公益財団法人 日本骨髄バンク 令和元年度事業報告
（平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日）
Ⅰ. 概 況
日本骨髄バンク（以下、当法人という）は令和元年度（以下、本年度という）の事業計画に
基づき「普及啓発事業」と「連絡調整事業」を推進した。

１．ドナー登録者数
本年度の新規ドナー登録者は 4 万 7655 人となり 2 年連続で 4 万 5000 人を上回った（前年
度 4 万 9151 人※１）。登録者数は 52 万 9965 人（前年度末 50 万 9263 人）となった。登録
窓口別の内訳は、①献血併行型登録会が 6633 回実施（前年度 5126 回）で 3 万 2982 人（同
2 万 5439 人）、②日本赤十字社（以下、日赤という）献血ルームなど固定窓口が 1 万 3106
人（同 2 万 1686 人）、③集団登録会が 523 人（同 576 人）、④保健所その他が 1044 人（同
1449 人）だった。
※１ 平成 27 年度～29 年度の新規登録者平均は 31,980 人

２．移植数と患者登録数
当法人が仲介した非血縁者間の造血幹細胞移植は計 1232 件と前年度(1214 件)より 18 件
増加した。累計移植数は 2 万 4234 件に達した。患者登録数は国内 2198 人（前年度 2212
人）、海外 585 人（同 591 人）の計 2783 人だった。
・移植件数

国内ドナー ⇒ 国内患者：1220 件（前年度 1206 件）
〔内、末梢血幹細胞移植：236 件（前年度 222 件） 累計 921 件〕
海外ドナー ⇒ 国内患者： 4 件（前年度 3 件） 累計 195 件
国内ドナー ⇒ 海外患者： 8 件（前年度 5 件） 累計 282 件

・国内患者の移植率（同期間の新規患者登録数と移植数の比率）：55.7％

３．事業の概況
（１）組織運営
収支相償の考えに基づき慎重な予算執行に努めた。退職者補充のため、職員を適宜
採用した。
（２）普及啓発事業
若年層を軸としたドナー登録の拡大に向け、大学での登録会、語りべ派遣等を実施
した。絵本朗読会を通じて小学生から高校生を対象に骨髄バンクや命の大切さを伝え
た。企業のドナー休暇や自治体による提供ドナー助成といった社会的支援制度の周知
に努めた。動画投稿サイト「YouTube」公式チャンネルと公式 Facebook、Twitter で随時
情報発信した。各地でドナー登録の推進力となる「骨髄バンク推進連絡協議会」の設置
推進と再構築を働きかけた。
（３）連絡調整事業
コーディネート期間短縮に向けた施策を、造血幹細胞移植推進拠点病院（以下、拠
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点病院という）や厚生労働省（以下、厚労省という）の研究班などと連携して検討し
た。コーディネート期間短縮に向けて、患者コーディネートにおける手続きを本年度
から簡素化した。同時進行可能なドナー人数については、昨年度から初回検索の最大
選択人数を 10 人にした。「造血幹細胞移植支援システム」構築を昨年度に引き続き各
関係者と協力して進めた。
（４）個人情報保護に関する事案
個人情報保護のため、発出業務等の見直しや研修などの対策を継続的かつ広範囲に
実施した。2018 年 8 月に発生した情報誤送付事案を受けて全職場で再発防止に取り
組んだが、本年度も複数の事案(後述)が発生した。これを受け、全国 7 地区事務局と
中央事務局（ドナーコーディネート部、以下ドナー部という）に厚労省の立ち入り検
査が入った。職員を対象に毎年実施している「標的型サイバー攻撃に対する模擬訓練」
を、2020 年 2 月～3 月に実施した。
（５）新型コロナウイルス感染拡大
新型コロナウイルス感染拡大により、2020 年 2 月以降のドナー登録会や説明員研修会、
コーディネーターブラッシュアップ研修会など多くのイベントが中止となった。対策とし
て、職員及びコーディネーターの行動指針を策定した。また感染拡大により稼働職員が減
った場合を想定して、各部で継続必須業務を洗い出して事業継続計画を策定した。刻々と
変わる情勢にあわせて各種マニュアルを作成、必要なアナウンスをＨＰに随時掲載した。
コーディネート現場向けにマスクや消毒液を確保して配備した。コーディネート活動に甚
大な影響を受けている状況を踏まえて、各種ＩＴツールの活用を（次年度に向けた課題と
して）検討した。

Ⅱ．管 理 部 門
１．財政運営
（１）決算の状況
移植件数の変動やコロナ禍の影響により「当期経常増減額」が約 2650 万円の赤字とな
った。
（２）寄付金の動向
寄付金は 1 億 3962 万円と前年度（1 億 4587 万円）比で約 625 万円減少した。件数は 1
万 275 件（前年度 9103 件）に達した。1 万件を超すのは平成 22 年度（2010 年度）以来と
なる。「患者負担金等支援基金」の募集は、諸事情に鑑み本年度も停止した。

２．人事施策の運用
（１）人事評価制度の継続運用
各職員が半期ごとに次期の業務課題と目標を設定し、前期に設定した課題と目標の達成
状況を上司との面談で確認した。これらの目標と実績に基づく評価制度を適切に運用した。
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年度の上期評価と下期評価を合わせて年間評価とし、年間評価に基づき定期昇給を実施す
る制度を継続して運用した。
（２）給与制度の検討
職員の能力や業績を適正に評価し、その評価に基づいた給与配分を実現するため、評価
及び昇給制度を継続的に検討した。
（３）ジョブローテーションと適正人員の確保
人事異動を適切に実施した。休職に伴う欠員や育児休業中の職員は派遣職員や配置転換等
で代替した。
（４）職員の就業に関する支援
衛生委員会を開催し、産業医による職員への健康相談、指導等を実施した。傷病休暇・育
児休暇等の制度を規定に基づき運用した。休職者には面談を適時実施して状況把握に努めた。

３．関係機関とのコミュニケーションの強化
（１）法律に基づく関係機関との調整
法律に基づく「造血幹細胞移植事業関係者」（※2）とのコミュニケーションを密に
して、バンク事業を遂行した。支援機関（日赤）が主催する「骨髄・末梢血幹細胞提供
あっせん事業者連絡会議」（2019 年 5 月 29 日、8 月 28 日、10 月 30 日）や「ＨＬＡ委員
会」（2019 年 12 月 23 日）に出席したほか、「造血幹細胞事業検討委員会」（2020 年 2
月 28 日）には陪席として参加して「普及啓発の取り組み」などに関する議案を検討した。
※2 支援機関、各臍帯血バンク、一般社団法人日本造血細胞移植学会、一般社団法人日本造血細胞移植
データセンター

（２）造血幹細胞移植推進事業フォーラム
コロナ禍の影響で、第 42 回日本造血細胞移植学会総会（2020 年 3 月 7～9 日、東京都
千代田区）は中止となった。
（３）拠点病院主催の会議への参加
拠点病院が主催する会議等（2019 年 11 月 16 日および 23 日、2020 年 2 月 1 日および 8
日）に参加し、バンク事業の現況報告や患者側が希望する移植最適日の調整、ＮＧＳ-Ｓ
ＢＴ(※3)法ＨＬＡ検査に関して説明した。また、医師や造血細胞移植コーディネーター
と意見交換した。コロナ禍により 3 月 14 日のブロック会議はＷＥＢ会議に変更して実施
した。3 月 20 日のブロック会議は中止となった。
※3 ＮＧＳ（Next Generation Sequencing）ＳＢＴ（Sequencing-Based Typing）

４．会議体の運営
通常理事会を 2 回、通常評議員会を 1 回、臨時理事会を 9 月と 12 月に開催した。業務執
行会議を 7 回開催した。
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５．その他
個人情報保護対策の一環として「標的型サイバー攻撃に対する模擬訓練」を 2020 年 2～3
月に実施した。昨年度同様に職員へ訓練用偽装メールを送り、注意喚起した。開封率は 8％
と 2018 年度に比べて半減した。労働安全衛生法に基づき、ストレスチェックを実施して労
働基準監督署に報告した。

Ⅲ．事 業 活 動
１.

普及啓発事業

各種メディアと連携し広く国民の皆様に骨髄バンク事業の必要性を普及啓発するとともに、
ドナー登録会、各種イベントを開催した。年間登録者は 4 万 7655 人と前年度(4 万 9151 人)に
比べ 1496 人減少した。
ドナー登録者
・年間登録者数

4 万 7655 人（前年度 4 万 9151 人）

・登録取消者数

2 万 6975 人（同 2 万 3807 人）

・登録者実増加数

2 万 680 人 （同 2 万 5344 人）

・年度末登録者数

52 万 9965 人（同 50 万 9263 人）

１．普及広報活動
（１）広告宣伝活動
①ポスター制作
ＡＣジャパンによる支援キャンペーンが本年度は休止となった。そのため、世界的
に有名なオランダのイラストレーター「ディック ブルーナ」のキャラクターを使った
オリジナルポスターを 3 万部制作して、広報活動に使用した。
②支援団体との連携
ライオンズクラブや読売巨人軍、Ｖリーグ（バレーボール）、スーパーＧＴ、新極真
会、滋慶学園グループ、劇団「絵生」、ぐるなび、LIVE FOR LIFE など多くの団体に協
力いただいた。パンフレット配布、チャリティオークション、ドナー登録会や募金など
が各地で行われた。昨年度に続き滋慶学園で「『春ちゃんは元気です』絵本朗読会ナレ
ーターオーディション」を実施し、同校生徒による絵本朗読会を福岡県で開催した。
（２）各種媒体による活動
①各種印刷物の作成・配布
各種媒体を作成し、都道府県、市区町村、保健所、日本赤十字血液センター、ボラ
ンティア団体、医療関係団体、ドナー登録希望者、個人等に配布した。
ⅰ）パンフレット「チャンス」
ⅱ）リーフレット「ギフトオブライフ」
ⅲ）「ディック ブルーナ」ポスター
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35 万部
50 万部
3 万部

また若年層向け啓発チラシを作成、都道府県の協力を得て高校・大学等へ広く配布した。
卒業・入学式チラシ
55 万枚（昨年度 53 万枚）
②「マンスリーＪＭＤＰ」
バンクの現状を関係者へ発信する目的で「マンスリーＪＭＤＰ」を毎月約 3100 部発
行した。配信には電子メールやファックスも活用した。
（３）地域活動の強化（語りべ等派遣事業）
バンクへの理解促進やドナー登録者拡大に資するため「語りべ等派遣事業」を継続した。
特に若年層を対象にした啓蒙、動機付けに重点を置き、本年度は 124 回（前年度 114 回）、
参加者は 1 万 2724 人（同 1 万 7536 人）となった。そのうち小学校・中学校・高校・専門学
校・大学で 63 回開催した。
（４）ネットを通じた広報活動
当法人ＨＰを通じてバンク事業の普及啓発活動を広く周知した。ネットを通じたパンフ
レット請求件数は、電話請求を含めた全体の 99％にのぼる。動画投稿サイト「YouTube」
公式チャンネルと公式 Facebook、Twitter でイベント情報等を発信した。
（５）骨髄バンク推進月間の取組み
国が定める 10 月の骨髄バンク推進月間に合わせて、全国でドナー登録会を 671 回（前
年度 511 回）開催し、3511 人（同 2758 人）が登録した。推進月間の登録者数は、窓口登
録を含め 4731 人（同 4019 人）となった。
（６）骨髄バンク推進全国大会
9 月 21 日、世界骨髄バンクドナーデー（ＷＭＤＤ）に合わせて「骨髄バンク推進全国
大会」を長野市（※4）で開催、約 350 人が来場した。式典に続いて、医療講演やシンポ
ジウムを実施した。骨髄バンク広報を担う「骨髄バンクアンバサダー第 1 号」に、俳優で
提供者の木下ほうか氏が就任した。大会の模様は地元紙やテレビなどで報道された。
※4 直近は滋賀県大津市（2018 年）、栃木県小山市（2017 年）、横浜市（2016 年）で開催

（７）その他
支援チャリティー公演や各種イベントが全国各地で実施され、31 件（前年度 24 件）の
後援名義申請があった。当法人よりＰＲ資材等を提供した。10 代 20 代の若者ボランティ
アによるユースアンバサダー（2018 年度創設）のメンバーは 11 人に増えた。定期的に企
画会議を実施し、ＷＥＢ動画制作やメンバー在籍校でのドナー登録会、講演会などのイベ
ントが実現した。一部のメンバーは全国大会（長野市）にも参加して運営に協力した。

２．ドナー登録推進活動
（１）ドナー登録会の開催
ドナー登録会を地方自治体、日赤血液センターなどと協力して全国で開催した。集団登
録会を 64 回実施し、登録者は 523 人だった（前年度 68 回、576 人）。献血併行型登録会
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は 6633 回実施し、登録者は 3 万 2982 人だった（同 5126 回、2 万 5439 人）。
（２）「骨髄バンク推進連絡協議会」の活性化
31 県の「骨髄バンク推進連絡協議会」で情報交換した。都道府県の骨髄バンク担当者会
議を 11 月 22 日に前回に引き続き東京で開催し、45 都道府県が参加した（2018 年開始）。
（３）地区普及広報委員、説明員活動
地区普及広報委員と説明員は、ドナー登録会開催をはじめとして地域に密着した普及広
報活動を担っている。説明員養成研修会も積極的に行い、地区普及広報委員は 87 人（前
年度末 91 人）、説明員は 1274 人（同 1236 人）に委嘱している（2020 年 3 月末現在）。

３．ドナーリテンション活動
（１）ドナー登録者の提供意思維持のための施策
ドナーの提供意思維持を目的とした情報誌「日本骨髄バンクニュース」を本年度も発行
した。当法人の現状やトピックスを掲載している。本年度は 54 号（7 月発行）と 55 号
(12 月)を送付した。住所不明のドナー登録者には、ＳＭＳ（ショートメッセージサービ
ス）を利用して住所変更手続きを促した。
日本骨髄バンクニュース 第 54 号

53 万部（2019 年 7 月発行）

第 55 号

52 万 3500 部（同 12 月発行）

（２）企業・団体への「ドナー休暇制度」働きかけ
ドナーが提供しやすい環境整備の一環として「ドナー休暇制度」の導入推進に取り組ん
だ。2019 年 2 月から専任職員を広報渉外部に配置し、2019 年 4 月 1 日時点で 358 だった
導入企業・団体数は 592 に増えた。
（３）自治体の「ドナー助成制度」導入
自治体が提供ドナーに入院日数に応じて一定額を支給する「ドナー助成制度」導入が
全国で進んだ。本年度の導入自治体は 209。累計 663（昨年度末 454）となり、当法人Ｈ
Ｐで紹介している。議会答弁や予算積算に必要な各種データを提供した。

２.

連絡調整事業

造血幹細胞移植を必要とする患者に公平かつ迅速に移植を実施するために、患者登録医師な
らびに移植施設医師に対する説明と調整、ドナーに対する説明、関係機関との連絡調整などの
事業を推進した。

１.末梢血幹細胞移植
末梢血幹細胞移植（以下、ＰＢＳＣＴという）は本年度 236 件（昨年度 222 件）実施さ
れ、累計で 921 件に達した。採取認定施設は計 118 施設。
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２．患者コーディネート業務
主治医からの登録申請に基づき、本年度は国内患者 2198 人、海外患者 585 人、計 2783 人
を患者登録した（前年度国内 2212 人、海外 591 人、計 2803 人）。患者登録後の初回検索適
合率（※5）は、国内患者で 96.0％（前年度 95.8％）、海外患者で 64.6％（同 60.6％）だ
った。造血幹細胞の凍結は 10 例で、医療委員会での審議結果を公表した。ドナーリンパ球
輸注（以下、ＤＬＩという）は 47 件実施した（前年度 49 件、累計 910 件）。緊急コーディ
ネートは実施しなかった。
※5 最初の適合検索（6 抗原一致）でドナー候補が 1 人以上見つかる割合（造血幹細胞移植情報サービスより引用）
https://www.bs.jrc.or.jp/bmdc/donorregistrant/m2_03_00_statistics.html

（１）患者（主治医）のニーズに合わせたコーディネート
① 患者（移植施設）が希望する移植最適時期での調整について
（期間短縮に向けた移植最適時期での採取をめざす取り組み）

2017 年度に導入した移植日程調整に関する運用（※6）が定着した一方で、移植施設の
事情により調整困難な例が依然みられるため、帳票変更などで改めて周知徹底した。
※6 移植側のニーズを適切に把握、ドナー選定から 3 営業日以内に採取日(週)目途提示、等

② 期間短縮に向けた取り組み

コーディネートの書類やルール、運用に関する事項を見直し、担当医師不在による移
植の遅延等（※7）を減らすなどコーディネート期間短縮につながる取り組みを進めた。
※7 当法人へのコーディネート指示連絡は担当医師の署名が必須としていたが、科内の別の医師による代
筆を可能とした

③移植に関する情報提供

「提供された末梢血幹細胞の一部がシャーベット状になっていた事例（続報）」
「非血縁者間骨髄提供者死亡例（米国）」「遠心分離中にバッグが破損し、骨髄液全
量が使用不可となった事例（海外情報）」「末梢血幹細胞採取バッグの輸血セットを
接続する部位（スパイクポート）に検体採取のための操作アダプターが接続されてい
た事例」に関する安全情報を出した。
（２）患者からの問い合わせ
全ての登録患者に参考資料（患者さんとご家族のための骨髄バンクハンドブック）を送
付した。電話で 870 件（前年度 919 件）の問い合わせがあり、患者負担金やコーディネー
ト進捗状況などを説明して、患者やその家族をサポートした。
（３）新型コロナウイルス感染症対応
患者コーディネート業務に従事する職員の安全を可能な限り確保しつつ、当法人のコー
ディネート方針や職員行動指針を策定した。感染拡大によって稼働職員が減り業務継続が
困難になった場合を想定して、災害時対応に準じた各業務の優先順位を再確認した。

３．ドナーコーディネート業務
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登録患者と適合したドナー候補者に対して、移植に向けたコーディネートを実施した。
コーディネート開始ドナー候補者は 2 万 5089 人（前年度 2 万 6331 人）で前年を 1242 人下
回った。確認検査数は 5257 件（前年度 5056 件）だった。また、最終的な提供意思を 1478
件（前年度 1460 件）確認した。採取件数は 1230 件（前年度 1212 件）だった。最終同意面
談の弁護士立会いは、関東地区や広島、札幌で弁護士会の協力を得て実施した。
（１）コーディネート期間短縮
コーディネートルールの検討
患者救命の観点からコーディネート期間短縮は最重要課題である。前年度に引き続
きコーディネートルールに関する検討（選定後のドナー理由終了を減らすための方策
等）を実施した。患者登録から移植までの期間は、中央値で 127 日（前年度 125 日）
と前年度に比べ 2 日延びた。ドナーコーディネート開始から採取までの期間は中央値
で 113 日(前年度 111 日)だった。国内患者の 85％が「迅速コース」を選択した（前年
度 84％）。採取日程を最終同意確認前に調整する「ピンポイント調整」は 100％が選
択しており定着している。
ＰＢＳＣＴ数は 238 件(前年度 223 件)だった。患者登録から移植までの期間は、中央
値で 119 日(前年度 113 日)、ドナーコーディネート開始から採取までは 106 日(同 100
日)だった。前年度と比べ期間は若干延びたが、依然として骨髄に比べてＰＢＳＣＴの
期間は短く、今後もＰＢＳＣＴ増加による一層の期間短縮が期待される。
（２）コーディネート実施体制の整備・強化
①採取受け入れへの協力要請
ＰＢＳＣＴ認定施設（計 118 施設）の新規認定によりＰＢＳＣＴ拡大を図るとともに、
日本造血細胞移植学会および地区ごとに開催の医師との合同会議等の場で、採取の円滑
な受け入れへの協力を継続して働きかけた。
②調整医師の確保
地区代表協力医師の積極的な紹介等により調整医師を新規委嘱して、医師の負担軽減
に努めた。本年度末で約 1100 人となった。
③ドナーコーディネーター・事務局に対する指導・教育体制
コーディネーションスタッフは、地区コーディネート業務、研修、窓口業務、コーデ
ィネーターとの面談のほか、地区事務局業務のサポートやドナーフォローアップなどの
業務を遂行した。各地区の状況に応じて、よりきめ細かいコーディネートを実施した。
また、コーディネーターに対しては、コーディネーター会議研修会を各地区で 3～4
回実施した。ドナー部員も参加し、重要事項の連絡・説明を行った。
本年度は個人情報保護・管理に重点を置き、研修会ではコーディネート業務上のタブ
レット活用開始にあたって専用アプリ研修を実施した。コーディネーターが不足してい
る地域では、6 月からコーディネーターを募集して、9 月から 2020 年 2 月までの期間に
各地区で養成研修を実施した。なお、処遇改善の一環として、健康診断費用補助（2010
年 4 月から）やインフルエンザ予防接種費用の助成、研修等担当者への手当を支給した。
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④拠点病院との連携
全国 7 地域に 9 カ所設置された拠点病院と連携を強化し、採取早期化を目指した。拠
点病院での造血細胞移植コーディネーター（ＨＣＴＣ）対象セミナーには、当法人から
講師を派遣した。連絡会議やセミナー、ブロック会議等では、当法人職員やコーディネ
ーター、医師ら関係者間で意見交換して各拠点病院の取り組みを情報共有し、拠点病院
との連携を深めた。コロナ禍に伴い、近畿地区と九州地区のブロック会議を中止した。
⑤ドナーコーディネート関連書類の改訂
コーディネート開始ドナーへ適合通知と共に送る資料「こちらをはじめにお読みくだ
さい」に、感染症予防に関する事項（※8）を追加した。「ドナーのためのハンドブッ
ク」は、患者からの手紙の公表禁止など個人情報保護に関する事項を追記するなど改訂
し、第 5 版を発行した。新たな取り組みとして「トレーサビリティ確認票」によるコー
ディネート関連帳票の追跡を可能にする運用を開始、コーディネーターと地区事務局間
の関連書類のセキュリティー強化を図った。
※8 日赤の献血基準変更に伴う欧州滞在歴の対象国や、シャーバス病に関する事項を追加

⑥個人情報の不適切取扱い事案への対応
一連の個人情報不適切取扱い事案を受け、厚労省が全国 7 地区およびドナー部に対し
て立ち入り検査に入った（2019 年 7 月～9 月）。ドナー部では、移植患者情報の誤送付
事案を受け、発送に係る作業全般の標準的手順を定めた「作業標準」（業務マニュアル
に準じる）を作成した。さらに 1.ＣＯ関連書類を公共の場で紛失した事案 2.コーディ
ネーター宛の書類を移植施設に誤送信した事案 3.ドナー登録者の個人情報紛失事案を
受け、以下の施策を導入した。
a.コーディネート業務関連書類保管・管理
コーディネーター自宅でのコーディネート関連書類管理方法を見直した。個人情報
を記載したコーディネート関連書類は（家族も含め）第三者がその重要性を容易に識
別できないように留意し、鍵付き専用保管庫で保管することとした。外出先では「不
要な情報は持ち歩かない（コーディネートに必要な最低限の情報のみ）」「情報は専
用ケース(カバン)に入れて携帯」するなどの基本動作を徹底した。
b.クラウドサービスを利用した個人情報保護
従来、コーディネーター自宅から各医療機関へ持参している「提供意思確認書」
「問診票」を、トピックルームというアプリを使ってクラウド上に保存し、必要に応
じて閲覧する仕組みを取り入れた。これにより紛失等を防ぎ、セキュリティー強化を
図った。
c.関連書類トレーサビリティの確保
コーディネート業務では、ドナーの個人情報をはじめ採取・移植施設、患者情報と
いった多くの重要情報を扱う。地区事務局がコーディネーターに発送する書類、もし
くはコーディネーターから受理する書類で、ドナーの個人情報（※9）が記載されてい
る書類（帳票やＦＡＸ）は追跡可能にする体制を構築した。これによりドナーコーデ
ィネートサイドにおける個人情報管理の徹底を図った。
※9 ドナーの氏名、住所、ドナーID など

d.コーディネーター業務体制見直し
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コーディネーターの業務体制を見直し、原則として地区事務局勤務とする一方、コ
ーディネート期間が遅延するなど移植患者に影響が生じると判断した場合は、自宅勤
務を認めることとした。
（３）ドナーの安全確保
採取マニュアルとドナー適格性判定基準に関して、医師等の意見をもとに随時追加検討し
た。ドナーの健康と安全を確保するため適切にフォローアップするとともに健康被害を防ぐ
対策を検討し、必要に応じて情報提供と注意喚起を行った。重篤な健康被害事例は、再発防
止の観点から情報収集に努め、ドナー安全委員会にて検討し再発防止策を関係者へ周知した。
また、フォローアップレポートを作成し、ドナー安全に関する資料をＨＰに公開した。
（４）新型コロナウイルス感染症対応
感染拡大を受けて当法人職員及びコーディネーターの行動指針を策定した。また継続必
須業務を洗い出し、事業継続計画（※10）を策定した。季節性インフルエンザ対策として
準備しているマスクに加え、コロナ感染予防として携帯用アルコール消毒液を準備・配布
した。ドナーに対する注意喚起・健康確認等の問診強化とともに、ドナー適格判定基準を
定めて運用を開始した。
※10「業務継続が困難な場合」「緊急事態宣言が発令された場合」「地区職員が罹患して地区事務局が閉鎖
となった場合」を想定

４．コーディネート支援システム
（１）コーディネート支援システムの運用・保守管理
ＰＢＳＣＴ対応の新システムを搭載した「コーディネート支援システム」（2012 年 6
月稼働）の運用・保守管理を継続して実施した。また、ＮＧＳ-ＳＢＴ検査導入に伴う仕
様変更等を適切に実施した。
（２）造血幹細胞移植支援システム構築への対応
支援機関（日赤）が進める「造血幹細胞移植支援システム」開発プロジェクトに参画し
ている。日赤、当法人、臍帯血バンクで独自に管理されているシステムを刷新し、医療機
関を含む関係機関が同一システムを使用するために構築している。本件に関する関係機関
との定例会議に参加した。

５．移植施設（診療科）認定基準変更への対応
一般社団法人日本造血細胞移植学会（以下、ＪＳＨＣＴ）が策定した「非血縁者間造血幹
細胞移植を施行する診療科の認定基準」による認定申請受付を昨年度に続き請け負った。当
法人はＪＳＨＣＴ移植施設認定委員会より委託された申請受付窓口として、各診療科からの
認定審査に関する問合せ対応や認定審査に関する事務手続きを担当した。また、同委員会
（2019 年 5 月 27 日、7 月 24 日、2020 年 1 月 29 日、3 月 26 日）に陪席として参加した。
JSHCT 移植施設認定における年次調査、は調査票の発送から集計、調査結果報告、認定証の
送付等を請け負った。
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６．国際協力
（１）国際コーディネートの推進
米国骨髄バンク（ＮＭＤＰ）、台湾骨髄バンク（ＢＴＣＳＣＣ）、韓国骨髄バンク（ＫＭ
ＤＰ）、中国骨髄バンク（ＣＭＤＰ）と業務提携を維持し、相互国間の移植機会拡大に努めた。
（２）海外への臍帯血提供
臍帯血の国際協力（海外への提供）は昨年度より当法人を窓口として開始することとなって
いるが、改正個人情報保護法により海外へ提供できなくなり引き続き運用を見合わせている。
（３）各国骨髄バンクとの連携強化
各国間での造血幹細胞提供をより円滑に実現するため、ＮＭＤＰ年次総会や世界骨髄バン
ク機構（ＷＭＤＡ）の定例会議に参加した。また、国際協力事業の一環として引き続き日赤
の協力を得て、ＷＭＤＡに日本のドナー登録者のＨＬＡ集計情報を定期的に提供した。

７．調査研究協力事業
（１）採取・移植データの解析
①造血細胞移植登録の一元管理
一般社団法人日本造血細胞移植データセンター（以下、データセンターという）に
おける造血細胞移植登録の一元管理にあたって、移植後 100 日登録ならびにＤＬＩ実
施 100 日後登録の入力の依頼を担当した。
②非血縁者間の骨髄または末梢血幹細胞採取・移植に関するデータおよびコーディネ
ート状況に関する解析
非血縁者間骨髄または末梢血幹細胞移植の成績や採取に関わるデータなどを収集・解
析し、医師や患者の治療方針決定に有効な情報や、採取関係者への情報提供に努めた。
（２）検体保存事業への協力
検体保存事業は 2015 年度より支援機関の業務と位置づけられ、当法人は支援機関である
日赤からの協力依頼により医療機関への依頼文書、ドナーや患者への説明文書、採血管等の
検体採取キットの発送業務を担当している。日赤には当法人を介した移植症例を報告した。
また、同キットに係る医療機関からの問合せ窓口としても協力した。
（３）他機関への協力
全国調査報告書掲載用データの作成や本登録の案内のほか、データセンターによる研
究審査に適宜協力した。ＴＲＵＭＰ2 データ同期にも随時協力している。患者ＨＬＡ確
認検査におけるＮＧＳ-ＳＢＴ法導入にあたってはＴＲＵＭＰ2 提供データにも影響す
ることから、事前にデータセンターと調整を進めスムーズに導入した。また、ＴＲＵＭ
Ｐ2 入力データに関して医師から要望等が寄せられた場合は窓口となりデータセンター
に検討を依頼するなどした。ＪＳＨＣＴ移植施設認定年次調査を経て認定された診療科情
報は、ＪＳＨＣＴＨＰの掲載準備が整うまでは当法人ＨＰに掲載することとされ、引き続
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き掲載に協力している。

８．患者負担の軽減措置
（１）患者負担の検査料等の軽減
「患者負担軽減積立金」を財源に患者負担を軽減した。提供ドナーが 2005 年）3 月
以降に登録している場合、提供前にＨＬＡ型を再検査する。この費用（1 件 8800 円、
税抜）は患者負担軽減積立金を財源として当法人が負担している。本年度のＨＬＡ再検
査は 1505 件 1443 万 1472 円（昨年度 1420 件、1349 万 5680 円）だった。
（２）患者負担金等支援基金事業
①患者事業の内容
患者負担金等支援基金と国庫補助金を財源に、低所得者の患者負担金の全額または一部
を免除した他、生活保護受給世帯の患者のドナー入院時差額ベッド代を当法人が負担した。
②審査委員会の開催
患者負担金等支援基金審査委員会を 2 回開催した。患者負担金減免申請内容と、指定正
味財産から一般正味財産への繰入れを審査した。

９．ドナー健康被害補償事業
（１）ドナー団体傷害保険の対応
採取に伴う健康被害に対してバンク団体傷害保険を適用した。本年度の保険金支払い申
請は入通院 6 件、後遺障害 5 件（同時申請 3 件）。このうち入通院 2 件、後遺障害 2 件が
保険適用となった。入通院 4 件と後遺障害 3 件は審査中。後遺障害は 0 件だった。
前年度に申請して本年度適用となった案件は入通院 1 件、後遺障害 2 件だった。
（２）健康被害ドナー事例への対処
健康被害ドナー事例は採取施設や関係者と連携して適切に治療し、結果をドナー安全委
員会、業務執行会議等に報告した。フォローアップが長期化している事例は、必要に応じ
て業務執行会議で組織方針を決定し、その方針に基づき対処した。

１０．委員会の運営
（１）ドナー安全委員会

開催：3 回、メール審議：随時

ドナーの安全および移植医療の向上を図るため、非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞採取の認
定基準に関連する事項やドナー適格性判定基準等を検討した。新規施設からの申請を受け、
認定基準に基づき審査した結果、骨髄採取施設 2 施設、末梢血幹細胞採取施設 4 施設が新
たに認定された。「骨髄・末梢血幹細胞提供者由来の病的意義のある情報に関する対応」
では、本委員会のワーキンググループ（※11）で、移植施設からの報告症例を審査した。
その結果、ドナーに対し情報開示面談を実施した。
※11「非血縁者間(骨髄・末梢血幹細胞)採取・移植に係る遺伝学的情報開示に関する審査会議」
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（２）医療委員会

開催：2 回 メール審議：随時

「骨髄液等の凍結基準」「採取報告書へのヘマトクリット値記載について」等を主に審
議した。造血幹細胞の凍結審査 10 件、ＤＬＩ申請（審査要件数）14 件をメール審議した。
主治医相談窓口に対する主治医からの相談（20 件）に迅速かつ適切に回答した。
（３）倫理委員会 開催：1 回 メール審議：随時
コーディネートに関するデータ利用申請を随時メール審議した。当法人データ・試料管
理委員会（2015 年度で終了）で承認された研究における論文報告に関する抄録、追加申
請に関しては、委員長に随時確認して対応した。
（４）国際委員会 開催：0 回 メール審議随時
コロナ禍拡大に伴い、海外患者への末梢血幹細胞提供における運搬対応を委員長に相談
した。これに関連して海外へアナウンスした。
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