財団法人 骨髄移植推進財団 第 19 回 常任理事会議事録
日

時： 平成 21 年 1 月 21 日（水）17：00〜18：45

場

所： 廣瀬第一ビル ２Ｆ会議室

出席理事： 理事長 ： 正岡

徹

副理事長： 齋藤 英彦、伊藤 雅治
常務理事： 平井

全

常任理事： 加藤 俊一、小寺 良尚、鈴木 利治、町田 圭治、陽田 秀夫
欠席理事： なし
陪 席 者： なし
事 務 局： 木村成雄(事務局長)、大久保英彦(広報渉外部長)、小瀧美加(移植調整部長)、
坂田薫代(ドナーコーディネート部長)、松薗正人、塚谷典子（以上総務部）
傍 聴 者： 1 名
〔議 事〕
１．常任理事会の成立の可否
常任理事会の会議開始時、構成員 9 名のうち 6 名が出席、1 名が委任状を提出しており、
本常任理事会の成立が確認された。なお、開始後残る 3 名も出席した。
２．議長選出
寄附行為第 33 条第 6 項の規程により、正岡徹理事長が議長となった。
３．議事録署名人の選出
議長から寄附行為第 33 条第 7 項で準用する第 31 条の規程による議事録作成のため、議
事録署名人 2 名の選出が諮られ、全員異議なく平井全常務理事及び町田圭治常任理事を選
出した。
４．前回議事録確認
第 18 回常任理事会の議事録について確認し、全員異議なくこれを了承した。
５．審議・確認事項（敬称略）
（１）バクスター社製骨髄採取キット欠品に伴う対応について
平井常務理事より、標題の議案について説明があった。それによると、日本の 9 割以上の
施設で使用している骨髄採取キットを製造しているバクスター社（日本法人）から、昨年 12
月、親会社のバクスター社（米国法人）が同キットの製造部門を他社へ売却したものの、売却
先のドミニカ共和国の新工場での製造開始が遅れるため 3 月から欠品となる、との連絡があっ
た。
これを受けて、昨年末から日本造血細胞移植学会・厚生労働省・財団の三者で協議を行い、
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①欠品による採取キットの供給の滞りの回避、②患者および採取施設の費用負担増の回避、③
代替品使用等における採取施設の事務負担の回避、以上の三点を対応方針とし検討を重ねてき
た。現在、代替品としてはバイオアクセス社製品があるが、日本では薬事法上未承認のため、
これを使用した医療行為は保険適用外になるだけではなく、たとえ医師の個人輸入を行っても
複雑な手続きが必要になる。
現状で厚生労働省が検討している対処方法は、①代替品使用で保険適用できない医療行為
についてはバクスター社の治験として扱う、②高度先進医療制度の下、代替品を医師が個人輸
入する、③薬事法における緊急輸入の条項に該当するとして代替品を輸入するなどがあり、現
時点では①の方法が最も有力としている。
理由として、バイオアクセス社製の代替品使用によって骨髄採取の医療行為が混合診療扱
いになると、診療行為すべてあるいはかなりの部分が保険適用外になりかねないため、対処方
法①の「保険適用できない医療行為についてはバクスター社が治験行為として扱う」方法が最
良の解決策として考えられている。
ただし、治験を実施するには、病院内の倫理委員会の承認や、病院とバクスター社間での
治験契約の締結が必要になるため、治験開始までにはかなりの時間が必要になる。このため、
厚生労働省では 3 月の欠品を回避するべく、代替品の入手、使用手続き方法および費用負担に
ついて、全省で協議し緊急に近日中に結論を出す予定である。また、バクスター社製の骨髄採
取キットは全世界で需要があり代替品についても欠品もあり得るため、財団から 900 万円（総
額の 2 分の１）を預託金として立て替えた上、非血縁・血縁ともに対応できるように当該キッ
トを 600 個確保した。
質疑、応答の結果、今後も厚生労働省と連携して財団としてでき得る限りの対応をしてい
くこと、および決定事項については随時常任理事会のメンバーに報告していくことが確認され
た。
（主な意見等）
＜正岡＞

今は、厚生労働省の方針決定を待つしかないが、欠品することで骨髄採取が滞る

のではないかと危惧している。
＜町田＞

全世界での骨髄採取キットの需要と供給の数量を知りたい。

＜平井＞

アメリカのＮＭＤＰによると、年間の骨髄移植件数は 900 件、つまり 900 個の骨

髄採取キットの需要があるということ。ヨーロッパについては未確認である。
＜坂田＞

日本は平均すると、非血縁者間で月間 100 件、血縁者間で 50 件、計 150 件の移植

が実施されている。バクスター社の調査によると、日本の認定施設 159 のうち、バク
スター社製のキットを使用している施設は 143 とのこと。現状の認定施設の骨髄採取
予定数から予測すると、２月末まではキットが確保できているが、３月には欠品が出
る。
＜齋藤＞

代替品を輸入した場合、急に器具が変わって採取を実施する医療現場の医師が戸

惑うのではないか。
＜小寺＞

２月に開催される造血細胞移植学会でバイオアクセス社製品のデモンストレーシ

ョンを行い、医師に周知を図る予定である。
＜正岡＞

欠品によって患者に迷惑をかけないように、財団はあらゆることに対応していく

べきである。本件については、随時決定事項を常任理事会で報告していく。
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（２）生活保護受給世帯の患者に対するドナーの入院時差額ベッド代の財団負担について
標題の議案について、平井常務理事より以下のような説明があった。
骨髄ドナーが骨髄採取をする際、入院時個室に入ることで差額ベッド代が必要となる場
合が多く、通常は移植患者が負担している。ただし、患者が生活保護受給世帯の場合、請求
しても実際に支払ができないことから、施設間でその取り扱いが問題になるケースが生じて
いる。
この差額ベッド代の負担者は、①移植施設、②採取施設、③当財団のいずれかが考えられ、
従来は①か②の医療施設が負担していたが、近年の経済状況の中でそのシステム（いわゆる
持ちつ持たれつの関係）が機能しづらくなっている。負担者が不在のときには骨髄バンク事
業のしくみとして財団が負担するべきであり、差額ベッド代は患者負担金等支援基金の規程
の条文にある「患者にかかる経費」としてみなされるため、患者負担金等支援基金（特別会
計）で運用したい。
次に、小瀧移植調整部長より事例と試算の説明がなされた。
平成 20 年に生活保護受給世帯である患者で差額ベッド代が支払い不能のため財団に相談
があったケースは 3 件あり、そのうち 2 件は 42,000 円／日の料金であった、とのこと。2
件については、移植施設、採取施設の両者で協議されたが解決策はなく、最終的には患者が
全国骨髄バンク推進連絡協議会の「佐藤きち子患者支援基金」へ相談したと聞いている、と
の説明があった。
現状はドナーの約 77％が入院時に個室を使用しており、理由は①感染予防のため、②ボラ
ンティアドナーに対する施設側の配慮であり、差額ベッド代は診療報酬対象外である、との
こと。小瀧部長の説明によると、差額ベッド代の平均額は、ある保険会社の調査によると
7,299 円／日で、入院日数は平均４日間（３泊４日）
、過去の生活保護需給世帯の患者件数か
ら推測した平成 21 年度実績は 40 件程度と見込まれるため、試算額は〔7,299（円）× 4
（日）× 40（件）＝ 1,167,840（円）
〕となり、約 120 万円であるとのこと。
質疑、応答の結果、差額ベッド代の問題は以前から顕在化した問題だったとの指摘があ
った。4 月よりすべての生活保護受給世帯の患者に差額ベッド代を支援することを全採取施
設にアナウンスすることで了承された。
また、財源については限りがあるため、厚生労働省に差額ベッド代の支援を働きかけてい
くことと、今後差額ベッド代負担軽減についての制度のあり方を新たな検討課題とすること
と更に生活保護受給世帯の患者以外についても検討していくこととし審議は了承された。
（主な意見等）
＜齋藤＞ 生活保護需給世帯の患者以外の患者負担金免除対象者には、差額ベッド代を支払
わないとする理由を明確にする必要があるだろう。
＜陽田＞ 差額ベッド代の問題が顕在化したのは 7、8 年前のこと。それ以来財団はこの問
題を放置してきた。昨年 6 月に福島の協議会で問題提起され伊藤副理事長が事務局に
持ち帰ったがきちんと議論されなかった。こういう「漏れたところを塞ぐ案」では根
本的な解決にはならない。例えば全体像を把握して差額ベッド代を患者負担金という
位置づけにして支払い金額を均一にし、低所得者である患者さんには減免制度を適用
することも考えられる。
財団に申告してきた患者にだけ対応します、というのでは無責任だし、高額な差
額ベッド代を請求する病院とそうでない病院が混在するのは不公平だ。
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また、患者さんは採取病院を選べない。差額ベッド代が生じることを患者に了解
を得ているとしても、移植前の状況で「別の採取病院で」とは言いにくいのではない
か。
＜鈴木＞ 人助けのために入院するドナーが入院中の感染などのリスクを回避する為に個室
に入室することは理解できるが、生活に余裕があり差額ベッド台を負担できる患者と
生活に困窮している患者を同一に扱い負担させてきたことに問題がある。また、生活
保護世帯の患者の差額ベッド代を財団が負担する前に、施設側にドナーが個室を利用
する際に例外的な措置で料金を減免できないか、交渉してみてはどうか。
＜伊藤＞ 当面は緊急避難的に患者負担金等支援基金で対応することも必要である。この措
置をとるのであれば、公平性を保つためにすべての生活保護受給世帯の患者を対象に
して、全採取施設にその旨、アナウンスするべき。制度化する前に、厚生労働省から
施設側に対して、
「ドナーに対して免除措置をとってほしい」という通達を出してもら
うことはできないか。骨髄バンクが国の事業であるなら、一歩踏み込んでくれるよう
に厚生労働省に働きかけてほしい。
＜加藤＞ これまで解決できなかったのは、行政の「差額ベッドは必要悪」という考え方に
由来している。骨髄液の運搬費用の名目は療養費払いになっている。同様の考え方で
差額ベッド代も名目を考えて保険適用にしてもらえるよう、厚生労働省に掛け合って
みてはどうか。
他にも、
「ドナー安全管理料」を保険点数として認めて、その中に差額ベッド代を
含むとすることを厚生労働省と相談することについても再度提案したい。
＜陽田＞ ドナーが個室に入院するのが感染防止目的であれば、感染防止の管理目的として
保険適用の統一料金体系が作れないか。
＜鈴木＞ 差額ベッド代の支払い手順について疑問がある。生活保護受給世帯の患者に、財
団から入金して移植施設に支払うシステムでいいのか。生活保護は今後、支給条件が
厳しくなることを考えると、この運用では患者に迷惑がかかるのではないか。財団か
ら直接、施設に支払うことはできないか。それと、今回の差額ベッド代の緊急措置が
制度化までの過渡的な不公平を生まないように、留意してほしい。
＜小寺＞ 平成 22 年度の社会保険診療報酬改定案に、差額ベッド代の問題を財団として提
案してほしい。
＜正岡＞ 今回の生活保護受給世帯の患者に対する差額ベッド代の全額支給は、当面は申告
をしてきた患者のみ対象とし、4 月よりすべての生活保護受給世帯の患者を対象とし
て全額支援する。そして、全採取施設にこの内容をアナウンスする。ただし、同時に
平成 22 年度を目標に差額ベッド代免除制度のあり方を検討していくことを条件とす
る。

６．報告事項等（敬称略）
（１）平成 20 年コーディネート実績について
標記の件について坂田ドナーコーディネート部長より報告があった。それによると、
平成 20 年の国内患者、
海外患者への移植件数は 1104 件で、
国内での移植率は昨年
（58.5％）
より若干増加して 59.1％となり、海外患者への国際コーディネートは 16 件という結果と
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なった、とのこと。また、平成 15 年から平成 20 年までの 6 年間の国内における患者登録
とコーディネート件数の推移を見ると、
平成 15 年との実績比で平成 20 年は 152％となり、
ここ数年でコーディネート件数が大幅に伸びている、という説明がなされた。さらに、近
年の課題となっているコーディネート期間の短縮については、過去 3 年間はあまり成果が
出せなかったが、
昨年と比較すると平成 20 年は患者登録日から移植日までが８日短縮され、
ドナー指定日から採取日までが５日短縮された、とのこと。これは、確認検査行程で２日、
初期行程で１日、採取行程で２日がそれぞれ短縮された結果、とのことだった。
そして、コーディネート体制については、平成 20 年は施設を 7 つ、調整医師を 42 名、
コーディネーターを 28 名それぞれ増やし、
また一部の施設で土曜日の確認検査が実施され
るなど、体制整備のための実績が報告された。最後に、患者と適合した 4 桁ドナーの占め
る割合が昨年と比較して 6％の伸びを示したこと、及び確認検査までの期間が早まってい
ることが、コーディネート期間短縮の成果につながったのではないか、という報告がされ
た。
（主な意見等）
＜陽田＞ 移植率が 59％ということは、移植していない 40％の患者はその後どうなってい
るのか。
＜小瀧＞ その年に登録した患者が１年半後どうなったか追跡調査した結果では、約 20〜
25％が登録を取り消し、約 20％がコーディネート中である。取り消した患者のうち、
さい帯移植へ変更したのは 4％弱であった。大部分の患者が 120 日以内に登録を取り
消しており、早期の取り消しをいかに少なくするかが移植率の増加になると考えてい
る。
（２）平成 20 年ドナー登録者の推移について
大久保広報部長より、標記の件について報告がなされた。平成 20 年 12 月末現在でド
ナー登録者累計数は 329,247 名で、平成 20 年のドナー登録者数は 38,481 名、昨年実績
38,440 名から 41 名の増加となり、公共広告機構のＴＶコマーシャルが今年 6 月に中止さ
れた影響はこの数字からはうかがえなかった、
とのことだった。
登録者確保の要因として、
日本赤十字社の固定窓口での登録件数が前年度よりアップしていることや、11 月 21 日に
ＴＢＳテレビ系列「中居正広の金曜日のスマたちへ」の放映後、ドナー登録資料請求件数
が 1 日で 1000 件にも及んだこと（平均 30 件／日）などが挙げられた。また、昨今の傾向
として資料請求の手段は携帯電話のホームページによる請求が全体の 7 割を占めることが
報告された。
（主な意見等）
＜陽田＞ ドナー登録の今後の戦略を練っていく上で、過去数年間の登録窓口別の登録者実
積推移が知りたい。
＜大久保＞ 早急に用意したい。
（３）平成 21 年度国庫補助金内示について
木村事務局長より標記の件について報告がなされた。それによると、平成 21 年度骨髄
移植対策の国庫補助金の内示が昨年 11 月下旬にあり、当初 30％削減との内示だったが結
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果的に 5％の削減にとどまり、総額 440,719,000 円（昨年実績 463,857,000 円）で昨年度
より 23,138,000 円の減額となった。また今年度新たに、非血縁者間末梢血幹細胞移植
（PBSCT）の導入に関する検討委員会経費、公共広告機構コマーシャルの代替となる骨髄バ
ンクドナー募集広告経費、
ドナー登録の HLA 検査に HLA-Ｃ座を導入するための検査費用
（た
だし、これは日本赤十字社への予算）の 3 つが加わった。また、削減された具体的な内容
については、職員人件費が 1 名分、骨髄バンクニュースの発行費が２回のうち１回分、リ
ーフレットのギフト・オブ・ライフの作成費等、個々について説明がなされた。
（４）HLA 委員会報告
小瀧移植調整部長より標記の件について報告があった。
それによると、
1 月 18 日に HLA
委員会が開催され、
第 17 回常任理事会で審議された患者 HLA 確認検査への蛍光ビーズ法導
入と検査方法の選択制について再審議を行った、とのこと。常任理事会では、選択制では
なく蛍光ビーズ法を基本とし患者の希望があればオプションで SBT 法検査を行うことを提
案したが、これを受けて HLA 委員会でもそれを基本方針とした、とのこと。ただし、患者
に対するインフォームドコンセントの内容を再検討するとともに、検査会社の免責事項が
提出されている検査を導入することについて疑問視する声があることから、患者確認検査
のあり方について再整理した上、常任理事会で報告するとの説明があった。また、この他
HLA 検査での HLA−Ｃ座導入に伴う評価点の見直しと、ドナー登録時の検体保管のあり
方について審議された旨、報告があった。
（５）募金状況報告
標記の件について大久保広報渉外部長より報告があった。昨年 12 月の寄付実績は総
件数 2,762 件、総額約 5,020 万円となった。12 月の実績値が高かったのは、個人で 300
万円の寄附とぐるなびからの寄附金があったため、とのことだった。平成 20 年の寄附総
額を昨年と比較すると金額にして約 9,445,000 円の減額、件数にすると 84 件の減少、割
合は 94％となったとの説明があった。さらに 1 月から 6 月までの上半期と 7 月から 12 月
までの下半期を昨年と比較すると、上半期では約 500 万円の増額だったが、7 月以降経済
状況が急速に悪化したため約 1,450 万円の減額となり、
結果 9,445,000 円の減額となった、
との説明がされた。
（６）その他
１. ブラッシュアップ研修会について
標記の件について坂田ドナーコーディネート部長より報告があった。
第 14 回コーディ
ネーターブラッシュアップ研修会は、2 月 6 日、7 日の２日間、札幌で日本造血細胞移植学
会と併催されるとのこと。1 日目の「骨髄バンク・さい帯血バンク合同報告会」では、調
整医師、認定施設連絡責任医師に加えて今回からコーディネーターも参加、関係者すべて
で情報や課題を共有する目的のプログラムである、との説明があった。また、末梢血幹細
胞移植（PBSCT）の講義や、通年でコーディネーターが取り組んだ課題を話し合うコンピテ
ンシーなどが用意されており、本研修会を通してコーディネーターのコミュニケーション
や結束を強化する目的である、との説明があった。
２. 医療委員会報告
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標記の件で小瀧移植調整部長より報告があった。第 17 回常任理事会にて審議された、
診療科ごとの移植成績（生存率）の公開の件について、①生存率を公開するメリットおよ
びデメリットを明らかにすること、②生存率の科学的な信頼性の検証、③生存率だけでは
診療科の疾患別の情報がわからないため、患者にとってメリットになるかどうか、という
３点について整理しておくこと、とされたことを受けて各委員より意見があった旨、報告
された。これらの意見をまとめた上で調整医師へのアンケート調査等を実施しながら、実
施に向けて慎重に進めていくとの報告があった。
３. 凍結後の骨髄液の取り扱いについて
標記の件で小瀧移植調整部長より報告があった。
第 18 回常任理事会で移植施設から骨
髄液の凍結希望があった場合の手順について審議決定したが、その後の調査である施設で
かなり以前に凍結した骨髄液が現在まで使用されず保存されていたことが判明した旨、報
告があった。当該施設の医師からは使用予定はない報告を受けており、この度、廃棄した
旨、報告があった。
（主な意見等）
＜齋藤＞ 前回の議事録によると、厚生労働省が骨髄液の凍結を禁止している、という加
藤常任理事の発言があったが、厚生労働省に確認を取るとそのような決定の記録は
残っていない、とのこと。
＜加藤＞ 厚生労働省から骨髄液の廃棄は望ましくないとする旨の「要望」はあったと思
うが文書で示されたものではなかったように記憶している。
＜齋藤＞ 凍結した骨髄液を必ず使うという条件であれば凍結してもいいのではないか、
と思う。それによってコーディネート期間が短縮できるのではないか。
＜正岡＞ 今後、そうした必要性が出てくれば、再審議することになると考える。

７．今後の議案
今後の審議案件として、陽田常任理事より以下の要望があった。
（１）次回の常任理事会で、平成 21 年度の事業計画案を提出してほしい。
（２）次回あるいは次々回の常任理事会で、公益財団法人への移行について
報告してほしい。
８. 今後の予定
今後の日程について、以下のとおり開催することが確認・決定された。
「第 20 回常任理事会」

2 月 18 日（水）17:00〜

「第 21 回常任理事会」

３月 ４日（水）17:00〜

「第 36 回通常理事会」

３月 26 日（木）13:00〜
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