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ドイツの医療産業 

ドイツの医療機器市場は米国、日本に続く世界第 3 位の規模だといわれています。これを支えている医療機械メ

ーカーの９５％は従業員 250 人未満の中小企業です。各州の医療機器メーカーや医療関連サービス企業は集積し

「クラスター」と言う相互に協力しながら開発やビジネスを行うネットワーク集団を組織しています。そして各

州の資金支援により運営されています。これにより独自性のある医療製品が生み出されています。 

また同時に国内生産だけではなく、世界各国から革新的な部品やパーツ、優れた技術が求められています。日本

はドイツ同様に医療機器の分野で優れています。ドイツと日本とが協力する事で更なる発展が見込めるといって

も過言ではないでしょう。 

このようにドイツは日本の医療機器製造メーカーや部品メーカーにとっても魅力的な市場を提供しています。 

（理学博士）加藤千春 

 
欧州医療機器規則（ＭＤＲ）と体外診断用医薬品規則（ＩＶＤＲ） 

欧州医療機器規則（ＭＤＲ）は２０１７年５月２５日に施行され、２０２０年５月２６日から適応されます。該

当する製造業者現は現行する医療機器指令 （ＭＤＤ）からの移行期間に ＭＤＲに対応する必要があります。 

個々の該当する医療機器に関する技術文書は適合性に対する評価が必要であり、場合により技術文書の改正や不

足する事項の記載などが必要となります。新規格の要求事項に適応するために欠如している内容や情報を的確に

把握するために、ギャップ分析を行いチェックリストを含む報告書を製作し、それに基づき規格要求との現行す

る技術文書の差異が確認できます。なお技術文書に関する必要事項の詳細はこの新規則の附属書（アネックス）

ＩＩ に定義されています。また臨床データ及び前臨床データに関する変更事項もあります。 

加えてアネックスＩＩＩにあるように市販後調査に関する技術文書には市販後調査計画 (Post-Marker-

Surveillance plan)、及び定期的安全性最新報告（ＰＳＵＲ）を含みます。該当する医療機器メーカーは アネック

スＩＩＩの要求事項を満すべく、情報収集を行います。 

加えて体外診断用医薬品規則（ＩＶＤＲ）も２０１７年に欧州議会より発行されています。現効の体外診断用医

薬品指令（ＩＶＤＤ）より５年間の移行期間を経て２０２２年より適応されます。 

ＩＶＤＲのアネックスＶＩＩＩでは製品の持つリスクによるクラス分けが記載されています、これは現行するＩ

ＶＤＤより一部変更があり、適合性評価の要件などがより厳格化されました。一部の製品ではＥＵ参照試験所で

の検査や第三者認証機関の評価報告書などが必要となります。 

当社ではこれらの詳細を把しております。また医療機器単一監査プログラム（MDSAP）に関連したサポートも

行っております。 

シニア・コンサルタント ウルリッヒ ヤコバッツキー 
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鹿島ベアリング：研修レポートその２ 

前回の引き続き鹿島ベアリングさんでの研修レポートです。当社プロジェクト・マネージャーであるアレクサン

ダー・チェビシが大阪を訪れ鹿島ベアリング社にて研修をおこなって来ました。こちらの企業では社名にあるよ

うにベアリングの製造・販売をおこなっており、通常のベアリングだけではなく、多様な高性能エンジニアリン

グ・プラスチックからの製造をおこない、近年成⾧している会社です。大阪に本社を置き、東京にも営業所をか

まえています。欧州では当社ＴＨインターナショナルと協力体制を築きドイツ・ボンにて欧州営業所を開設しま

した。 

当社では鹿島ベアリング社の業務の一部を代行させて頂いており、販売代理店と日本サイドとの橋渡し的な役割

を担うと共にお客様からのお問い合等に迅速に対応させて頂いております。また鹿島ベアリングさんの欧州国内

の展示会への出展や視察旅行のお手伝いを始め、新規顧客の獲得サポートを行うと共に同社の英語・ドイツ語の

ホームページの管理も請け負っています。 

前回のレポートにもあるように、ＴＨインターナショナル社ではお客様の事業ポートフォリオをしっかりと認識

し、その製品の知見を深め、最適なビジネス戦略をご提案させて頂く事でビスネスを実のある成果に繋げます。 

プロジェクトマネージャー アレックス 

新規スタッフ  
ウルリヒ・ヤコバッツキー 

シニア・コンサルタント（医療機器） 

ウルリヒ・ヤコバッツキー氏は今回当社にて医療機器の登録および承認を障壁なくグ 

ローバルにてがける事で医療機器メーカーの皆様のサポートを行い事になりました。 

同氏は大学にては経済性工学と工学技術を専攻し、各学科にて経営学と医工学を中心に学び、 

両学科にでディプロームの学位を修めています。ビジネス分野では数年の日本、韓国駐在を経験し、また欧州で

はオランダ、中東ではサウジアラビアで職務にあたり、主任監査員、認証証明者とし認定機関にてグローバルに

キャリアを積んできました。下記の規格にて知見を有しお客様へのサポートがより充実します。 

(EN) ISO 13485、 (EN) ISO 9001、 MDD、 IVDD、 FDA 21、CFR 820、日本医薬品医療機器等法（旧薬事法

(PAL)）、カナダ医療機器適合性評価制度、オーストラリア医療機器関連規制などで幅広い知見を有していま

す 。またビジネスが難しいサウジアラビアにて食品医薬品庁下にある適合性評価機関の管理責任者とし総合的品 

質マネージメントシステムをセットアップした実績があります。 

                                                                                                                 トーマス・ヒンリヒセン 
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Medical industry in Germany 

The German market for medical equipment is the third biggest in the world, headed by the United States and Japan. 

95% of the medical equipment manufacturers in Germany are small and medium-sized enterprises (SME) with less 

than 250 employees. Though the medical equipment manufacturers and medical service companies of every federal 

state of Germany are cooperating in so called “cluster”, they organize in networks to perform their development and 

business, too. Furthermore, as an operating entity, every cluster is financially supported by the federal state 

government. That’s why unique products can be developed and brought to the market. In the same time, German 

manufacturers call for unique components, innovative parts and technologies from all over the world. As mentioned 

above, Japan is also advanced in the area of medical equipment. Thanks to the cooperation of Germany and Japan, 

progress in the medical and health care industry is expected in the future. Thus, Germany offers an attractive market 

for Japanese manufacturers of medical equipment and components. 

yours Dr. Chiharu Kato 

Best practice – Kashima Bearings, Inc. 

We proudly present one of our biggest success stories: Kashima Bearings, Inc. As the name suggests, at this client 

it’s all about bearings. But we are not talking about ordinary bearings made of steel, but about bearings made of 

various kinds of high engineering plastics. The manufacturer, located in Osaka and Tokyo, is selling high-quality 

plastic products since it’s establishment back in year 1953 with big success in Japan. With the help of THI, they were 

able to open a representative office for the European market in Bonn, Germany. Ever since, our staff takes care of 

inquiries and request from European customers, which are processed by our European distributors. Periodic trade 

fair visits in Europe (as visitor and as exhibitor), customer and distributor acquisition, as well as the steady 

maintenance of their English and German websites are part of our range of responsibilities. This year, our 

longstanding cooperation even led to the opportunity, that our staff Alexander Tschebisch (Project Manager) was 

send to the headquarters of Kashima Bearings, Inc. in Osaka to absolve a client specific training. As previously 

reported in our last newsletter, with that method THI can ensure a successful business execution in Germany and 

Europe for our Japanese clients. We deepen our knowledge about our client’s company portfolio and their products. 

We’re looking forward to many more years of our community collaboration and would like to thank Kashima Bearings 

Inc. for their trust in our company. 

yours Alexander Tschebisch 
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TH International Japan 
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TEL: 080 8837 1746          
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www.thi-cs.de/jp/home           
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New staff: 
Mr. Ulrich Jakobautzki 
Senior Consultant 
Medical Devices 

Mr. Ulrich Jakobautzki is supporting you of all kind of medical devices towards a smooth 

registration in all countries around the globe. He graduated for Economical Engineering  

and Biomedical Engineering. Also he relocated  for several years in Japan, South Korea,  

The Netherlands and Saudi Arabia as Lead Auditor and Certifier for a major global active  

Notified Body. We are now proud to be able to support you for the following Standard:  

(EN) ISO 13485, (EN) ISO 9001, MDD, IVDD, FDA 21 CFR 820, Japanese PAL, the Canadian CMDCAS and  

the Australian TGA. He was setting up the complete Quality Management System (QMS) as the responsible  

manager of the Conformity Assessment Body (CAB) within the Saudi Food and Drug Authority (SFDA). 

yours Thomas Hinrichsen 

The new MDR and IVDR 

Manufacturer are preparing themselves to comply with the Medical Device Regulation (MDR) which was published 
on 2017 May 25 and which will become mandatory next year, on 2020 May 26. This will replace the current Medical 
Device Directive (MDD) on this day. 

Thus, the Technical Documentation of each concerned medical device will need to be reviewed and adjusted as 
needed and as defined in a Gap-Document, which might be e.g. also a Gap-Analysis. The content of the Technical 
Documentation is defined in the Annex II of this regulation. Changes are required also related to the pre-clinical data 
and to the clinical data. 

Within the activities of the Post-Market-Surveillance (Annex III), the manufacturer is harmonizing the required steps. 
Such steps are also related to the Post-Market-Surveillance-Plan and to the regular Post-Market-Surveillance-Report 
(PSUR). 

The European Parliament published also the In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR). Manufacturer will have some 
more time to prepare compliance until they need to comply to this regulation, which becomes mandatory on 2022 
May 26. This does replace the In-vitro-Diagnostic-Directive (IVDD). The new risk based classification rules (Annex 
VIII of the IVDR) will require the involvement of a Notified Body much more than in the previous EU-Directive for  
In-vitro-Diagnostic Directive (98/79/EG).  

We are ready to support you also concerning the initiated Medical Single Audit Program (MDSAP). 

yours Ulrich Jakobautzki 


