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公益社団法人富山県医師会長 殿

く政 第 80559号
平成 26年 10月 21日

富山県厚生部長

事務担当 :く す り政策課 企画・薬事係

TEL 076-444-3233、  FAX 076-444-3498

「献血血液の研究開発等での使用に関する指針」の一部改正について

た兄寒F茎午昌法轟詣月赤嵩盈写適濱RI♂ま1員
)のとおり周知依頼がありまし

(

なお、別記医療機関には別途通知 してお ります。              ・
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施設 名 郵便番号 住 所

939-0741 朝 日田T,白 477あさひ総合病院
黒部市民病院 938-0031 黒部市三 日市 1108-1

937-0042 魚津市大郎丸 992富山労災病院

かみいち総合病院 930-0353 上市町法音寺 51
厚生連滑川病院 936-0027 滑川市常盤町 119
富山県立中央病院 930-3550 富山市西長江 2-2-78

939-8075 富山市今泉北部町 2-1富山市立富山市民病院
富山大学附属病院 930-0152 昌山市杉谷 2630

富山市鹿島町 2-2-29富山逓信病院 930-0086

930-0859 富山市牛島本町 2-1-58富山赤十字病院
富山県済生会富山病院 931-8442 富山市楠木 33-1
富山県立高志リハビリテーション病院 931-8443 富山市下飯野 51-1

931-8443 富山市下飯野 36富山県立高志学園

独立行政法人国立病院機構富山病院 939-2607 富山市婦中町新町 3145
射水市 朴木 20射水市民病院 934-0053

933-0064 高岡市宝町 4-1高岡市民病院
富山県済生会高岡病院 933-0816 高岡市二塚 387-1

高岡市伏木古府元町 8-5高岡心、しき病院 933-0115

933-8555 高岡市永楽町 5-10厚生連高岡病院
金沢医科大学氷見市民病院 935-8531 氷見市鞍川 1130

小矢部市野寺 123北陸中央病院 932-0836

市立砺波総合病院 939-1343 砺波市新富町 1-61
南砺市民病院 932-0211 南砺市井波 938

939-1893 南砺市信末 5963独立行政法人国立病院機構北陸病院

公立南砺中央病院 939-1724 南砺市梅野 2007-5



薬食発 0930第 16号

平成 26年 9月 30日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬食品局長

(公 印 省 略 )

「献血血液の研究開発等での使用に関する指針」の一部改正について

献血血液の研究開発等への使用については、「「献血血液の研究開発等での使
用に関する指針」について」(平成 24年 8月 1日付け薬食発第 0801第 1号厚生
労働省医薬食品局長通知)の別添「献血血液の研究開発等での使用に関する指
針」(以下「指針」という。)に基づき実施されているところです。
今般、下記のとおり指針の一部を改正することとしたので、貴管内医療機関、

日本赤十字社血液センター及び市町村に本指針改正について周知いただき、血
液製剤の安全性向上等の研究に携わる者が適切な使用を行うよう周知徹底願い
ます。

記

1.改正の趣旨

今般、血液事業部会運営委員会の検討結果を踏まえ、所要の改正を行うもの
である。                 ・

2.主な改正内容

ヒトゲ/ム ロ遺伝子解析研究を実施する場合は「ヒトゲノム E遺伝子解析研
究に関する倫理指針」 (平成 16年文部科学省 B厚生労働省 日経済産業省告示第
1号)を達守することが明確になるように、指針第 3の 3中「献血血液を用い

て上記以外のヒト遺伝子解析 g検査等を実施する場合においては、当該献血者
に対し、個別に内容を説明し、同意を得る必要がある。さらに、献血血液を用
いたヒトゲノム・遺伝子解析研究を実施する場合は、「ヒトゲノム・遺伝子解
析研究に関する倫理指針」 (平成 16年文部科学省 口厚生労働省 日経済産業省告
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示第 1号)を達守しなければならない。」を「献血血液を用いたヒトゲノム D

遺伝子解析研究を実施する場合は、「ヒトゲノム B遺伝子解析研究に関する倫

理指針」 (平成 16年文部科学省 B厚生労働省 D経済産業省告示第 1号)を達守

しなければならない。」に改めます。

また、申請書の添付資料について、必要な見直しを行います。

3.施行日

本通知は、発出日から適用します。



□
献血血液の研究開発等での使用に関する指針

(平成 26年 9月 改正)

血液製剤は、国民の善意の献血によって得られる血液 (以下「献血血液」と
いう。)を主たる原料とする貴重なものであり、「安全な血液製剤の安定供給の
確保等に関する法律 (昭和31年法律第 160号。以下「血液法」という。)にお
いても、その適正な使用が求められている。血液製剤は、本来、患者の治療を
目的として製造され、使用されるものであるが、血液製剤の製造に伴って副次
的に得られたもの及び本来の用途に適しない又は適しなくなつたものも含め、
輸血の有効性 :安全性の向上のための研究′、検査試薬の製造、品質管理試験等
(以下「研究開発等」という。)に際し、使用せざるを得ない場合がある。

献血血液が研究開発等に使用される場合にあっては、倫理的な観点からの慎
重な配慮が求められる。また、献血血液の研究開発等での使用により、治療の
ために供給される血液製剤が不足してt医療に支障が生じることがあってはな
らない。

一方で、検査で不適合となった献血血液や、有効期限の切れた血液製剤を研
究開発等に使用することは、献血者の善意を無駄にせず、有効利用につながる
意義もある。

このような状況を踏まえ、ここに献血血液の研究開発等での使用に関する指

針を定めることとする。

第 1 基本的な考え方

1 目的

本指針は、献血血液が、国民の善意によって得 られる貴重なものであること

を踏まえ、献血血液の研究開発等での使用について、関係者が違守すべき事項

を定め、献血血液が適正に使用されることを目的とする。

2 適用範囲

本指針は、献血血液を、研究開発等で使用する場合を対象とする。なお、医

療機関における治療や臨床研究を目的とした、患者への血液製剤の適応外使用

については、本指針の対象としない。
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3 研究開発等に使用される可能性がある献血血液

研究開発等に使用される可能性がある献血血液は以下のとおりである。

① 血液製剤の規格に適合しない血液

具体例 :検査等により不適合となつた血液、有効期限切れの血液

② 血液製剤の製造に伴つて副次的に得られるもの

具体例 :検査用検体の残余血液、保管年限 (11年)を超えた調査用の血液、

血漿分画製剤の製造過程で得られた廃棄画分

③ 血液製剤としての規格に適合する血液

献血血液を研究開発等に使用できる者

献血血液は、採血事業者により採血され、保管 日管理されている。また、

血液製剤 (輸血用血液製剤及び血 漿分画製剤)の製造過程にある原料血液は、

血液製剤製造販売業者により保管 B、 管理されている。そのため、献血血液は、

採血事業者又は血液製剤製造販売業者が占有しているが、献血血液が国民の

善意の行為によつてしか得られないものであり、国民は患者の治療に役立て

ることを目的として血液を提供することに鑑みると、理念的には国民の共有

財産とも考えられる。そのため、献血者の理解が得られ、かつ、血液製剤の

有効性 B安全性の向上又は国民の公衆衛生の向上に資する目的であれば、献

血血液の研究開発等への使用については、一定の手続の下、可能な限り多く

の者による有効利用が認められるべきである。

第2 献血血液を用いることができる研究開発等

1 以下に掲げる研究開発等については、第3以降に記載されている所定の手

続を経ることにより、第 1の 3に記載された献血血液を用いることができるざ

(ア)血液製剤の有効性 日安全性及び献血の安全性の向上を目的とした使用

血液製剤の安全性については、採血時の問診、各種感染症に対するスクリ

ーニング検査等、様々な取組がされており、その向上への不断の努力が求め

られている。また、血液製剤の製造・使用に関する新たな技術の導入に際し

ては、血液製剤の有効性が低下する可能性も否定できないことから、その影

響を十分に確認する必要がある。このような状況を踏まえると、血液製剤の

2



有効性 日安全性及び献血の向上を目的とした使用については認められるべき
であり、所定の条件を満たし、かつ、所定の手続を経た場合において、以下
に記載する目的のため、献血血液を用いることができるものとする。なお、
具体例に記載のないものであっても、その趣旨 D目 的等に照らし適切である
場合には、献血血液を使用することができる。

① 研究開発

具体例 I人工本血球の開発、血小板製剤の有効期限に関する研究、検査機器
の開発

② 品質管理試験

具体例 :血液製剤の製造に必要な検査機器の精度管理用コントロール血清

③ 検査試薬

具体例 :血液型判定試薬、抗血小板抗体試薬、教育目的の検査実習での使用

④ 疫学調査 :研究

具体例 :血液を通じて感染するおそれがある病原体の疫学研究

⑤ その他

具体例 :血液フィルターの性能評価、採血基準に関する評価

(イ )広 く国民の公衆衛生の向上を目的とした使用

人の血液の中には様々なたん白等の物質が含まれており、疾病の診断、病

態の解明、疫学研究等、疾病の克服や健康状態の改善に重要な役割を果たし

ている。このような状況を踏まえると、広く国民の公衆衛生の向上を目的と

した使用については認められるべきであり、所定の条件を満たし、かつ、所

定の手続を経た場合において、以下に記載する目的のため、献血血液を使用

することができるものとする。なお、具体例に記載のないものであっても、

その趣旨ロロ的等に照らし適切である場合には、献血血液を使用することが

できる。

① 研究開発

具体例 :新たな診断薬の開発

3
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② 品質管理試験

具体例 :新生児スクリーニング検査の精度管理用コントロール血清

③ 検査試薬

具体例 :休外診断薬の試薬

④ 医薬品製造

具体例 :培地への血
しょう

漿 の使用、安定化剤 としてのアルブミンの使用

⑤ 疫学調査 口研究

具体例 :過去の感染症の流行状況調査

⑥ その他

第3 献血者への対応

1 インフォーム ドロコンセントについて

献血者は、自らの血液が患者への治療に役立てられることを期待し、献血を

行うものであるので、献血者に対し、献血血液が研究開発等へ使用される可能

性があることについて、献血の実施前に文書による説明を行い、同意を得る必

要がある。また、「疫学研究に関する倫理指針」(平成 19年文部科学省 口厚生

労働省告示第 1号)等の関連指針の対象となる研究を実施する場合においては、

当該関連指針におけるインフォーム ドIコ ンセントに係る規定が遵守されなけ

ればならない。

2 個人情報の保護について

採血事業者及び血液製剤製造販売業者は、個人情報を取り扱う場合において、

「個人情報の保護に関する法律」(平成 15年法律第57号 )を達守し、研究開

発等の利用のために献血血液を使用する又は第二者に提供する場合は、匿名化

(連結不可能匿名化又は連結可能匿名化であつて対応表を提供しない場合を

いう。)を行い、献血血液から献血者を特定できなくするための措置を講じな

ければならない。ただし、血液製剤の有効性 1安全性の向上及び公衆衛生の向

上等の目的のため、個人情報の利用が不可欠である場合であつて、インフォー

ムド・コンセントの受領も含め、「個人情報の保護に関する法律」及び当該研
4



究開発等に係る関連指針の規定に基づき実施される場合においては、この限り
でない。

<注>
連結不可能匿名化とは、個人を識別できないように、その人と新たに付さ

れた符号又は番号の対応表を残さない方法による匿名化をいう。

連結可能匿名化とは、必要な場合に個人を識別できるように、その人と新
たに付された符号又は番号の対応表を残す方法による匿名化をいう。

3 ヒト遺伝子解析・検査等について

輸血による副作用を防止する観点から、献血車液に対し、赤血球型、白血球
型 (HLA型 )、 血小板型及び血漿たん白に対する遺伝子検査を実施する場合が
ある。このような限定的な遺伝子検査を実施するに当たっては、献血者に対しt

献血の実施前に文書による説明を行い、同意を得ることが必要である。また、
献血血液を用いてヒトゲノム・遺伝子解析研究を実施する場合は、「ヒトゲノ
ム B遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成 16年文部科学省 B厚生労働省ロ

経済産業省告示第 1号)を達守しなければならない。

第4 献血血液の研究開発等への使用の手続

献血血液の研究開発等への使用に際しては、以下の手続を経るものとする。

1 薬事 口食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会運営委員会 (以下「血液
事業部会運営委員会」という。)での事前評価

① 血液事業部会運営委員会における事前評価を必要とずる場合

以下のいずれかに該当する場合は、当該使用の可否について、血液事業
部会運営委員会において事前に評価を行う。ただし、血液製剤の安全性の

向上のための技術開発及び献血者の保護等を行うことは、血液法で定めら
れた採血事業者及び血液製剤製造販売業者の責務であることから、血液製
剤の有効性 甲安全性又は献血の安全性の向上を目的として採血事業者又は
血液製剤製造販売業者が使用する場合は、この限りでない。

i. 使用目的が、第2の 1(ア )④の「疫学調査 B研究」又は第2の 1(イ )

の「広く国民の公衆衛生の向上を目的とした使用」に該当する場合。
ii. 使用者が、営利を目的とした者である場合。

5



III 使用する献血血液が、第1の 3③の「血液製剤としての規格に適合す

る血液」に該当する場合。

使用方法に、ヒト遺伝子解析 日検査等が含まれる場合。

その他、血液事業部会運営委員会での評価が適当と思料される場合。

iV.

V

② 血液事業部会運営委員会での評価事項

血液事業部会運営委員会では、特に以下の観点から、献血血液の研究開発

等への使用の妥当性について、評価を行う。

使用目的

(留意点) 血液製剤の有効性 D安全性及ぴ献血の安全性の向上又は広

く国民の公衆衛生の向上を目的とした使用であることが明ら

かでなければならない。

:〕 . 使用する献血血液

(留意点)血 液製剤としての規格に適合する血液の使用は限定的でな

ければならず、使用する場合においては、その目的を達成す

るため、当該製剤以外では代替できないことが明らかでなけ

ればならない。また、献血血液に対する感染症検査が陽性と

なつた血液については、感染拡大防止の観点から、血液製剤

の安全性向上を目的とした使用を除き、原則、用いてはなら

ない。

III 使用量

(留意点) 血液製剤としての規格に適合する血液を使用する場合にお

いては、血液製剤の安定供給に支障が生じないよう特段に配

慮しなければならない。検査等により不適合となつた血液や

血液製剤の製造に伴つて副次的に得られるものを用いる場合

においても、特定の者に使用量が偏ることがないよう、配慮

しなければならない。また、使用量が多くなることで、採血

事業者及び血液製剤製造販売業者に過度の業務負荷がかかり、

血液製剤の供給の遅滞等、医療に支障が生じることがあつて

はならない。

6



W.使 用者

(留意点 ) 本指針及び関連指針等を達守し、献血血液の使用が適切に

行われる体制が整備されていなければならない。なお、使用

者とは、研究開発等の主たる実施者であり、共同研究等の場

合においては、研究代表者を意味する。

v。 献血者からのインフォーム ドロコンセントの受領状況

(留意点) 当該使用に係る献血者からのインフォーム ドaコ ンセント

の受領が、本指針及び関連指針等の規定に照らし、適切にさ

れていなければならない。

前.倫 理面への配慮

(留意点) 研究対象者に対する人権擁護上の配慮がなされ、かつ、疫

学研究が行われる場合は「疫学研究に関する倫理指針」が、

ヒトゲノム D遺伝子解析研究が行われる場合は「ヒトゲノム・

遺伝子解析研究に関する倫理指針」が、その他の研究が行わ

れる場合イま「臨床研究に関する倫理指針」(平成 20年厚生労

働省告示第 415号 )の第 2F研究者等の責務等」及び第 3「倫

理審査委員会」に規定する事項が遵守されていなければなら

ない。

③ 血液事業部会運営委員会での評価方法

血液事業部会運営委員会での評価に際しては、必要に応じ参考人を招致

することができる。また、企業の営業上の秘密等に配慮し、必要に応じ、

使用者を匿名化することや、評価を非公開とすることができる。

【細則】

評価結果は、次のいずれかによる。

(1)承認、(2)修正の上で承認、 (3)却 下、(4)既承認事項の取消、(5)保留

血液事業部会運営委員会事務局は、厚生労働省医薬食品局血液対策課に置

き、次の事項について採血事業者又は血液製剤製造販売業者に速やかに評価

結果通知書をもつて通知するものとする。(1)評価対象の研究、(2)評価日、

(3)当 該研究に対する血液事業部会運営委員会の評価結果、(4)「承認」以外

の場合の理由等、 (5)そ の他必要事項
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④ 血液事業部会運営委員会での評価を要さない研究開発等

第4の l①に掲げる場合以外の研究開発等への使用については、必ずし

も血液事業部会運営委員会での事前の評価は必要としなぃ。このような場

合、採血事業者及び血液製剤製造販売業者においては、第4の l②の評価

事項を参照に、献血血液の研究開発等への使用について自ら評価を実施す

るとともに、その使用状況について、定期的に血液事業部会運営委員会に

報告するものとする。

2 使用の申請方法                  、

献血血液の研究開発等への使用を希望する者は、採卑事業者又は血液製剤

製造販売業者に対し、使用を希望する旨の申請書を提出する。採血事業者及

び血液製剤製造販売業者は、献血血液の研究開発等への使用を希望する者か

らの申請を受け付ける窓口を設け、第4の l①に掲げる場合の申請について

は、採血事業者又は血液製剤製造販売業者の見解を付して、厚生労働省に送

付するものとする。第4の l①に掲げる場合以外の研究開発等への使用につ

いては、使用目的や使用量等を踏まえ、採血事業者及び血液製剤製造販売業

者において評価を実施し、適切に対応するものとする。

【細則】

献血血液の研究開発等への使用を希望する者は、各施設における倫理審査委
員会の了承及び施設長の許可を得た上で、申請書 (様式 1)に必要な資料を付
して、採血事業者又は血液製剤製造販売業者に対して申請するものとする。
研究計画に変更又は追加がある場合においては、変更・追加申請書 (様式2)

に変更した研究計画書を付して、採血事業者又は血液製剤製造販売業者に対し
て申請するものとする。

また、その使用状況及び研究成果については、研究終了時、及び、関連指針
に準じた頻度で定期的に、採血事業者又は血液製剤製造販売業者を通じて、血
液事業部会運営委員会に報告書 (様式3)を提出するものとする。

なお、献血血液の研究開発等への使用に関する公募及び事前評価を行うた
め、血液事業部会運営委員会における事前評価は適宣開催する。事前評価を
必要としない研究については、採血事業者及び血液製剤製造販売業者が適宜
評価し、その結果を血液事業部会において報告するものとする。
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3 費用の徴収

採血事業者及び血液製剤製造販売業者が、献血血液を第二者に提供する場

合においては、実費程度の費用を徴収することができる。

第5 その他

1 市場に流通している血液製剤を用いた研究開発等

市場に流通している血液製剤が研究開発等に使用される場合においても、

血液法の基本理念に鑑み、適切に使用されなければならず、また、血液製剤

の安定供給に支障が生じることがあってはならない。血液製剤の製造販売業

者においては、当該使用に疑義が生じた場合は、厚生労働省に適宜照会する

ものとする。

残余血液が生 じた場合への対応

献血血液を研究開発等に使用する者は、当該献血血液に残余が生 じた場合、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 (昭和 45年法律第 137号 )等の関連

法規を達守 し、適切に処理 しなければならない。また、採血事業者又は血液

製剤製造販売業者から提供された献血血液を、無断で第二者に譲渡 してはな

らない。

危害の防止のため報告

献血血液を研究開発等に使用する者は、当該献血血液により保健衛生上の

危害が発生 しⅢ又は拡大するおそれがあることを知ったときは、直ちに厚生

労働省に報告 しなければならない。

不適切な使用への対応

献血血液の研究開発等への使用において、本指針に照らし不適切な使用等

が認められた場合は、必要に応じ、血液事業部会運営委員会において対応に

つき審議する。

献血血液を使用した疫学研究の実施に係る留意事項

献血血液を使用した疫学研究の実施は、血液の安全性の向上のみならず、

医学の発展や国民の健康の保持増進に多大な役割を果たすことが期待される

反面、多くの献血者の血液を用いる必要があることや、その結果が献血者ヘ

及ぼしうる影響に鑑みると、特段の配慮が求められる。そのため、献血血液
9
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寄

を使用した疫学研究を実施する場合においては、以下の点が遵守されなけれ

ばならない。

① 「疫学研究に関する倫理指針」の対象となる疫学研究を実施する場合にお

いては、当該指針が遵守されること。疫学研究であつて、ヒトゲノム B遺

伝子解析研究を実施する場合においては、「ヒトゲフム B遺伝子解析研究

に関する倫理指針」が達守されることき

② 血液の安全性の向上を目的とした研究にあつては、研究の実施者に採血事

業者又は血液製剤製造販売業者が参画していること。

③ 当面の間、、採血事業者、血液製剤製造販売業者、国若しくは地方自治体が

設置する研究機関により実施される研究又は公的補助金を受け実施され

る研究であること。

6  細貝1

本指針に定めるもののほか、必要に応 じ、本指針の施行に関る細則 を別に

定める。

7 指針の見直 し

必要に応 じ、又は施行後 5年を目途として、献血血液の研究開発等への使

用状況を踏まえ、本指針の見直 しの検討を行 うものとする。
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囲
献血血液の研究開発等での使用に関する指針

(新旧対照表)

改正後 現行

第 3 献血者への対応

(略 )

3 ヒト遺伝子解析 日検査等にういて
輸血による副作用を防止する観点から、献

血血液に対し、赤血球型、自血球型 (HLA型 )、

血小板型及び血 漿 たん白に対する遺伝子検
査を実施する場合がある。このような限定的
な遺伝子検査を実施するに当たつては、献血
者に対し、献血の実施前に文書による説明を
行い、同意を得ることが必要である。また、

い

ム ・

16

を遵守しなければならない。

第3 献血者への対応

(略 )

3 ヒト遺伝子解析 B検査等について
輸血による副作用を防止する観点から、献

血血液に対し 赤゙血球型、白血球型 (HLA型 )、

血小板型及び血 漿 たん白に対する遺伝子検
査を実施する場合がある。このような限定的
な遺伝子検査を実施するに当たつては、献血
者に対し、献血の実施前に文書による説明を
行い、同意を得ることが必要である。また、
献血血液を用いて上記以外のヒト遺伝子解
抵_t_検査等を実施する場合においては、当該
献血者に対し、個別に内容を説明し、同意を
得る必要があるとさらに、献血血液を用いた
ヒトゲノム・遺伝子解析研究を実施する場合
は、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に閣する
倫理指針」 (平成 16年文部科学省・厚生労働
省 二経済産業省告示第 1:号)を遵守壺なけれ
ばならない。

第 4 献血血液の研究開発等への使用の手続

(略 )

2 使用の申請方法

(略 )

【細則】
献血血液の研究開発等への使用を希望する

者は、各施設における倫理審査委員会の了承及
び施設長の許可を得た上で、申請暮 (様式1)
に必要な資料を付して、採血事業者又は血液製
剤製造販売業者に対して申請するものとする。

第4 献血血液の研究開発等への使用の手続

(略 )

2 使用の申請方法

(略)    i

【細則】

献血血液の研究開発等への使用を希望する
者はt各施設における倫理審査委員会の了承及
び施設長の許可を得た上で、申請書 (様式1)
に

時に研究開発等へ使用される可能性があるこ
とについて事前に同意が得られており、がつ、
他の関係指針等で同意文書が必要とされてい

果及び施設長の許可暮を付して、採血事業者又
は血液製剤製造販売業者に対して申請するも
のとする。


