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移植 に用 い る造血幹細胞 の適切な提供 の推進 に関す る法律 の一部を
改正す る法律等 の施行につい て

平素 よ り、厚 生労働行政 に格別 の御協力 を賜 り、厚 く御礼 申 し上げます。
先般、経営破綻 した脳帯血プライベー トバ ンクが保管 していたとされ る暦帯血
が流出 し、複数 の医療機関が 「再生医療等 の安全性の確保等に関する法律」 (平
成 25年 法律第 85号 。以下 「法」 とい う。)に 基づ く再生医療等提供計画 の届 出
を行わずに当該暦帯血を用いた再生 医療等 を提供 していた事案 が確認 されま し
た。
このよ うな事例 を踏 まえ、第 19才 回臨時国会 におい て、公的磨帯血バ ンク (磨
帯血供給事業者 )以 外 の事業者 による第二者間の造血 幹細胞移植 に用 い る磨帯血
の提供を禁止 す ることを内容 とする 「移植 に用い る造血幹細胞 の適切な提供 の推
進 に関す る法律 の一部 を改正す る法律」 (平 成 30年 法律第 98号 。以下 「改正
法」 とい う。)が 可決・成立 し、平成 30年 12月 14日 に公布 された ところです。
また、移植 に用 い る造血幹細胞 の適切 な提供 の推進 に関する法律 の一部を改正
す る法律等 の施行について、別紙 の とお リー般財団法人 日本再 生医療学会等 に紺
して周知 いた しま した。
つ きま しては、貴会 におかれま しても、内容につい て御 了知 の上、関係者等ヘ
の周知について特段 の御配慮 をお願 いす るとともに、法 の適正 な運用に引き続 き
一層 の御協力をお願 いいた します。
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移植 に用 い る造血 幹細胞 の適切な提供 の推進 に 関す る法律 の一 部 を改正す る法律等 の
施行 につい て

厚生労働行政 の推進について、日頃より御理解御協力を賜 り、厚 く御礼申し上げます。
移植に用い る造血幹細胞の適切な提供の推進 に関する法律 (平 成 24年 法律第 90号 。
以下 「法Jと い う。)に ついては、第 197回 臨時国会において、公的隣帯血バ ンク (脳
帯血供給事業者)以 外 の事業者による第二者間の造血幹細胞移植に用いる隣帯血の提供
を禁止することを内容 とする「移植 に用い る造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法
律の一部を改正す る法律」(平 成 30年 法律第 98号 。以下「改正法Jと い う。)が 可決・
成立 し、平成 30年 12月 14日 に公布 されたところです (そ の主な内容は下記第 1の
とお り)。
改正法の施行は、公布の 日から3月 を経過 した 日 (平 成 31年 3月 14日 )と されて
い ることから、本 日、移植 に用いる造血幹細胞 の適切な提供 の推進に関する法律施行規
則 (平 成 25年 厚生労働省令第 138号 。以下 「施行規則」とい う。
)及 び移植 に用い る
磨帯血の品質の確保 のための基準に関する省令 (平 成 25年 厚生労働省令第 139号 。
以下 「品質確保省令」 とい う。
)の 一部を改正する省令 (平 成 31年 厚生労働省令第 12
号。以下 「改正省令Jと い う。)を 公布 しました (そ の主な内容は下記第 2の とお り)。
つきま しては、以上 の内容について貴殿 のご理解を賜 り、貴会関係医療機関へ周知い
ただけますようお願い 申し上げます。
記

第 1 改正法の主な内容
1.移植 に用い る磨帯血の採取、保存、引渡 し等を業 として行 うことの禁止 (法 第 30
条第 2項 関係 )
法第 30条 第 1項 の規定 による隣帯血供給事業の許可を受けた者 (以 下 「磨帯血供
給事業者」とい う。)で なければ、業 として、移植に用いる脂帯血の採取、調製、保存、
検査若 しくは引渡 しをし、又は引渡 しを受けてはならないこと。ただし、次に掲げる
場合 は、 この限 りでないこと。
(1)脳 帯血供給事業者 の委託により行 う場合
(2)脳 帯血供給事業者が引渡 しをした移植 に用い る謄帯血について行 う場合
(3)移 植 に用いる脂帯血を採取 される者 の委託 により当該移植 に用いる脳帯血を当

該者又はその親族 が用いるために採取される移植 に用いる磨帯血につ.い て行 う場
)
合 (脂 帯血供給事業を行 う場合を除く。
(4)(1)か ら (3)ま でに掲げるもののほか、移植に用いる磨帯血の適切な提供に
̀
支障がない場合 として厚生労働省令で定める場合 (第 2の 1.で 後述)
※ なお、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性 の確保等に関する法律 (昭
和 35年 法律第 145号 )第 2条 第 9項 に規定す る 「再生医療等製 品 (未 承認 の も
のを含む)Jに 該当す る磨帯血は、法第 2条 第 4項 に規定す る移植に用いる磨帯血 に
は該当 しない もの とす る。
2

,造 血幹細胞移植 に用い ることができるもの としての膳帯血の取引を業 として行 う
ことの禁止 (法 第 30条 第 3項 及び第 4項 関係)
(1)何 人も、業 として、人の脂帯血

)
(採 取の後調製 された ものを含む。以下同 じ。

よりその引渡 しが禁止される場合 における移植 に用いる暦帯血 (当 該
)を 除く。)を 、
移植 に用いる膳帯血であることをその者が知 らない ものを除く。
造血幹細胞移植 に用いることができるもの として、引き渡 してはならないこと。
ただし、次に掲げる場合は、 この限 りでないこと。
齊帯血供給事業者 (そ の委託を受けた者 を含む。)が 移植 に用い る磨帯血を引
① 月
(上 記 1に

き渡す場合
② 人の脂帯血 を採取 される者 の委託 により当該人の脳帯血を当該者又 はその親
族が用いるために引き渡す場合
③ ①及び②に掲げるもののほか、移植 に用い る膳帯血の適切な提供 に支障がない
場合 として厚生労働省令で定める場合 (第 2の 1.で 後述)
(2)何 人も、業 として、(1)と こより禁止され る人の脂帯血の引渡 しを受けてはな ら
ないこと。
3

,罰 則

上記 l又 は 2に 違 反 した者 は、 3年 以下 の懲役若 しくは 300万 円以下 の罰金 に処
し、又は これ を併辞 す ること。
ゝ
)

第 2 改正省令 の主な内容
t
1̀ 施行規則 の改正 (第 11条 の 2関 係)
齊帯血の適切 な提
法第 30条 第 2項 第 4号 及び同条第 3項 第 3号 の 「移植 に用い る月
供に支障がない場合 として規定する厚生労働省令 で定める場合」について、次のとお
りとすること。
(1)外 国において脳帯血供給業務に相当するものを行 う者 であつて、移植 に用い る
隣帯血の品質を確保す るために必要な措置 を講 じてい るもの (以 下 「外国磨帯血
供給事業者」とい う。)が 移植 に用いる脂帯血を引き渡す場合であつて、厚生労働
大臣がその引渡 しについて適当と認 める場合
「移植 に用い る造血幹細胞
※ なお、当該規 定による引渡 しに係る取扱 いの詳細 は、

の適切な提供の推進 に関する法律の運用に関する指針

5年 12月 27日 付け健発 1227第

ドライン)」 (平 成 2
2号 厚生労働省健康局長通知)第 3に おい
(ガ イ

て定めてい る。
(2)外 国脳帯車供給事業者が引渡 し ((1)に より厚生労働大臣が適当と認 めた引渡
しに限る。)を した移植に用いる膳帯血について行 う場合
2

第

品質確保省令の改正
(1)済 帯血供給事業者 の委託により行 うことができる業務を、採取、検査又は搬送
とすること。 (第 13条 の 2関 係)
(2)脳 帯血供給事業者が、移植に用いる店帯血を造血幹細胞移植を行 う医療機関に
引き渡す場合には、当該医療機関が造血幹細胞移植を適正に実施するために必要
な設備 を備え、人員及び医療機関内の連携体制を確保する等必要な措置 を講 じて
い ること並びに造血幹細胞移植を適正に実施 した実績 があること等を確認 しなけ
ればならないこ ととすること。 (第 13条 の 3関 係)
※なお、当該規定による脂帯血供給事業者が確認を行 う際の取扱 いの詳細は、「移植
に用いる隣帯血 の品質の確保のための基準に関する省令の運用 に関する指針 (ガ イ
ドライ ン)J(平 成 25年 12月 27日 付け健発 1227第 3号 厚生労働省健康局長
通知)に おいて定めている。

3

施行 日

平成 31年 3月

14日
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「移植 に用 い る造血幹細胞の適切な提供 の推進に関する法律の一部を改正す
る法律J(平 成 30年 法律第 98号 )の 要綱及び新旧対照表
移植 に用い る造血幹細胞の適切な提供 の推進に関する法律施行規則及び移植
に用い る磨帯血 の品質の確保 のための基準に関する省令 の一部を改正する省
令 (平 成 31年 厚生労働省令第 12号 )の 新 旧対照表
改正後 の「移植 に用いる造血幹細胞 の適切な提供 の推進に関する法律の運用
に関する指針 (ガ イ ドライ ン)」 (平 成 25年 12月 27日 付け健発 1227
第 2号 厚生労働省健康局長通知)
改正後 の 『移植 に用 いる暦帯血の品質の確保のための基準に関す る省令 の運
用に関する指針 (ガ イ ドライ ン)」 (平 成 25年 12月 27日 付け健発 122
7第 3号 厚生労働省健康局長通知)
脳帯血流出事案及び造血幹細胞移植法改正の概要
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