approach is an exception to or alternative from 
these requirements.
他の手段として､除外対象､或は代替適用対象がある
* Section 201(k) defines ‘label’ as a display of written, printed, or graphic matter upon the 
immediate container of any article...

201(k) 節により､対象品目の直接梱包材上にて、手書き、印刷、又はグラフイックな表示のな
されたものを “ラベル” と定義する
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1st – Develop the UDI
第1段階 – UDI の作成

• FDA will accredit issuing agencies (ISO 15459) – e.g., GS1, HIBCC, ICCBBA
FDA が発行機関を認定する (ISO 15459:情報技術-固有の輸送単位識別子) –
例: GS1, HIBCC, ICCBBA

• Created and maintained by the manufacturer
製造販売メーカーによる UDI の生成およびメンテ

• Develop UDI code according to one (or more) of these global device identification 
standards (1/time)
上記、1つ或は2つ以上の世界的な機器識別標準に準拠する UDI コードを生成する (1
回限り)

• A DI can only identify a single model or version
ある1つの DI (機器識別子) は､一意的にあるモデル又はバージョンを識別する

• Only one DI from an issuing agency can be used to identify a particular version or model.
特定のバージョン又はモデル識別用の DI を､一つの発行機関より複数入手してはいけ
ない

• UDIs from multiple IAs can be used on a device
複数の発行機関より入手した UDI を1つの機器に使用しても良い

• A DI can never be reused
DI の使いまわしは厳禁

• If relabeled, needs a new DI and record of previous
リ・ラベルする際は､新しい DI の取得及び以前のデータの記録が必要
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2nd – UDI Application
第2段階 – UDI 適用範囲

• Unique UDI applied to the label of the “base package*” AND (higher levels of) 
device packages
少梱包単位及び､その上位の機器梱包形態のラベルに適用される固有の

UDI
* Base package is the lowest level of packaging required to have a (full, 
required) UDI
“Base package” とは､ 少梱包単位の事であり､UDI が要求される

• Default location is the label
UDI の表示規定場所はラベルである

• Human readable and encoded in AIDC technology
プレーン・テキスト形式での表示､またAIDC 技術への符号化

• No specific technology (technology neutral)
特別な技術を使用するわけではない (技術的に中立)

• ALSO Direct Marking (DM) for device intended to be used more than once and 
reprocessed before use
複数回の使用を意図しており､使用前に再処理 (洗浄、殺菌、滅菌) される機
器へは､DM (本体直接表示)が義務化される

• Stand-alone software - means of displaying its UDI
スタンダ・アローン・ソフトウェアへは､UDI 表示が求められる
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General Exemptions
一般除外

• Class I Devices do NOT need to include PIs
クラスI (いち) 機器は､PI を含める必要がない

• GMP-exempt Class I devices
GMP 除外のクラス I 機器 (訳者注: GMP=医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準)

• Existing inventory (finished device packaged and labeled prior to compliance date – 3 years)
在庫分 (完成品であり､遵守日以前に梱包､ラベルされたもの – 3年間の猶予)

• Shipping containers
輸送用コンテナー

• If UDI on kit/CP, components or CP constituent parts
キット或はコンビネーション・プロダクトに UDIが貼付されていれば､構成品､又は､コンビネーショ
ン・プロダクト構成部品上の UDI

• Individual single-use devices (SUDs):
個別の単回使用目的機器 (SUD: Single Use Device)

• distributed together in a single device package,
ひとまとまりの梱包として流通させられるもの､

• intended to be stored in that package until removed for use, and
その梱包された状態で､使用迄梱包状態から取り出さないもの､また

• which are not intended for individual distribution.
個別に流通させることを目的としていないもの

• and others…
その他...
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UDI Application Example
UDI 適用例 (訳者注: GS1)

13



UDI Application Example
UDI 適用例 (訳者注: GS1)
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UDI Application Example
UDI 適用例 (訳者注: HIBCC)
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UDI Application Example
UDI 適用例 (訳者注: ICCBBA)
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ISBT128

Device Identifier (Product Processor Identifier Code):
機器識別子 (製品処理業者識別コード)
A9997T9017Z012
• A9997 is the processor identifier assigned by ICCBBA ≡

manufacturer identifier
“A9997” は､ICCBBAにより割り当てられた処理業者識別子 ≡
製造販売業者識別子

• T9017Z012 is the product identifier ≡ catalogue number
“T9017Z012” は､製品識別子 ≡ カタログ番号

Production Identifier: A999912123456102
製造識別子: A999912123456102
• A999912123456 is the donation identification number ≡ Lot no.

“A999912123456” は､献血ソース識別番号 ≡ロット番号
• 102 is the division number ≡ serial number

“102” は､デヴィジョン番号 (*) ≡シリアル番号
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FDA’s Global UDI Database
FDA のグローバル UDI データベース
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Manufacturer
(Acme)

The label of Medical Device 123 Size 45
医療機器のラベル 123 サイズ 45:
Device Identifier (Device XYZ123)

機器識別子 (機器 XYZ123)
Production Identifier (Lot #ABC)

製造識別子 (ロット･ナンバー ABC)
Expiration date (YYYY-MM-DD)

使用期限 (YYYY-MM-DD)

Commercial
Distribution
商業流通

Minimum Data Set
少データ･セット

For each Device Identifier
各機器識別子

Web based tool

HL7 SPL

3rd Parties

Business
Rules

業務規則

FDA’s 
GUDID

FDA Managed
FDA 管理下

Public User Interface
公開ユーザー・インター

フェース

or



3rd – Global UDI Database (1/2)
第3段階 – グローバル UDI データベース (1/2)

For each and every Device Identifier (DI) (no PIs):
さまざまな機器識別子 (DI) (PI ではない) データ例
• The labeled proprietary/trade/brand name

ラベルに表示された､商標/商品/ブランド名
• The labeled version or model number

ラベルに表示されたバージョン又はモデル番号
• Previous DI if a new version or model

バージョン又はモデルが変更された際､以前の DI
• If direct marked, DI if different than label

直接マーキングされた場合､ラベルと DI が異なるのであれば､その DI
• The size of the version or model

バージョン又はモデルのサイズ
• The type of production identifiers on the label

ラベル上の製造識別子の種類
• FDA premarket submission and listing number(s)

FDA 製造販売届及び登録番号
• Global Medical Device Nomenclature (GMDN) term

国際医療機器名称 (GMDN) 用語
• FDA product code (procode)

FDA の製品コード (ProCode)
• The number of individual devices in each package.

各梱包レベルにおける機器の入り数
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3rd – Global UDI Database (2/2)
第3段階 – グローバル UDI データベース (2/2)

• Commercial distribution status
商業流通状況

• Higher levels of packaging
上位の梱包

• Whether it is a kit; combination product; HCT/P
キットなのか､コンビネーション・プロダクトなのか､細胞・組織製剤な
のかの情報

Whether the device is labeled:
機器に､以下のどれかの表記がされているか?

• As sterile or sterilize before use (and how)
滅菌されているか､又は使用前に滅菌が必要か (滅菌方法も)

• As containing natural rubber latex,
天然ゴム・ラテックスを含有しているか

• With MRI compatibility (safe, conditional, unsafe)
MRI 互換性があるか (安全､条件付き､安全でない)

• As Rx and/or OTC
処方薬か､OTC か
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Draft GUDID Guidance
GUDID ガイダンス案

• Draft guidance – 60 day comment period
ガイダンス案 – 60 日間のコメント期間

• Explain how interaction with the database will work:
如何に､データベースとの相互作用が働くかに関する説明

• GUDID Accounts Management module (DUNS structure, DUNS –
match label, various user roles)
GUDID 顧客管理要素 (DUNS (*) 構成､DUNS – ラベルの内容と
合致する事､各種ユーザー役割)

• Device Identifier module/life-cycle, published records, grace period
(*)

機器識別子構成要素/製品寿命､公表済データ､グレース期間
• Web interface and HL7 SPL

Web ベース・インターフェース及び HL7 SPL
• Search
検索

• Comments welcome and future training
コメントを歓迎する､また､将来的なトレーニングについて
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Initial GUDID Implementation
初期段階における GUDID 実施について

• Database access initially limited to Class III and PHS Act Device 
Labelers
データベースへのアクセスは､開始当初､クラスIII 及び公衆衛生事業
法機器ラベラーに限定する

• Encourage Class III to submit as early as possible
クラスIII 機器の情報は出来るだけ早く登録する事を推奨する

• Online Helpdesk and Data Stewards available to receive feedback
フィードバックを受けるために､オンライン･ヘルプディスク及びデータ担
当者を設置する

• Input by initial submitters will be invaluable for future enhancements
初期段階におけるフィードバックが､将来の改善に向けて重要なもので
ある

• www.fda.gov/udi will serve as the main portal for all GUDID information. 
Visit the website for GUDID information, checklists, and other helpful 
resources.
『 www.fda.gov/udi』 が､全ての GUDID 情報への入り口です
このページから､GUDID 情報､チェックリスト､及びその他有用な情報
を入手して下さい
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Search and Retrieval
検索及びデータ入手

GUDID Search and Retrieval is temporarily 
disabled and will be enabled at a future date when 
the database is populated.
GUDID 検索及びデータ入手機能は､現在使えま
せんが､データを入力し次第使用可能になります
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4th - Effective Dates
第4段階 – 発効日

Effective vs. Compliance dates
発効日と遵守日
The final rule has only two effective dates:
終規則には､以下2つの発効日のみが規定される
• 30 Days for exception requests and issuing agencies

30日: 除外要求及び発行機関
• 90 days for all the rest

90日: その他全て

Compliance dates:
遵守開始日:
• Explains when a labeler is required to comply with a 

regulatory requirement – proposed rule incorrectly used the 
term effective dates.
ラベラーが法規制要求の遵守を開始する日の事 – 規則案
では､間違って､発効日と言う単語を使用した
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4th - Compliance Dates
第4段階 – 遵守開始日

Implementation (compliance) timeframes are the same:
実施 (遵守開始) スケジュールに変更はない
• Year 1: class III and devices licensed under PHS Act
1年目: クラスIII 及び､米国公衆衛生法下で許可されたもの

• Year 2: class II/I implants and life-supporting/sustaining
2年目: クラスII/I 埋め込み型､及び生命支援/維持装置

• Year 3: rest of class II
3年目: クラスII の他の機器

• Year 5: class I
5年目: クラスI

For Direct Marking:
本体直接マーキング
• Compliance dates are extended by 2 years
遵守開始日は､対象医療機器の UDI 遵守日の2年後

• except for FDASIA (year 2) devices – still at year 2.
食品医薬品局安全およびイノベーション法対象機器 (2年目) は除外 – 2
年目のまま
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Exception to Compliance Dates
遵守開始日除外

• FDA may grant a 1-year extension of the compliance date 
for class III devices or a device licensed under the PHS Act 
– when it is in the best interest of the public health.
クラスIII機器または､米国公衆衛生法下で許可されたも
のに対して､FDAは 1年延長 の猶予を与える – ただし､対
象が公衆衛生に対して高い利益をもたらすものであれば

• Provides an exception for a finished device that is 
manufactured and labeled prior to the compliance date –
exception expires 3 years after the compliance date 
[existing inventory].
遵守開始日以前に製造､ラベルされている完成品は除外
される – 本除外は､遵守開始日より3年間有効 [現有在
庫]
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Conforming Amendments
関連改正

Adds to each the requirement to use UDI:
各要求に､UDI 要求事項を追加した
• Part 803 – Medical Device Reporting

医療機器に関する報告
• Part 806 – Reports of Corrections And Removals

医療機器の修正、および除去報告
• Part 810 – Medical Device Recall Authority

医療機器の回収の権限
• Part 814 – Premarket Approvals

医療機器の市販前承認
• Part 820 – Quality System Regulation

(医療機器の) 品質システム規則
• Part 821 – Medical Device Tracking Requirements

医療機器の追跡要求事項
• Part 822 – Postmarket Surveillance

医療機器の市販後監視
27



Changes from Proposed Rule
規則案よりの変更箇所

• Definitions
定義

• UPC Exception
UPC 除外

• Combination Products and Kits
コンビネーション・プロダクト及び
キット

• Packaged Single Use Devices 
(SUDs)
梱包された単回使用機器 (SUDs)

• Direct Marking
本体直接マーキング

• Stand-alone Software
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除外

• New Version or Model
新バージョン又はモデル

• NDC/NHRIC Numbers
NDC (米国医薬品コード)/NHRIC
(米国医療関係コード) 番号

• Generic Symbol
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• GMDN
医療機器関連一般的名称リスト

• GUDID
グローバル UDI データベース
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発行機関



Changes from Proposed Rule
規則案よりの変更点

Drivers for changes from Proposed rule:
規則案よりの変更に対して影響のあったもの

• Simplification
簡素化

• Reduce cost and burden
コスト及び労力の削減

• Consistency
一貫性

• Global Harmonization
世界的な同調
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Labeler Definition
ラベラーの定義

Any person who causes a label to be:
ラベルに以下の変更を加える者
• applied to a device with the intent that the device will be 

commercially distributed (was in interstate commerce); or
対象機器を商業ベースで流通させることを意図している (『州
を超えて』から変更した)

• replaced or modified with the intent that the device will be 
commercially distributed.
対象機器を商業ベースで流通させることを目的に､ラベルの交
換或いは､修正をする者

Except – that the addition of the name of, and contact 
information for, a person who distributes the device, without 
making any other changes to the label.
例外 – ラベル上で､対象機器を流通させる者の名前､連絡先
のみを追加する場合
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807.3 (b) Commercial Distribution
807.3 (b) 商業流通 (市販)

…means any distribution of a device… which is held or offered 
for sale but does not include the following:
以下の場合を除き､販売目的で機器を流通させる者

1. Internal or interplant transfer between establishments within 
the same parent, subsidiary, and/or affiliate;
同一の親会社､子会社､及び/又は提携会社の施設間におい
て､医療機器を内部のみ､又は施設間で移動させること

2. Any distribution which has an approved exemption for 
investigational use;
治験用医療機器の除外承認を受けた機器の流通

3. For foreign establishments, the distribution of any device that is 
neither imported nor offered for import into the United States.
国外施設であり､医療機器の流通が米国内への輸入､又は輸
入の申し入れのいずれでもないもの
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Changed or Added Definitions
変更或いは追加された定義

• Shipping container means a [package… or pallet] container 
used during the shipment or transportation of devices [from 
one point to another], and whose contents may vary from 
one shipment to another.
輸送用コンテナー (Shipping container) とは､ [ある場所か
らある場所への]機器の出荷或いは輸送に使用される
[梱包...あるいはパレット] コンテナーを意味する､また､コ
ンテナーの内容物は､出荷毎に異なる事がある

• Version or model means [a device package containing one 
or more] all devices that have specifications, performance, 
size, and composition, within [specified] limits set by the 
labeler.
バージョン又はモデル (Version or model) とは､ラベラー
により設定された[明示された]範囲内で､仕様､能力､サイ
ズ及び構成を持つ[1つあるいは､複数の医療機器を含む
梱包]全ての機器を言う
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Changed or Added Definitions
変更或いは追加された定義

• Human cells, tissues, or cellular or tissue-based product (HCT/P) regulated as a 
device means an HCT/P as defined in § 1271.3(d) of this chapter that does not 
meet the criteria in § 1271.10(a) and that is also regulated as a device.
機器として規制されるヒト細胞､組織又は細胞或いは組織ベースの製品

(HCT/P) は､§ 1271.3(d) の該当章にて定義される通り､ HCT/P を意味してお

り､ § 1271.10(a) の基準に適合しない､また､これらは機器として規制される

• Also added production identifiers - the distinct code that relates the HCT/P to the 
donor.
いくつかの製造識別子も追加された – HCT/P のドナーに関係する明確なコー

ド

• Universal product code (UPC) means the product identifier used to identify [a 
company and product name of] an item sold at retail in the United States.
統一商品コード (UPC) とは､米国内の小売店で販売される商品[の製販メー

カーおよび商品の名前]を識別するための商品識別子である
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OTC-UPC Exemption
OTC – UPC 除外

Proposed rule – would have provided an exception for all OTC 
devices, regardless of where distributed.
規則案 – どこで流通させられるかに係わらず､全ての OTC 機器に
対して除外を認めた

Final rule states:
終規則での記述:

• A class I device labeled with a UPC can use it as its UDI (UPC is 
the UDI, no additional UDI or PIs)
クラスI 機器で､UPC がラベルされているものは､その UPC を
UDI として使用できる (UPC = UDI。 追加 UDI や PI を要求しな
い)

• Must meet all other UDI requirements – including GUDID
submissions.
その他全ての UDI 要求を満たすこと – GUDID 登録も含む

• Label/package can include both.
ラベル/梱包材は､両方を表示することが出来る
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Combination Products
コンビネーション・プロダクト

Proposed rule – would have required a UDI on:
規則案 – 以下の対象には､UDI を要求される
• Combination products whose PMOA is a device, and
主要作動モード (PMOA) が､機器であるコンビネーション・プロダクト､また､

• Device constituent parts (except [single entity] for those they were physically, 
chemically, or otherwise combined such that it is not possible for it to be used).
機器構成部品 (物理的､化学的､又は､他の方法にて組み合わせられたもので､
単体では使用できないもの[単体医療機器])

Final rule – a combination product must have a UDI:
終規則 – コンビネーション・プロダクトは､UDI を貼付しなくてはいけない

• If it does, the device constituent parts are exempt.
コンビネーション・プロダクトに UDI が貼付されれば､その構成品は除外

• A CP that properly bears a NDC is exempt,
全米医薬品コード (NDC) を適切に表示してあれば､除外

• But – then device constituents must have UDI
ただし､ - 構成品には UDI を貼付する事

• If CP is a single entity, then parts are exempt.
コンビネーション・プロダクトが単体機器なら､その部品は除外
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Kits
キット

Proposed rule – required a UDI on:
規則案 – 以下の通り UDI を要求した

• the label and package of each device packaged in a convenience kit 
(except single use devices).
コンビニエンス・キットに個別包装された機器のラベル及び､各梱包単
位の梱包材 (単回使用機器を除く)

Final rule:
終規則:

• Requires the label and each device package of every convenience kit to 
bear a UDI.
全てのコンビニエンス・キットの直接梱包材及びラベルに UDI を要求
する

• As long as label of kit has UDI, devices contained within a convenience 
kit are exempt from UDI.
キットのラベルに UDI が表示されていれば､構成品は UDI 対象から
除外 36



Packaged SUDs
梱包された単回使用機器

Proposed rule – allowed for:
規則案 – 以下の通り

• class I single-use devices (SUDs) – distributed together in a single device 
package – to have the UDI on the package and not individual device.
クラスI の単回使用機器 (SUDs) – 単一機器梱包に含んで流通させら
れるもの – 梱包材に UDI を表示するが､個々の機器には不要

Final rule – extends this SUD exception to all classes.
終規則 – 本単回使用機器除外を､全てのクラスに拡大する

• Modified exception only for devices that are “…intended to be stored in 
that device package until removed for use, and which are not intended 
for individual commercial distribution.”
使用迄梱包材から取り出す事が無く､単独で商業流通させる目的でな
い機器に限り､本除外改定が適用される

• Not applicable to implants.
埋め込み型機器へは適用されない
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Direct Marking
本体直接マーキング

Proposed rule – required Direct Marking for:
規則案 – 本体直接マーキングを以下に適用する:
• implantable devices,

埋め込み型機器
• devices intended to be sterilized between patient use,

患者への使用前に滅菌を要求される機器
• stand-alone software.

スタンド・アローン・ソフトウェア

Final rule – only requires Direct Marking for:
終規則 – 以下に対象を限定する

• Implantable device requirements removed.
埋め込み型医療機器への要求を削除する

• All devices that are intended to be used more than once and “reprocessed” (clean, 
disinfect or sterilize) before each use [expanded sterilized to reprocessed].
複数回使用を意図し､各使用前に “再処理” (Clean洗浄､Disinfect消毒､
Sterilize滅菌) を要求される医療機器 [滅菌から再処理工程へ拡大した]

• Moves application to stand-alone software.
スタンド・アローン・ソフトウェアを別項目に移動
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Directly Marked UDI
本体直接マーキングの UDI

• May be identical or different from label UDI
ラベル上の UDI と同一或いは異なっても良い

• Either or both plain text and/AIDC
プレーン・テキストとAIDC のどちらか一方或い
は両方
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Direct Marking Exceptions
本体直接マーキング除外

1. Direct marking would interfere with the safety or 
effectiveness of the device;
本体直接マーキングが医療機器の安全性､又は効果に悪
影響を与える恐れがある

2. Direct marking is not technologically feasible;
本体直接マーキングが技術的に実現不可能

3. The device is a reprocessed single-use device
対象が､再生された単回使用医療機器､

4. The device has been previously marked
対象が､すでに本体直接マーキングされている

Exception to be noted in design history file – do not need 
to submit exception request.
除外情報を設計履歴ファイルに記すこと – 除外要求提出
は不要
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Stand-alone Software
スタンド・アローン・ソフトウェア

New section – explains how stand alone software can meet UDI 
labeling requirements:
新らしい節 – スタンド・アローン・ソフトウェアの UDI 要求満足要
件を説明する
• Regardless of how distributed, all stand-alone software to 

include means of displaying its UDI As plain text UDI when 
started or menu command
流通形態の如何に係わらず､全てのスタンド・アローン・ソフト
ウェアは､スタート時画面又はメニュー・コマンド (About...等)
にて UDI をプレーン・テキストにて表示する

• If distributed in packaged form, may use same UDI for both 
package and display.
梱包状態で流通させられる場合､梱包材上及び表示の UDI
は同じものであって良い

• Compliance dates are the same as class compliance dates.
遵守開始日は､クラス毎の日程に従う
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Exceptions
除外

FR clarified aspects of the exception/alternative process:
連邦広報 (Federal Register) により､除外/代替手段プロセスが
明確化されている
• FDA may initiate and grant an exception or alternative

FDA が､除外又は代替手段適用権利を与える
– on our own or in response to a request.
- FDA 独自で又は要求に対応して

• FDA may rescind an exception or alternative.
FDA が､除外又は代替手段適用を撤回することが出来る､

• FDA will make all decisions available on our website.
FDA は､関連するすべての決定事項を web 上で公開する､

• Any labeler may use a granted exception or alternative.
これら除外また代替手段の適用は､全てのラベラーに与えら
れる
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Exception/Alternative Process
除外/代替手段プロセス (訳者注: ラベラー側)

1. Identify the device(s) subject to exception/alternative
除外/代替手段対象の医療機器を明確にする

2. Identify the provisions subject to the request
該当項目を明確にする

3. If exception – explain why the requirements are not technologically 
feasible.
除外の場合 – 対象要求が技術的に適用不可能であることの説明

4. If an alternative, describe the alternative and
代替手段の場合､代替手段の説明と､

a. why it would provide for more accurate, precise, or rapid device 
identification – or
代替手段が､更に正確で､精度が高く､または高速に機器識別を
できる理由の説明 – または

b. how it would better ensure the safety or effectiveness of the device
如何に､医療機器の安全性又は効果をより良く保証するか

5. Estimate the number of affected labelers and devices
影響の及ぶ範囲のラベラー及び医療機器の概算数 (訳者注: 判れば)
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New Version or Model
新バージョン又はモデル (訳者注: 判断基準)

Proposed rule – required a new DI when a change to:
規則案 – 以下の変更が発生した際に､新 DI を要求した
• Specifications, performance, size, or composition greater than the specified limits

仕様､性能､サイズ又は構成品に仕様範囲を超える変化が発生
• Quantity in a package or a new package

梱包材内部の数に変更､又は新梱包形態
• Significantly affect the safety or effectiveness

著しく安全性又は効果に変化が現れる
• Nonsterile to a sterile package, or vice-versa

非滅菌から滅菌梱包に変更或いはその逆

Final rule – states that a new DI is required whenever:
終規則 – 以下のどれであれ､新 DI が必要になる

• A change to a device results in a new version or model
医療機器のバージョン或いはモデルが変更になる改変

• Create a new device package
新梱包材

• No relationship to premarket requirements
市販前要求との連動は無い
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NDC/NHRIC Numbers
NDC (全米医薬品コード)/NHRIC (米国医療関係コード) 番号

Proposed rule was unclear about implementation.
規則案では､実施内容が明確でなかった

Final rules states:
終規則の記述:

A NHRIC/NDC number may no longer be used:
NHRIC/NDC 両方の番号いずれも使用しない
• When your device is subject to UDI, or

UDI 対象医療機器であるなら､又は
• If exempt, at year 5.
除外であっても､ 2018年9月24日には

• However, labeler may continue to use an FDA-issued (NHRIC) labeler 
code (in another standard system) provided that the labeler submits a 
request for continued use within year 1.
しかしながら､ラベラーが2014年9月24日迄に継続使用要求を提出した
なら､ラベラーは FDA が発行した (NHRIC) ラベラー・コード (他の標準
システムにおいて) を引き続き使用することが出来る
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Proposed rule:
規則案:
• required use of a symbol to indicate the presence of AIDC technology, and

AIDC の存在を示すためのシンボル使用を要求した
• provided a generic symbol.

汎用シンボルを提示した

Final rule:
終規則:

• does not require use of a symbol to indicate the presence of AIDC technology 
that is not evident,
存在が確認できない AIDC 技術の存在を示すシンボルの使用を要求しない

• no longer provides for use of a generic symbol, and
汎用シンボルの提示をしない

• requires only that a label “disclose” the presence of AIDC technology.
ラベル上で AIDC 技術の存在を示すのみで良い
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MRI Compatibility
MRI 適合性

• Proposed rule – did not require information 
concerning magnetic resonance imaging (MRI) 
compatibility.
規則案 – MRI 適合性に関する要求情報を記して
いなかった

• Final rule – requires the submission to GUDID of 
MRI compatibility (Safe, Conditional, Unsafe) – if 
the device has been labeled.
終規則 – GUDID へ､MRI 適合性 (安全､条件付

き､安全でない) に関するデータを登録する – 医療
機器が既にラベルされている場合
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GMDN
医療機器の国際的命名法 (Global Medical Device Nomenclature)

• Proposed Rule – stated that FDA would not use Global Medical Device 
Nomenclature (GMDN) unless freely available.
規則案 – FDA は､GMDN が無料で使えるようにならない限り､使用しないと
記していた

Final Rule:
終規則:

• Labelers should obtain appropriate GMDN PT codes from GMDN Agency.
ラベラーは､GMDN 機関より､適切な GMDN PT (Preferred Term) コードを取
得する

• Future GUDID tool will enable users to select a GMDN preferred term, at no 
cost, to be used in their GUDID submission – until a GMDN PT code can be 
obtained from the GMDN Agency.
将来的に､GUDID ツールにより､ユーザーは､GUDID 登録に際して､GMDN
用語 (Preferred Term) を無料で使用できるようになる – GMDN 機関より
GMDN PT を取得できるようになるまでの間
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Issuing Agency Accreditation
発行機関認定

• Proposed rule – a private nonprofit organization or State agency 
may apply for accreditation…
規則案 – 民間非営利団体､又は､州当局が候補として申請できる

Final rule:
終規則:

• A [any] private organization may apply for accreditation as an 
issuing agency.
民間団体が､発行機関認定に応募できる

and
• Will protect against conflicts of interest between the issuing agency 

and labelers… that may impede the applicant’s ability to 
independently operate a fair and neutral identifier system.
発行機関とラベラー間の利害問題が無き用に計らう｡ そのよう
な問題は､発行機関候補者が､フェァーかつ中立的な識別システ
ムを独立的に実施する事を妨げる
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How to Contact Us
問合せ先

• UDI Website is key resource – www.fda.gov/UDI
主要な情報入手先 - www.fda.gov/UDI

• Contact us: click on UDI Help Desk link for Regulatory and GUDID
Questions
法規制及び GUDID 関連質問は､上記サイトで UDI Help Desk をク
リック

• Receive Notifications from us: click on Unique Device Identification: Get 
e-mail updates
FDA よりの 新情報をe-mail にて受信するには､ Unique Device 
Identification: Get e-mail updates をクリック

• Look for Schedule of planned and Notification of unplanned downtimes
計画済スケジュールと計画外ダウンタイムの通知を確認してください

• FDA ESG questions (HL7 SPL submission)
FDA ESG (FDA電子申請ゲートウェィ) 関連質問 (HL7 SPL による登
録)

• Policy questions – esgprep@fda.hhs.gov
政策的質問 - esgprep@fda.hhs.gov

• Technical questions – esgreg@gnsi.com
技術的質問 - esgreg@gnsi.com
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Appendix
補足資料等
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注意: 本補足は、(一財)流通システム開発センターが追加したものであり､
FDAとは関係ございません。



FDA 関連用語集 (1/5)
[http://www.gtc.co.jp/semn/fda/fda_glossary_index.html]
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用語 訳語
acceptance criteria 合否判定基準､受入基準
adverse event 有害事象
CBER : center for biologics evaluation and research FDA生物製剤評価センター
CDRH : center for device and radiological health 医療機器･放射線保健センター
clinical laboratories improvement act 臨床検査改善促進法
clinical trial 治験､臨床試験
CFR : code of federal register 連邦規則集
commercial distribution 商品流通､商業流通
concession 特別採用
correction 修正､訂正､補正
CGMP : current good manufacturing practices 現行適正製造基準(規範)
defect 不具合､欠陥
HHS : department of health and human services 保健福祉省
design control 設計管理
DHR : device history record 機器履歴簿
DMR : device master record 機器原簿､機器のマスター記録
distributor 流通業者(卸売､販売､付帯サービスを含む)
district compliance division 地方薬事監視所
domestic manufacturers 国内製造業者
electronic product radiation control 電子製品放射線規制
ELA : establishment license application 施設許可申請書
EIR : establishment inspection report 施設査察報告書
establishment registration 施設登録
exit interview 終面談
FD&C Act : federal food , drug , and cosmetic act 連邦食品医薬品化粧品法(FDC法)



FDA 関連用語集 (2/5)
[http://www.gtc.co.jp/semn/fda/fda_glossary_index.html]
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用語 訳語
federal register 連邦公報､米国の官報
FTC : federal trade commission 連邦取引委員会
FDA : food and drug administration 食品医薬品局
FDAMA : food and drug administration 
modernization act FDA近代化法

foreign exporter 国外輸出業者
foreign manufacturer 国外製造業者
FOI : freedom of information act 情報公開法
generic device ジェネリック医療機器､後発機器
GMP : good manufacturing practice 適正製造基準
HACCP : hazard analysis and critical control points ハザード(危害要因)分析重要管理点方式
IVD : in vstro diagnostic 対外診断薬
infrared 赤外線
infrasonic 低周波
inspection 検査､査察
IRB : institutional review board 施設内審査委員会
IDE : investigational device exemption 治験用医療機器に関する適用除外
IOM : investigations operations manual 査察実施マニュアル
label ラベル(製品に直接表示されているもの)
labeling ラベリング(商品に添付される説明書等を含む)
listing リスティング､登録
malfunction 故障､機能不良
management representative 管理責任者､経営代表者
management review マネジメント･レビュー､経営者による見直し
manufacturer 製造業者



FDA 関連用語集 (3/5)
[http://www.gtc.co.jp/semn/fda/fda_glossary_index.html]
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用語 訳語
medical device 医療機器
medical device classification : device classes 医療機器分類
medical device labeling 医療機器ラベリング
medical device listing 医療機器リスティング､医療機器のリスト登録
MDR : medical device reporting 医療機器レポーティング(報告)
medical device tracking 医療機トラッキング(器追跡)
MDUFAM : medical device user fee and 
modernization act 医療機器ユーザーフィー･近代化法

NCI : national caner institute 国立がん研究所
ORA : office of regulatory affairs 規制業務部(FDA)/薬事規制局
plant tour 工場視察
PMS : postmarketing surveillance 市販後調査(市販後監視)
preannounced inspection 予告査察
PMA : pre-market approval 市販前承認
PMN : premarket notification 市販前届､市販前通知(510(k))
process validation プロセスバリデーション､工程バリデーション
PDP : product development protocol 製品開発手順
PLA : product license application 製品許可申請書
PHSA : public health services act 公衆保健サービス法
qualification 適格性確認､資格認定
QA : quality assurance 品質保証
QS : quality system 品質システム
QSIT : quality system inspection technique 品質システム査察テクニック
QSR : quality system record 品質システム記録
QSR : quality system regulation 品質システム規則



FDA 関連用語集 (4/5)
[http://www.gtc.co.jp/semn/fda/fda_glossary_index.html]
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用語 訳語
RCHSA : radiation control for health and safety act 健康安全放射線規制法
regulated facility 規制(を受ける)施設
regulation 規則､規制
relabeler 再表示(ラベリング)業者
remanufacturer 再製品業者
removal 収去､撤去
repackager 再包装業者
reprocessed single-use device 再処理用1回使用(使い捨て)機器
reprocessor of single-use device 1回使用(使い捨て)機器の再処理業者
SMDA : safe medical devices act 医療機器安全法
scope 適用範囲
specification developer 設計開発業者
SOP : standard operating / operational procedure 標準作業手順(書)
sterilizer 滅菌業者
SE : substantial equivalence 実質的同等性
third party inspection 第三者査察
third party review 第三者審査
tracking トラッキング､追跡､追尾

transfer (設計プロセスのアウトプットを､製造プロセスへ)移管
する｡

u.s. district court 連邦地方裁判所
ultrasonic 超音波
ultraviolet 紫外線
USDA : united states department of agriculture アメリカ農務省
verify 検証する



FDA 関連用語集 (5/5)
[http://www.gtc.co.jp/semn/fda/fda_glossary_index.html]
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用語 訳語
wholesale distributor 卸売業者

FDA

アメリカ食品医薬品局のこと｡FDA(Food and Drug Administration)｡日本の厚生労
働省にあたるアメリカ社会福祉省(HHS:United States Department of Health and 
Human Services)に属しています｡ アメリカの"食品､医薬品､化粧品､医療機器など
に関する法律"の施行に携わる政府機関です｡法律の施行にあたり､FDAは食品､
薬品､医療機器および化粧品の品質､衛生管理､宣伝広告などについての規制を
おこない､消費者保護の権限を与えられています｡

510(k) FDAへ製品登録する際､既存の医療機器あるいは､同等の構造､機能を確認する
ための申請方法｡市販前届｡

PMA (Premarket Approval)｡ FDAへ製品登録する際､新規性の高い医療機器に対して
必要とされる承認手続き｡臨床試験データが求められる｡市販前承認｡

QSR

(Quality System Regulation)｡米国に医療機器を輸出する場合､製造業者が準拠し
なければならない "品質システム規制"｡ISO13485､ISO9001を基礎に法制化され
た｡品質監査､設計管理､文書管理､識別及びトレーサビリティ､製造及びプロセス
管理など､ISO9001に基づいた要求事項がある｡

GMP

(Good Manufacturing Practice)｡ 製造管理及び品質管理規則｡1962年､米国が初
めて｢食品､薬品､化粧品法｣の中に｢薬品の製造規範(GMP)に関する事項｣として
法制化した｡品質の良い医薬品､医療用具の供給手段として､製造管理､品質管理
の遵守事項を定めたもの｡｢管理体制の整備｣､｢文書規定の作成｣､｢実施結果記
録｣が概要になる｡

cGMP (current Good Manufacturing Practice)｡ GMP:製造管理及び品質管理規則の前に､
"current"を付け､｢ 新の製造管理及び品質管理規則｣を表す｡



用語集 (AIDC)
• AIDC (*)

– Automatic Identification and Data Capture
自動認識及びデータ取得技術

– A technology used to automatically capture data. 
AIDC technologies include bar codes, smart cards, 
biometrics and RFID.
データを自動的に取得する技術｡ バーコード､ス
マート・カード､生体認証やRFIDが含まれる｡
[(Page 467 of 482) http://www.gs1.org/docs/gsmp/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf]
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p.11 第2段階 – UDI 適用範囲

p.07 UDI システム構築に向けて

p.39 本体直接マーキングの UDI

p.46 UDI AIDC



用語集 (Combination Product)
• Combination Product (*)

コンビネーション・プロダクト
– Combination products are defined in 21 CFR 3.2(e).  The term combination product includes:

コンビネーション・プロダクトは､21 CFR 3.2(e) で定義されており､以下を含む:

(1) A product comprised of two or more regulated components, i.e., drug/device, biologic/device, drug/biologic, or 
drug/device/biologic, that are physically, chemically, or otherwise combined or mixed and produced as a single entity;
二つ以上の構成要素よりなる製品の事であり､例えば医薬品/医療機器､生物製品/医療機器､医薬品/生物製品､又は､医薬品/
医療機器/生物製品の組み合わせで構成され､それらは物理的､化学的に組み合わされる､又は単体として､結合される､又は
混ぜ合わされている;

(2) Two or more separate products packaged together in a single package or as a unit and comprised of drug and device products, 
device and biological products, or biological and drug products;
二つ以上の異なる製品が一つのパッケージ或いはユニットとして梱包されている､また､医薬品/医療機器､医療機器/生物製品､
又は生物製品/医薬品の組み合わせがある｡

(3) A drug, device, or biological product packaged separately that according to its investigational plan or proposed labeling is
intended for use only with an approved individually specified drug, device, or biological product where both are required to 
achieve the intended use, indication, or effect and where upon approval of the proposed product the labeling of the approved 
product would need to be changed, e.g., to reflect a change in intended use, dosage form, strength, route of administration, or 
significant change in dose; or
個別に梱包された医薬品､医療機器又は生物製品の治験実施計画又は､申請書類の表示に､他に明記する承認済医薬品､医
療機器又は生物製品と共にのみ使用する事とうたい､それら両方が､意図する用途､適用､効能の達成の為に必要となる､また､
申請製品の認可に従い､既認可製品の内容に変更が必要となる｡ 例: 意図する用途､投薬形態､用量､投薬ルート､又は､投薬
に関する重大な変化などが､ここで言う変更を意味する｡

(4) Any investigational drug, device, or biological product packaged separately that according to its proposed labeling is for use 
only with another individually specified investigational drug, device, or biological product where both are required to achieve the 
intended use, indication, or effect.
個別に梱包された治験用医薬品､医療機器又は生物製品の申請書類の表示に､他に明記する治験用医薬品､医療機器又は
生物製品と共にのみ使用する事とうたい､それら両方が､意図する用途､適用､効能の達成の為に必要となる
[http://www.fda.gov/combinationproducts/aboutcombinationproducts/ucm118332.htm]

p.12 一般除外

p.06 標準化されたデータ･フォーマット

p.28 規則案よりの変更箇所

p.20 第3段階 – グローバル UDI データベース (2/2)
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p.35 コンビネーション・プロダクト



用語集 (DIN: Donation Identification Number)

• DIN: Donation Identification Number (*)
献血識別番号
– A thirteen-character code that identifies tissues from a 

single donation event. This identifier allows each 
donation event to be uniquely identified globally for a 
period of 100 years. The DIN comprises three elements: 
the Facility Identification Number (FIN), DIN year code, 
and DIN sequence number.
13桁のコードであり､一つの献血イベントよりの細胞を識
別する｡ この識別子により､世界的に100年間は､各献
血イベントを識別できる｡ DIN は､施設識別子 (FIN: 
Facility Identification Number)､DIN 年コード (献血年､
或は製造年)､及び､DIN シーケンス番号 (ある集まりを
示す) よりなる｡
[(p.23) http://www.iccbba.org/uploads/45/80/4580a17b453d645ec77458d9a16b8757/IG-028-AATB-
ICCBBA-Interim-Guidance-Document-For-use-of-ISBT-128-by-North-American-Tissue-Banks-v1.2.0.pdf]

59p.60 用語集 (Division Code)



用語集 (Division Code)
• Division Code (*)
ディヴィジョン・コード
– A three-digit number that uniquely

identifies multiple products with
the same product description code
and Donation Identification
Number (DIN) (*). This code is generally sequentially assigned 
to products from the same donation event. May also be 
referred to as pack number.
同一の製品コード及び献血識別番号 (DIN) が複数あっても
製品が識別できる数字3桁の機器固有識別子｡ このコード
は､通常､同一献血イベントにおいて連続番号が割り当てら
れる｡ これは､またパック番号とも呼ばれる｡
[(p.24) http://www.iccbba.org/uploads/45/80/4580a17b453d645ec77458d9a16b8757/IG-028-AATB-

ICCBBA-Interim-Guidance-Document-For-use-of-ISBT-128-by-North-American-Tissue-Banks-v1.2.0.pdf]

60p.17 ISBT128



用語集 (DUNS: Data Universal Numbering System)

• DUNS: Data Universal Numbering System (*)
DUNS ナンバー･システム

– A unique 9-digit identification number assigned and 
managed by Dun & Bradstreet to business entities.
固有の数字9桁よりなる識別子であり､ Dun & 
Bradstreet, Inc. 社が､企業に割り当てている｡
[(p.57) 
http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDoc
uments/UCM369248.pdf]

61p.21 GUDID ガイダンス案



用語集 (Grace Period)
• Grace Period (*)
グレース期間

– Seven calendar days and starts the day after the DI 
record is published; determines the extent of editing 
possible on a DI record.
7歴日のことであり､DI 記録の公開日翌日に開始さ
れ､その期間中は､DI 記録を編集する事が出来る｡
[(p.57) 
http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDoc
uments/UCM369248.pdf]

62p.21 GUDID ガイダンス案



用語集 (HRI: Human Readable Interpretation: GS1標準での定義)

• HRI: Human Readable Interpretation
人間が読むことのできるプレーン・テキスト
– Characters, such as letters and numbers, which can be read by 

persons and are encoded in GS1 AIDC data carriers confined 
to a GS1 standard structure and format. The Human Readable 
Interpretation is a one-to-one illustration of the encoded data. 
However Start, Stop, shift and function characters, as well as 
the Symbol Check Character, are not shown in the human 
readable interpretation.
人間が読むことが出来る文字や数字などのキャラクターであ
り､GS1 標準構造及びフォーマットで定義される GS1 AIDC
データ･キャリアーに符号化される｡ AIDC データ･キャリアー
に符号化されたデータのうち､シンボル･チェック･キャラクター
及び､スタート､ストップ､制御キャラクター以外は､HRI データ
と同じ内容になっている｡
[(Page 474 of 482) http://www.gs1.org/docs/gsmp/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf]
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p.11 第2段階 – UDI 適用範囲

p.07 UDI システム構築に向けて

p.41 スタンド・アローン・ソフトウェア

p.39 本体直接マーキングの UDI



用語集 (NDC: National Drug Code)
• NDC: National Drug Code (*)

– The NDC, or National Drug Code, is a unique 10-digit, 3-segment number. It is a 
universal product identifier for human drugs in the United States. The code is 
present on all nonprescription (OTC) and prescription medication packages and 
inserts in the US. The 3 segments of the NDC
identify the labeler, the product, and the
commercial package size. The first set of
numbers in the NDC identifies the labeler
(manufacturer, repackager, or distributer).
The second set of numbers is the product code,
which identifies the specific strength, dosage for
(i.e, capsule, tablet, liquid) and formulation of
a drug for a specific manufacturer. Finally, the
third set is the package code, which identifies
package sizes and types. The labeler code is assigned by the FDA, while the 
product and package code are assigned by the labeler.
[http://www.drugs.com/ndc.html]

– 全米医薬品コードのことであり､製品固有の3つのグループよりなる10桁の数字｡
米国におけるヒト用医薬品の識別子｡ 本コードは､米国において販売される全て
の OTC および処方箋医薬品の梱包材及び添付文書などに表示される｡ 3つの
グループは､それぞれ､ラベラー (製造販売業者､再梱包業者又は物流業者)､商
品 (効能､形態等) 及び商業梱包サイズ (サイズ､種別)を表す｡ 初のグループ
のラベラー・コードのみ FDA が割り当て､残りはラベラーが決定する｡

64p.06 標準化されたデータ･フォーマット


