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本日の内容

1.ＰＭＤＡと健康被害救済制度

2.医薬品副作用被害救済制度

3.生物由来製品感染等被害救済制度

4.救済制度を如何に活かすか

5.その他

6.おわりに

2



3

1．ＰＭＤＡと健康被害救済制度
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ＰＭＤＡの沿革

S54.10.15   特別認可法人
医薬品副作用被害救済基金

S62.10. 1 医薬品副作用被害救済・研究
振興基金

H 6.  4. 1 医薬品副作用被害救済・研究
振興調査機構

H16. 4. 1          独立行政法人
医薬品医療機器総合機構



ＰＭＤＡのセイフティ・トライアングル

国 民

安 全 部
継続的なリスクの軽減

審 査 部

リスクの抑制

リスク発生による被害の救済

救 済 部

-３つの業務による総合的なリスクマネジメント-

世界にない日本独自の
トライアングル

安全性と有効性を
担保



受託給付業務
（HIV感染者）

特定C型肝炎
ウィルス感染被害者

救済業務

受託・貸付業務
（スモン患者）

医薬品副作用
被害救済業務
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健康被害
救済業務

５つの健康被害救済業務

生物由来製品
感染等被害業務
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２．医薬品副作用被害救済制度
～創設の背景及び制度の概略～
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＜概要＞
昭和30年代、サリドマイド剤（鎮静催眠剤等）を妊娠初期に服用した母親から
サリドマイド胎芽症と呼ばれる四肢、顔面、内臓等に重い障害を受けた子供が出生。

＜主な経過＞
S32.10 製造許可
S36.11 レンツ博士の警告（西独で当時多発していた重症四肢奇形児は

サリドマイドの服用によると考えられることを指摘）
S37.5 出荷停止
S37.9 回収
S38.6 提訴
S49.10 和解

和解人数 ３０９人（和解時 ６２人）

サリドマイド訴訟

＜概要と主な経過＞

平成20年10月27日 「第６回薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政の
あり方検討委員会の開催について」資料５の参考資料より抜粋；厚生労働省HPより
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○従来慣行的に行われてきた承認審査の方針を明確化するなど
「医薬品の製造承認等に関する基本方針」を通知（昭和４２年）

・承認申請に必要な資料の範囲を明示（妊娠動物による試験の資料などの添付の義務化）
※サリドマイド剤については催奇形性に関する安全性の確認はなされていなかった

・医療用医薬品と一般用医薬品を区別し、それぞれの性格を考慮した承認審査を実施 等

○医薬品副作用報告制度開始（昭和４２年）

・行政指導による、企業から厚生労働省への副作用報告制度を開始
※当初は新医薬品のみ、昭和４６年に既存医薬品にも拡大

・モニター医療機関による医薬品副作用モニター制度を開始 等

サリドマイド訴訟
＜対応＞

平成20年10月27日 「第６回薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政
のあり方検討委員会の開催について」資料５の参考資料より抜粋；厚生労働省HPより
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＜概要＞
キノホルム剤（整腸剤（※1））を服用したことにより、亜急性脊髄視神経症（スモン（Subacute 
Myelo-Optico-Neuropathy）（※2）に罹患。
（※1）アメーバ赤痢の治療薬から、次第に適応を拡大
（※2）下痢、腹痛等の腹部症状の後に神経症状が発生し、しびれ、異常知覚が両側下肢の
末端から始まり、次第に上向して、麻痺状態となり歩行困難、起立不能等に陥り、また視力
障害を伴うなど、患者に耐え難い苦痛を与える難治性疾患。

＜主な経過＞
S28.6～ 製造許可
S30頃～ 腸疾患加療中に症状を生じた患者が出始め、原因不明のまま全国的社会問題化
S44.9 厚生省に「スモン調査研究協議会」を組織。この年、年間発生数が最大
S45.8 キノホルム使用量とスモン発病率の相関関係について大学教授が発表
S45.9 キノホルム剤の販売中止等の措置。この後、患者発生は激減し、事実上終焉
S46.5 提訴
S54.9 和解

和解人数 ６，４９０人（和解時 ４，８１９人）

スモン訴訟
＜概要と主な経過＞

平成20年10月27日 「第６回薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政
のあり方検討委員会の開催について」資料５の参考資料より抜粋；厚生労働省HPより
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○昭和５４年 薬事法改正
・薬事法の目的に、医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保することを明示

・新医薬品について、承認から一定期間経過後に国が有効性等を再度確認する再審査制度を
新設

・既存の医薬品について、行政指導で行われていた、医学薬学の進歩に応じて、有効性、安全性、
品質を国が再度見直す再評価制度を規定
・行政指導で行われていた、企業の副作用報告を義務化
・緊急命令、回収命令規定を新設
・企業から販売業者等に対する情報提供努力義務を規定

＜対応＞

○昭和５４年 医薬品副作用被害救済基金法制定
：医薬品副作用被害救済制度の開始
医薬品の副作用による健康被害を迅速に救済するため、医療費、障害年金、遺族年金等の

救済給付を支給することとし、それを担当する医薬品副作用被害救済基金を設立
（同年１０月１日）
救済制度の対象となるのは、昭和５５年５月１日以降に使用された医薬品
・医薬品製造業者の拠出により救済給付を行う。
・がん等の特殊な疾病に使用される医薬品であって、重篤な副作用の発生頻度が高い物を
救済の対象から除く（例：抗がん剤）。
・原料にウイルス等が混入したことによる感染被害は「副作用」ではない。

平成20年10月27日 「第６回薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政
のあり方検討委員会の開催について」資料５の参考資料より抜粋；厚生労働省HPより
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医薬品副作用被害救済制度創設

医薬品の副作用による健康被害

１．医薬品の副作用には防止しえない性格のものがある。

２．このような副作用による被害は、現行の過失責任主義のも
とでは民事責任が発生しない。

３．被害と医薬品使用との因果関係を証明するには、極めて専
門的な知識と膨大な時間及び費用が必要。

４．製薬企業に過失があったとしても、過失の存在の証明は容
易ではない。

５．訴訟による解決には長期間を要する。

６．製薬企業には安全かつ有効な医薬品の適切な供給を図る
べき社会的責任がある。

サリドマイド、スモン事件の発生を受けて薬事法の医薬品承認
制度・安全対策を厳格にするとともに、健康被害者の迅速な救
済を行うことが急務であり、社会的な要請であった。



医薬品副作用被害救済制度

 昭和５５年５月１日に創設

 病院・診療所で投薬された医薬品、薬局などで購入した医薬品
を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院
治療が必要な程度の重篤な疾病や障害等の健康被害を受け
た方の迅速な救済を図ることを目的として医療費、医療手当、
障害年金などの救済給付を行う公的な制度

 救済給付に必要な費用は、医薬品の製造販売業者がその社
会的責任に基づいて納付する拠出金が原資

 ここでいう医薬品とは、厚生労働大臣による医薬品の製造販売
業の許可を受けて製造販売をされた医薬品を指します。（但し
一部の抗ガン剤、免疫抑制剤等対象除外医薬品がある。）
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医薬品等のリスクと被害救済

治験 審査非臨床試験 市販後

患者

適正使用リスク ベネフイット

救済給付
・医療費
・障害年金等

救済基金製造販売業者

拠出金

最高最新の知見を駆使しても
リスクは零に出来ない

社会的リスク

社会的救済システム

＊１６年４月から感染被害救済も開始
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副作用の初期症状
「高熱（38℃以上）」「目の充血」、「めやに」、

「まぶたの腫れ」、「目が開けづらい」、「くちびるや陰部の
ただれ」、「排尿・排便時の痛み」、「のどの痛み」、

「皮ふの広い範囲が赤くなる」がみられ、
その症状が持続したり、急激に悪くなったりする

重篤な副作用の例
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）

抗生物質、解熱消炎鎮痛薬
抗てんかん薬
総合感冒薬（かぜ薬）など
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国
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衛生審議会
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一般拠出金

付加拠出金

補助金
（事務費）

①
請
求

⑥給付

医 療 費

医療手当

障害年金

障害児
養育年金

遺族一時金

葬 祭 料

遺族年金

疾病（入院を必要と
する程度）について
医療を受けた場合

一定程度の障害
（日常生活が著し
く制限される程度

以上) の状態の場合

死亡した場合

副作用

H16年４月１日
以降に使用された

生物由来製品を介した

感染等

S55年5月1日
以降に使用された

医薬品による

医薬品副作用被害救済制度

生物由来製品感染等被害救済制度

制度の仕組みと請求の流れ

専門委員



給付の内容・給付額給付の種類

救済給付の種類と給付額

入院治療を必要とする程
度の医療を受けた場合

（請求期限：2年以内。ただし、平成20年
5月1日以降に行われた費用の支払いに

ついては5年以内）

医療費

医療手当

健康保険等による給付の額を除いた自己負担分

1ヶ月のうち3日以上
通院の場合

入院と通院がある場合

入院の場合

1ヶ月のうち3日未満

1ヶ月のうち8日以上

1ヶ月のうち8日未満

月額 35,800円

月額 33,800円
月額 35,800円

月額 35,800円

月額 33,800円

日常生活が著しく制限され
る程度の障害がある場合

（請求期限：なし）

障害年金
(18歳以上）

1級の場合

2級の場合

1級の場合

2級の場合

年額 2,720,400円

年額 2,175,600円

年額 850,800円

年額 680,400円

年金支払いは10年間
ただし、死亡した本人が障害年金を受け
たことがある場合、その期間が7年に満
たないときは10年からその期間を控除し

た期間、7年以上のときは3年間。

死亡した場合

（請求期限：死亡のときから5年以内。

ただし、医療費、医療手当、障害年金
又は障害児養育年金の支給決定が

あった場合には、その死亡のときから2
年以内）

遺族年金
（生計維持者が死亡

した場合）

遺族一時金
（生計維持者以外の人

が死亡した場合）

7,135,200円

年額 2,378,400円

葬祭料 201,000円

〈平成22年4月1日現在〉 （注）平成22年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例（ 199,000円 ) によること。

障害児養育年金
(18歳未満）
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救済の対象とならない場合

 法定予防接種を受けたことによるものである場合。

 製造販売業者など、他に損害賠償の責任を有する者が
明らかな場合。

 救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて使用した
ことによる健康被害で、 その発生が予め、認識されてい
た等の場合。

 不適正な目的や方法などにより使用したことによるもの
である場合。

 対象除外医薬品による健康被害の場合。

 入院を要する程度の医療（政令で定める程度の医療）を
受けていない場合などや、請求期限が経過した場合。

 その他、厚生労働省の薬事食品衛生審議会における、
医学的薬学的判定において認められなかった場合。



参考：予防接種後の健康被害救済制度

被害救済方法 救済対象 費用負担 補賞

（独）医薬品医療機器総合機
構法

薬事法に規定する医薬品
（任意予防接種含）

製造販売業者
からの拠出金

医療費・医療手当
障害児養育年金

障害年金
遺族年金
遺族一時金
葬祭料

新型インフルエンザ予防接
種による健康被害の救済等

に関する特別措置法

新型インフルエンザワクチン 国

医療費・医療手当
障害児養育年金

障害年金
遺族年金
遺族一時金
葬祭料

予防接種法
定期接種
臨時接種

国1/2
都道府県1/4
市町村1/4

【※一類疾病】
医療費・医療手当
障害児養育年金

障害年金
死亡一時金
葬祭料

【※二類疾病】
医療費・医療手当
障害児養育年金

障害年金
遺族年金
遺族一時金
葬祭料

※ １類疾病：ｼﾞﾌﾃﾘｱ・百日せき・急性灰白髄炎・麻しん・風しん・日本脳炎・破傷風・結核
※ ２類疾病：高齢者等のインフルエンザ

第１７３回国会（臨時会）提出法律案 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法案（平成２１年１０月２
７日提出）概要より引用：厚生労働省HPより、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法より引用

平成21年12月4日現在



予防接種法 新型インフルエンザ予防接種
による健康被害の救済等に

関する特別措置法

独立行政法人
医薬品医療機器総合機構法定期接種（一類） 定期接種（二類）

医療費 自己負担分

医療手当 33,800円又は35,800円

障害年金

１級 4,987,200円 2,720,400円

２級 3,915,600円 2,175,600円

３級 2,937,600円 -

障害児
養育年金

１級 1,531,200円 - 850,800円

２級 1,225,200円 - 680,400円

遺族年金 - 2,378,400円

遺族一時金 - 7,135,200円

死亡一時金 42,800,000円 -
葬祭料 201,000円

参考：予防接種法、予防接種法施行令、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令、
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法施行令

平成22年4月1日現在

各制度の給付金額
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3．生物由来製品感染等被害救済制度
～創設の背景及び制度の概略～
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＜概要＞
米国で採血された血液を原料として製造された非加熱の血液凝固因子製剤の
投与を受けたことで、血友病治療中の患者等が、これに混入していたＨＩＶに感染。

HIV訴訟
＜概要と主な経過＞

＜主な経過＞
S56.6 米国でエイズ患者の最初の症例報告
S57.7 米国で血友病のエイズ患者の最初の症例報告
S58.3 米国で初の加熱第Ⅷ因子製剤承認（Ｂ型肝炎対策のため）（第Ⅸは59.10）
S58.6 厚生省が「エイズ研究班」設置
S59.5 米国でエイズウイルスの同定
S60.7 加熱第Ⅷ因子製剤の承認（63.4までに非加熱製剤を回収）
S60.12 加熱第Ⅸ因子製剤の承認（63.7までに非加熱製剤を回収）
H元.5 提訴
H8.3 和解

和解人数 １，３８３人（和解時 １２０人）

平成20年10月27日 「第６回薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政
のあり方検討委員会の開催について」資料５の参考資料より抜粋；厚生労働省HPより
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＜概要＞
脳外科手術において、クロイツフェルト・ヤコブ病（ＣＪＤ）の病原体に汚染された
ヒト乾燥硬膜の移植を受けた患者が、その後ＣＪＤを発症。硬膜は独からの輸入品。

ＣＪＤ（クロイツフェルト・ヤコブ病）訴訟

＜主な経過＞
S62.2 米国疾病予防センター（ＣＤＣ）の週報（ＭＭＷＲ）に第一症例報告掲載。

ＦＤＡは4月に安全警告※製造業者は5月に製造方法を変更、不活化処理を導入。
※米国内医療機関に同一バッチ製品の廃棄を勧告。

H8.6 緊急全国調査で硬膜とＣＪＤの疫学的関係が判明
中薬審で、現時点流通している不活化処理された硬膜の安全性を評価し、
臨床的には安全との結論
医療機関在庫の未処理品を回収指示

H9.3 ＷＨＯが硬膜を使用しないよう勧告したことを受け、国において回収命令
H8.11 提訴
H14.3 和解

和解人数 １０６人（和解時 ４４人）

＜概要と主な経過＞

平成20年10月27日 「第６回薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政
のあり方検討委員会の開催について」資料５の参考資料より抜粋；厚生労働省HPより
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○平成８年 薬事法改正
・医薬品の臨床試験の実施の基準（ＧＣＰ）の遵守を義務化
・医薬品等による副作用報告を法律に明記することに加え、感染症等の発生報告を義務化
・外国で保健衛生上の危害の発生等の防止措置（製造・販売の中止、回収等）がとられた場合の報告を義務化

＊平成５年に、帯状疱疹の治療薬であるソリブジンと抗がん剤との併用による重篤な副作用問題が発生。平成６
年から医薬品安全性確保対策検討会及び中央薬事審議会において医薬品の安全性確保に関して議論され、そ
の結果も踏まえて法改正が行われた。

＜ＨＩＶ訴訟、ＣＪＤ（クロイツフェルト・ヤコブ病）訴訟後の対応＞

○平成９年 薬事行政組織の改編
・医薬品審査体制の強化（医薬品医療機器審査センターの設置）
・規制と振興の分離（医薬品等の研究開発振興、生産・流通対策部門を医政局（現行）へ）

○平成１４年 薬事法・血液法（安全な血液製剤の安全供給の確保等に関する法律）改正
・血液製剤等に対する安全対策等を強化するため、新たに「特定生物由来製品」のカテゴリーを設け、製造から販
売、使用に至る体系的な安全対策を整備・強化
（構造設備基準等の上乗せ、表示・説明の義務付け、記録の長期保存の義務付け等）

○平成１４年 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法制定
：従来からの医薬品副作用被害救済制度に加え、生物由来製品感染等被害救済制度を開始
（施行は平成１６年４月１日）
国立医薬品食品衛生研究所医薬品医療機器審査センターと医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構及び財
団法人医療機器センターの一部の業務を統合し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構を設立
（平成１６年４月１日）

平成20年10月27日 「第６回薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政
のあり方検討委員会の開催について」資料５の参考資料より抜粋；厚生労働省HPより
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生物由来製品感染等被害救済制度創設の背景

生物由来製品の安全確保対策の充実

１） 生物由来製品の定義と感染リスクに応じた分類。
２） 原材料の採取から市販後の段階に至る安全確保対策

の強化。

⇒ しかし，最新の科学的知見に基づく、安全対策を講じても，
未知のものも含めた感染症等を伝播する恐れを完全に否定
はできない。

バイオ技術の進展とゲノム解明の応用がなされる21世紀の
ニーズ等に合わせ，平成14年，薬事法改正



生物由来製品感染等被害救済制度

 平成１６年４月１日に創設

 生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず発生した感染
等により、入院治療が必要な程度の重篤な疾病や障害等の健
康被害を受けた方の迅速な救済を図ることを目的とした公的な
救済制度（平成１６年４月１日以降の使用が対象）

 医薬品副作用被害救済制度に準じて、医療費、医療手当、障
害年金などが支給

 感染後の発症予防のための治療や2次感染者などのうち給付
要件に該当するものも救済の対象

 救済給付に必要な費用は、生物由来製品の製造販売業者が
その社会的責任に基づいて納付する拠出金が原資

29
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4．救済制度を如何に活かすか



・予防接種法（予防接種健康被害救済度）

・新型インフルエンザ予防接種による
健康被害の救済等に関する特別措置法

民事訴訟過失が明らかな場合

副作用
・（独）医薬品医療機器総合機構法
医薬品副作用健康被害救済制度
生物由来製品感染等被害救済制度

副作用等による重篤な健康被害発現時の対応

感染

（その他：予防接種の場合）

重篤な健康被害
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2005年度 PMDA保健福祉事業

「医薬品の副作用による健康被害実態調査
（実態調査）」より

・・・・・・・過去5年間の疾病と障害年金の受給者へのアンケート調査
（PMDAのHPで公表）
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5．その他
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スモン患者の方に対する健康管理手当などの受託・貸付業務

裁判上の和解が成立したスモン（亜急性脊髄・視神経・末梢神経障害）患者の方に対して、健康管理手当および
介護費用の支払い業務を行っている。（昭和５４年１２月 ５，７９８人）

健康管理手当
昭和５４年１２月以降、スモン発生の原因企業からの委託を受けて、スモン患者に対して健康管理手当

の支払業務を行っている。

介護費用
昭和５４年１２月以降、スモン発生の原因企業からの委託を受けて、スモン患者のうち症状の程度が症度

Ⅲで超重症者および超々重症者に該当する方々に対する介護費用の支払業務を行っている。
また昭和５７年事業年度以降、国からの委託を受けて、症状の程度が症度Ⅲで重症者に該当する方々

（超重症者および超々重症者を除く）に対する介護費用の支払業務を行っている。



健

康

被

害

者1.給付請求

4.給付

④通知

⑥報告

⑤支給

①申請 友
愛
福
祉
財
団

厚
生
労
働
省

判
定
委
員
会

②認定申出

③結果通知

事業委託

（厚生労働大臣認可）

2.判定申出

3.判定通知

調 査 研 究 事 業 未発症者の方々へ発症予防のための健康
管理費用の支給。

健康管理支援事業 裁判上の和解が成立した発症者の方々へ
の手当の給付。

血液製剤によって

ＨＩＶに感染された方のための救済制度

調査 研究

健康管理支援
医薬品医療機器

総合機構

判
定
班
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・給付金の支給を受けた後１０年以内に症状が進行した場合、追加給付金を支給
※ 給付金の支給に要する費用は、いったん全額を国が負担した上で、企業も応分の負担を行う。（法律で、

厚労大臣は、費用負担の方法・割合について、企業と協議の上、その同意を得て、あらかじめ基準を

定めるものとされている。）

感染被害者（又は相続人）
（血友病等先天性疾患の方は対象外）

裁判所

（独）医薬品
医療機器
総合機構

①提訴

②和解・調停の成立又は判決の確定

（製剤投与事実、因果関係、症状を裁判所で認定）④支払
③和解、確定判決等に
基づき給付金の請求

症 状 給付金

① 慢性Ｃ型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹患し、又は死亡した者 ４，０００万円

② 慢性Ｃ型肝炎に罹患した者 ２，０００万円

③ ①、②以外の者（無症候性キャリア） １，２００万円

特定フィブリノゲン製剤 特定血液凝固第Ⅸ因子製剤

①フィブリノ－ゲン－ＢＢａｎｋ（S39.6.9） ⑤ＰＰＳＢ－ニチヤク（S47.4.22）

②フィブリノ－ゲン－ミドリ（S39.10.24） ⑥コーナイン（S47.4.22）

③フィブリノゲン－ミドリ（S51.4.30） ⑦クリスマシン（S51.12.27）

④フィブリノゲンHT－ミドリ（S62.4.30） ⑧クリスマシン－HT（S60.12.17）

（対象製剤：下記製剤を使用したフィブリン糊も対象）

※（）内は、製造や輸入販売の承認が行われた年月日。④と⑧は、ウイルスを不活性化
するために加熱処理のみが行われたものに限られる。→SD処理されたものは対象外

1.給付金の流れ

国
（厚生労働省）

製造企業等

政府交付金

拠出金

２.給付内容
・症状に応じて次の３段階の給付金

「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を
救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の概要
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6.おわりに



～ 救済制度を充分活用するために ～

 ＰＭＤＡによる努力

更なる広報活動の充実

タイムクロック短縮

 医療関係者の協力

患者への制度説明

診断書作成への協力

 製薬企業の協力

医療機関への制度説明の協力

制度の表示

 教育現場の協力
国民の副作用および制度に対する正しい理解

救済

ＰＭＤＡ

企業

国民

医療

関係者



薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて（最終提言）の概要
（薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会）

平成22年4月28日 「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて（最終提言）の概要」
より抜粋；（厚生労働省ＨＰより）

■ 薬害防止のための医薬品行政等の見直し

薬害の再発防止のための医薬品行政等の抜本的見直しを提言
（1） 基本的な考え方
（2） 臨床試験・治験
（3） 承認審査
（4） 市販後安全対策等
（5） 医療機関における安全対策
（6） 健康被害救済制度

・ 健康被害救済制度の周知徹底とがんその他を目的とする
医薬品の取扱い等救済範囲の見直しの検討

（7） 専門的な知見を有効に活用するための方策
（8） 製薬企業に求められる基本精神等
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ご静聴を感謝いたします

http://www.pmda.go.jp/
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