
生物由来製品感染等被害救済制度について
独立行政法人医薬品医療機器総合機構

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA)

健康被害救済部 調査第二課

見 田 活

利益相反の有無： 無

※この演題に関連し、開示すべきCOI関係にある企業などはありません。

平成26年度日本臨床衛生検査技師会
中四国支部医学検査学会（第47回）
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本日の内容

1. PMDAについて

2. 救済制度創設の経緯について

3. 生物由来製品感染等被害救済制度の概
要について

4. 救済制度の実績について

5. 医療関係者の皆様へのお願い
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1.PMDAについて
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昭和54年
(1979年)

厚生省内局（国）

平成17年
(2005年)

平成16年
(2004年)

平成9年
(1997年)

平成7年
(1995年)

平成6年
(1994年)

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 設立

研究開発振興業務を
独立行政法人医薬基盤研究所に移管

治験指導業務及び適
合性調査業務を開始

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 設置

医薬品副作用被害救済基金
設立

承認審査業務を開始 安全対策業務

医薬品副作用被害救済・研究振興
調査機構 に改組

医療機器センターへ
業務移管

昭和62年
(1987年)

医薬品副作用被害救済・研
究振興基金 に改組

研究振興業務
を開始

医療機器の
同一性調査

安全審査救済
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PMDAの沿革



医薬品・医療機器の
安全対策

PMDAの業務概要

医薬品等の
副作用、感染による
健康被害の救済

PMDAの目的

国民保健の向上

医薬品・医療機器の
有効性・安全性の

審査・調査

● 相談業務
● 医薬品等承認審査業務
● 医療機器承認審査業務
● 信頼性調査業務
● GMP／QMS調査業務
● 基準作成調査業務

● 情報収集・整理業務
● 調査・分析業務
● 相談業務
● 情報提供業務

● 医薬品副作用被害救済業務
● 生物由来製品感染等被害救済業務
● 受託・貸付業務（スモン患者）

● 受託給付業務（HIV感染者、発症者）

● 特定C型肝炎ウイルス感染被害者
救済業務
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セイフティ・トライアングル
- ３つの業務による総合的なリスクマネジメント -

国民

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

審査
リスクの抑制

救済
リスク発生によ
る被害の救済

安全
継続的なリスクの

軽減
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５つの健康被害救済業務

受託給付業務
（HIV感染者、
発症者）

特定C型肝炎
ウイルス感染
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

健康被害
救済業務

生物由来製品
感染等被害
救済業務

8



2.救済制度創設の経緯について
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救済制度創設の背景

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。

医薬品の副作用による健康被害

 医薬品の副作用には防止しえない性格がある。
 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。

 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。

 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。

 訴訟による解決には長期間を要する。

 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。
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医薬品副作用被害救済制度

 昭和５５年５月１日創設。

 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（昭和55年
5月１日以降の使用が対象） 。

 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ものをいう。（但し、抗が
ん剤、免疫抑制剤等一部対象除外医薬品があります。）

 平成１６年４月１日より、輸血用血液製剤も救済対象医薬品と
なりました。
例：アナフィラキシーショック、輸血関連急性肺障害(TRALI)
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3.生物由来製品感染等被害救済制度
の概要について
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生物由来製品感染等被害救済制度

 平成１６年４月１日創設。

 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、
障害年金などを支給。

 感染後の発症予防のための治療や二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を原資。
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 生物由来製品
人その他の生物（植物を除く）に由来するものを原材料として製造される医
薬品・医療機器等のうち、保健衛生上特別の注意を要するもの。

 遺伝子組換製剤、豚心臓弁等

 特定生物由来製品
生物由来製品のうち、市販後において当該製品による保健衛生上の危害
の発生又は拡大を防止するための措置を講ずることが必要なもの。

 人血液製剤、人細胞組織由来医薬品等

生物由来製品とは

【主な特徴】
 未知の感染性因子を含有している可能性が否定できない場合がある。
 不特定多数の人や動物から採取されている場合、感染因子混入の
リスクが高い。

 感染因子の不活化処理等に限界がある場合がある。
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制度の仕組みと請求の流れ



給付の種類 給付内容

疾病（入院を必要
とする程度）につ
いて医療を受けた
場合

医療費
疾病の治療に要した費用（ただし、健康保険等による給付の額を差
し引いた自己負担分）について実費補償するもの

医療手当 疾病の治療に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付するもの

一定程度障害（日
常生活が著しく制
限される程度以上
のもの）の場合

障害年金
一定程度の障害の状態にある１８歳以上の人の生活補償などを目的
として給付もの

障害児
養育年金

一定程度の障害の状態にある１８歳未満の人を養育する人に対して
給付するもの

死亡した場合

遺族年金
生計維持者が死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的
として給付するもの

遺族一時金
生計維持者以外の人が死亡した場合に、その遺族に対する見舞い等
を目的として給付するもの

葬祭料 死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付するもの

救済給付の種類と内容
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給付額と請求期限
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医学的・薬学的判定を要する事項

これらの観点より厚生労働省薬事・食品衛生審議会で審議され、厚生労働
大臣の判定結果をもとに機構において救済給付の可否を決定。

 感染等は生物由来製品を介したものと認められるか否か？ 【因果関係】

 健康被害は感染等により発現したものと認められるか否か？ 【因果関係】

 使用目的が適正であったか否か？ 【適正目的】

 使用方法が適正であったか否か？ 【適正使用】

 健康被害の発生を受忍すべき事例か否か？【受忍】

※救命のため、やむを得ず通常の使用量を超えて生物由来製品を使用したことによる健康被害で、

その発生があらかじめ認識されていた場合。

 行われた医療の程度が入院相当に該当するか？ 【医療給付の認定】

 健康被害の状態が、障害と認められるか？【障害の認定】

 障害の程度が、政令で定める障害等級に該当するか？【障害等級の認定】
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追加・補足資料について

判定する上で不足している資料・データ等が ある場合、
医療機関や請求者さんに追加で資料を依頼することが
あります。

例えば・・・・

 生物由来製品使用前、感染等発現前後の臨床検査

データが不足している。

 原因とみられる生物由来製品に関する投薬内容（使用目的、

投与量、使用時期など）が不明確である。

 感染等発現後の経過が記載されておらず、その診断

に必要な情報が得られない。

 生物由来製品以外の要因が考えられる場合。
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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。
（任意に予防接種を受けた場合は対象。）

 生物由来製品の製造業者や販売業者などに、損害賠償の
責任が明らかな場合。

 救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて生物由来製品
を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。

 入院を要す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・
薬学的判定において認められなかった場合。
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請求時の主な必要書類

健康被害者（又は遺族）記入の請求書

医師記入の診断書

病院医事担当者記入の受診証明書

投薬・使用証明書

原因と考えられる生物由来製品を使用された医療機関と、診
断書作成の医療機関（健康被害の治療を受けた医療機関）が
異なる場合は、健康被害の原因と考えられる生物由来製品を
使用した医療機関の投薬・使用証明書が必要となります。
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救済制度の詳細や請求書類のダウンロードはPMDAのHPを参照

http://www.pmda.go.jp/
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救済制度の詳細や請求書類のダウンロードはPMDAのHPを参照
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4.救済制度の実績について

※平成25事業年度業務報告から抜粋
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感染等被害救済の実績①
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感染等被害救済の実績②
感染救済給付件数の推移

（注） 件数は請求者ベースであるが、（ ）は実人員である。
・請求者ベース…最初の請求時以降に再び同一の原因による請求があった場合も１件として計上する。
・実 人 員…最初の請求時以降に再び同一の原因による請求があった場合は新たに１件として計上しない。
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感染等被害救済の実績③
感染救済給付の種類別請求件数・支給額等の推移
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（参考）副作用被害救済の実績①
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（参考）副作用被害救済の実績②
副作用による健康被害の器官別大分類別の内訳(平成21年度～平成25年度）

平成21年度～平成25年度に給付された請求事例（4,721件）の副作用による健康被害をMedDRA/Jの器官別大分類で集計した延べ6,388件を対象とした。
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（参考）副作用被害救済の実績③
副作用原因医薬品薬効小分類内訳（平成21年度～平成25年度）

平成21年度～平成25年度に給付された請求事例（4,721件）の原因医薬品(延べ8,486品目)の薬効別分類（小分類）を対象とした。
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（参考）副作用被害救済の実績④
不支給理由の内訳（平成21年度～平成25年度）

平成21年度～平成25年度に決定された事例5,570件のうち、不支給決定された839件について、不支給の理由の内訳をグラフに示した。



5.医療関係者の皆様へのお願い
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救済制度の詳細については、ご遠慮なくご相
談下さい。

請求書類、制度のパンフレット等は無料で郵
送いたします。

請求書類はPMDAホームページからダウン
ロードできます。
ホームページ：http://www.pmda.go.jp
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救済制度の紹介・診断書作成にご協力下さい

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


ご清聴ありがとうございました。
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参考
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生物由来製品で生じる健康被害と救済制度

ウイルス・細菌
混入による感染等

アナフィラキシー
TRALI 等

生物由来製品感染等被害救済制度医薬品副作用被害救済制度
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再生医療等製品と健康被害救済制度の関係

培養表皮
培養軟骨

培養心筋シート

感染救済給付の対象副作用被害救済給付の対象

【現行】

感染救済給付の対象副作用被害救済給付の対象

【改正後】

医薬品 医療機器

生物由来製品

培養心筋シート
培養表皮
培養軟骨

再生医療等製品

ヒト由来の細胞等を原
材料として製造される
医薬品、医療機器等
のうち、厚生労働大臣
が指定するもの。

医薬品

生物由来製品

生物由来製品

生物由来製品

医療機器

改正後、生物由来製品
のうち一部が、再生医
療等製品として取り扱
われることとなる。
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