特定認定再生医療等委員会規程
新

新旧比較表
旧

（目的）

（目的）

第１条 本規程は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律、関

第１条

本規程は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律、関

連する通知等の規程により再生医療等を用いて人間を対象

連する通知等の規程により再生医療等を用いて人間を対象

とした医学研究及び医療行為における再生医療の機関から

とした医学研究及び医療行為における再生医療の機関から

提供された再生医療提供計画を審議することを目的とす

提供された再生医療提供計画を審議することを目的とす

る。

る。

（設置）

備考

第２条

（設置）
医療法人財団康生会武田病院に再生医療等の安全性の確保

第２条

医療法人財団康生会武田病院に再生医療等の安全性の確保

等に関する法律（以下、
「法」という）に定める再生医療等提

等に関する法律（以下、
「法」という）に定める再生医療等提

供計画のみに係る審査等業務を行う委員会として、第二種再

供計画のみに係る審査等業務を行う委員会として、第二種再

生医療等提供計画に係る審査等業務を行う特定認定再生医療

生医療等提供計画に係る審査等業務を行う特定認定再生医療

等委員会（以下、「委員会」という）を設置する。(第一種及

等委員会（以下、「委員会」という）を設置する。(第一種及

び第三種再生医療等提供計画に係る審査等業務は原則行わな

び第三種再生医療等提供計画に係る審査等業務は原則行わな

い。) また、医療法人財団康生会武田病院は十分な財政基盤

い。)

第 20 条からの移動

を有し、審査等業務は適正且つ公平に行えるよう、その活
動の自由及び独立が保障されているため、継続的に当該委
員会を設置することができる。
（組織）
第３条

（組織）
委員会は、医療法人財団康生会武田病院院長（以下「管理

第３条

者」）が指名する委員によって組織を構成する。
（委員の構成）
第４条

委員は、次の各号に掲げる者で構成する。

委員会は、医療法人財団康生会武田病院院長（以下「管理
者」
）が指名する委員によって組織を構成する。

（委員の構成）
第４条

委員は、男性及び女性がそれぞれ 2 名以上含まれ、委員会
設置者と利害関係のない者、且つ次の各号に掲げる者で構
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第 4 条第 2 項へ転記

特定認定再生医療等委員会規程

新旧比較表

新

旧

備考

成する。
１（１）分子生物学、細胞生物学、遺伝学、臨床薬理学又は病理

１（１）分子生物学、細胞生物学、遺伝学、臨床薬理学又は病理

学の専門家

学の専門家

（２）再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見

（２）再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見

を有する者

を有する者

（３）臨床医（現に診療に従事している医師又は歯科医師をい

（３）臨床医（現に診療に従事している医師又は歯科医師をい

う。以下も同じ。）

う。以下も同じ。
）

（４）細胞培養加工に関する識見を有する者

（４）細胞培養加工に関する識見を有する者

（５）医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のあ

（５）法律に関する専門家

省令第 44 条 5 項関係

る法律に関する専門家
（６）生命倫理に関する識見を有する者

（６）生命倫理に関する識見を有する者

（７）生物統計その他の臨床研究に関する識見を有する者

（７）生物統計その他の臨床研究に関する識見を有する者

（８）（１）から（７）までに掲げる者以外の一般の立場の者

（８）
（１）から（７）までに掲げる者以外の一般の立場の者

２ 委員会は男性及び女性の委員がそれぞれ２名以上含まれてい
３
４

省令第 46 条第 2 項関

(新設)

るものとする。

係

再生医療等委員会を設置するものと利害関係を有しない者が

省令第 47 条第 4 項関

２名以上含まれているものとする。

係

同一の医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを
含む。)に所属している者が半数未満であること。

５ 特定の区分の委員に偏りがないこと。
６ 各委員が十分な社会的信用を有する者であること。
７

委員は管理者が委嘱する。内 1 名を委員長として管理者が選

２

任する。委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
８

委員の任期は 1 年とする。ただし、双方の申し出がない場合
は、更新するものとする。また、委員に欠員が生じた場合

委員は管理者が委嘱する。内 1 名を委員長として管理者が選
任する。委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

３

委員の任期は１年とする。ただし、双方の申し出がない場合
は、更新するものとする。また、委員に欠員が生じた場合
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条項のずれの訂正

特定認定再生医療等委員会規程

新旧比較表

新

旧

の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（削除)

備考

の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（委員名簿・審査等業務の規程の公表）
第５条

第 12 条に転記

第４条の委員会の委員名簿及び審査等業務の規程は、ホー
ムページにて公表する。

（議事成立要件）

（議事成立要件）

第５条

第６条
１

(削除)

条項のずれの訂正

委員長は委員会を招集し、その議長となる。

第 6 条(委員長)第３項
へ転記

１

委員会は５名以上の出席を必要とする。

２

委員会は過半数の出席を必要とする。

省令第 63 条第 1 項関

２

男性及び女性の委員がそれぞれ２名以上の出席を必要と

３

男性及び女性の委員がそれぞれ２名以上の出席を必要と

係

する。
３

次に掲げる者がそれぞれ 1 名以上出席していること。

（１） 再生医療等について、十分な科学的知見及び医療上の識

する。
４

次に掲げる者がそれぞれ 1 名以上出席していること。
（１） 再生医療等について、十分な科学的知見及び医療上の識

見を有する者

見を有する者

（２） 細胞培養加工に関する識見を有する者

（２） 細胞培養加工に関する識見を有する者

（３） 医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解の

（３） 法律に関する専門家又は生命倫理に関する識見を有す

ある法律に関する専門家又は生命倫理に関する識見を

省令第 44 条 5 項関係

る者

有する者
（４） 一般の立場の者

（４） 一般の立場の者

（５） 削除

（５） 対象疾患に対する技術専門委員（再生医療等について十

分な科学的知見及び医療上の知識を有する者又は臨床
医が対象疾患に対する専門的知識を有する場合には、当
該再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の
知識を有する者又は当該臨床医）
3

省令第 63 条第 3 項ホ
関係

特定認定再生医療等委員会規程
新

４

５

出席者の中に、審査等業務の対象となる医療機関（当該

新旧比較表
旧

５

出席者の中に、審査等業務の対象となる医療機関（当該

医療機関と密接な関係を有する者を含む。
）と利害関係を

医療機関と密接な関係を有する者を含む。
）と利害関係を

有しない委員が過半数含まれていること。

有しない委員が過半数含まれていること。

認定再生医療等委員会の設置者と利害関係を有しない委

６

員が２名以上含まれていること。

認定再生医療等委員会の設置者と利害関係を有しない委

省令第 63 条第 5 項関

員が含まれていること。

係

議事、審査等の決定は、全員一致(技術専門委員を除く)

第 9 条の 1 へ転記

７

(削除)

備考

をもって行うよう努めなければならない。ただし、委員
会において議論を尽くしても上、委員全員の意見が一致
しないときは、出席委員の４分の３以上の同意を得た意
見を委員会の結論とすることができる。

８

(削除)

審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出した

第 18 条の 2 へ転記

提供医療機関管理者、当該再生医療等提供計画に記載さ
れた再生医療等を行う医師又は歯科医師及び実施責任者
(実施責任者を置いている場合に限る)並びに認定再生医
療等委員会の運営に関する事務に携わる者が、当該認定
再生医療等委員会の審査等業務に参加しないこと。但し、
認定再生医療等委員会の求めに応じて、当該認定再生医
療等委員会において説明することは妨げない。
(委員長)

(新設)

省令第 49 条第 1 項関

第６条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
２

係

委員長の任期は、2 年以内とし、再任を妨げない。ただし、
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特定認定再生医療等委員会規程
新

新旧比較表
旧

備考

第 4 条第 1 項第 6 号の委員の任期を越えることはできない。
３

委員長は委員会を招集し、議長となる。

４

委員長に自己あるときは、あらかじめ委員長の指名する委
員が、その職務を代行する。

(技術専門員)
第７条

(新設)

省令第 64 条の 2 第 1

委員会における審査において、再生医療等について技術的

項関係

な観点から検討する者(以下「技術専門員」という。)を置く。
２ 前項の技術専門員は委員長が指名する。
３

技術専門員は、認定再生医療等委員会に出席することを要し

ないこと（認定再生医療等委員会の求めに応じて、出席して説
明を行うことを妨げるものではない）。また、認定再生医療等委
員会の委員が技術専門員を兼任して評価書を提出することがで
きる。
４ 技術専門員は、当該再生医療等を審査する認定再生医療等委員
会から依頼を受け、評価書を用いて科学的観点から意見を述べ
ること。
(1) 「審査等業務の対象となる疾患領域の専門家」とは、審査

対象となる再生医療等の疾患領域に関する専門的知識・経
験に基づき、現に診療、教育、研究又は業務を行っている
者であること。例えば、５年以上の医師又は歯科医師の実
務経験を有し、対象疾患領域の専門家である者。
(2) 「生物統計の専門家その他の再生医療等の特色に応じた専
門家」のうち「生物統計の専門家」とは、生物統計に関す
る専門的知識に基づいて、業務を行っている者。
・再生医療等の有効性を検証するための研究である場合その
5

特定認定再生医療等委員会規程

新旧比較表

新

旧

備考

他統計学的な検討が必要と考えられる場合には、生物統計
の専門家
・ 細胞の培養を伴う第三種再生医療等の場合には、細胞培
養加工の専門家（ただし、培養工程を伴わず、簡易な操作
のみの場合は除く。）
（開催頻度及び審査等業務）

（開催頻度及び審査等業務）

第８条

第７条

委員長は原則年１回の定期開催のとき、再生医療等委員会

委員長は原則年１回の定期開催のとき、再生医療等委員会

提供計画の審査をするとき、提供医療機関から諮問があった

提供計画の審査をするとき、提供医療機関から諮問があった

とき、委員長が必要と判断したときに随時委員を招集し、再

とき、委員長が必要と判断したときに随時委員を招集し、再

生医療等提供基準（厚生労働省令第１１０号）に照らして審

生医療等提供基準（厚生労働省令第１１０号）に照らして審

査等を行うものとする。

査等を行うものとする。

１（１）法第４条第２項（第５条第２項において準用する場合を

１（１）法第４条第２項（第５条第２項において準用する場合を

含む。）の規定により再生医療等を提供しようとする病院

含む。
）の規定により再生医療等を提供しようとする病院

若しくは診療所又は再生医療等提供機関の管理者から再

若しくは診療所又は再生医療等提供機関の管理者から再

生医療等提供計画について意見を求められた場合におい

生医療等提供計画について意見を求められた場合におい

て、当該再生医療等提供計画について再生医療等提供基

て、当該再生医療等提供計画について再生医療等提供基

準に照らして審査を行い、当該管理者に対し、再生医療

準に照らして審査を行い、当該管理者に対し、再生医療

等の提供の適否及び提供に当たって留意すべき事項につ

等の提供の適否及び提供に当たって留意すべき事項につ

いて意見を述べること。

いて意見を述べること。

（２）法第１７条第１項の規定により再生医療等提供機関の管

（２）法第１７条第１項の規定により再生医療等提供機関の管

理者から再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾

理者から再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾

病、障害若しくは死亡または感染症の発生について報告

病、障害若しくは死亡または感染症の発生について報告

を受けた場合において、必要があると認めたときは管理

を受けた場合において、必要があると認めたときは管理

者に対し意見を述べること。

者に対し意見を述べること。

（３）法第２０条第１項に基づき再生医療等の提供状況につい

（３）法第２０条第１項に基づき再生医療等の提供状況につい
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条項のずれの訂正

特定認定再生医療等委員会規程
新

新旧比較表
旧

て報告を受け、必要があると認めるときは、再生医療等

て報告を受け、必要があると認めるときは、再生医療等

提供医療機関の管理者に対し、その再生医療等の提供に

提供医療機関の管理者に対し、その再生医療等の提供に

当たって留意すべき事項若しくは改善すべき事項につい

当たって留意すべき事項若しくは改善すべき事項につい

て意見を述べること。

て意見を述べること。

（４）前３号に掲げる場合のほか、再生医療等の安全性の確保

（４）前３号に掲げる場合のほか、再生医療等の安全性の確保

等その他再生医療等の適正な提供のため必要があると認

等その他再生医療等の適正な提供のため必要があると認

めたときは、委員会の名称が記載された再生医療等提供

めたときは、委員会の名称が記載された再生医療等提供

計画に係る再生医療等提供機関の管理者に対し、当該再

計画に係る再生医療等提供機関の管理者に対し、当該再

生医療等提供計画に記載された事項に関し意見を述べる

生医療等提供計画に記載された事項に関し意見を述べる

こと。

こと。

（５）委員会は再生医療等提供医療機関が提出する再生医療等

（５）委員会は再生医療等提供医療機関が提出する再生医療等

提供計画を審査するには、再生医療等提供基準チェック

提供計画を審査するには、再生医療等提供基準チェック

リストにてチェックを行うこと。

リストにてチェックを行うこと。

（６）委員会が再生医療等提供医療機関の管理者に意見を述べ

（６）委員会が再生医療等提供医療機関の管理者に意見を述べ

る際は、審査の過程に関する記録と合わせて再生医療等

る際は、審査の過程に関する記録と合わせて再生医療等

提供基準チェックリストの写しを添付すること。

提供基準チェックリストの写しを添付すること。

(７) 委員会は、法第二十六条第一項第一号の規定する業務(法

(新設)

備考

省令第 64 条の 2 第 1

第五条第二項において準用する法第四条第二項の規定に

項関係

より意見を求められた場合において意見を述べる業務を
除く。)を行うに当たっては、技術専門員(審査等業務の対
象となる疾患領域の専門家及び生物統計の専門家その他
の再生医療等の特色に応じた専門家をいう。以下同じ。)
からの評価書を確認しなければならない。
平成 30 年改正省令の経過措置期間中に、平成 31 年４月
１日以前から行われている再生医療等について、平成 30
年改正省令による改正後の省令に適合させるための再生
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特定認定再生医療等委員会規程
新

新旧比較表
旧

備考

医療等提供計画の変更に係る審査等業務を行うに場合も
技術専門員からの評価書を確認しなければならない。
(８) 委員会は、審査等業務(前項に掲げる業務を除く。)を行な

(新設)

省令第 64 条の 2 第 2

うに当たっては、必要に応じ、技術専門員の意見を聴か

項関係

なければならない。
(９) 委員会は、審査業務の対象としなるものが、再生医療等の

(新設)

省令第 64 条の 2 第 3

提供に重要な影響を与えないものである場合であって、

項関係

当該認定再生医療等委員会の指示に従って対応するもの
である場合には、第六十三条、前条及び前第八項の規定
にかかわらず、当該認定再生医療等委員会が定める審査
業務等に関する規程に定める方法により、これを行うこ
とができる。
(１０)

委員会は、法第二十六条第一項第二号又は第四号に規定

(新設)

省令第 64 条の 2 第 4

する業務を行なう場合で場合であって、再生医療等を受

項関係

ける者の保護の観点から緊急に当該再生医療等の提供の
中止とその他の措置を講ずる必要がある場合には、第六
十三条、前条及び第二項並びに次条第二項の規定にかか
わらず、当該認定再生医療等委員会の委員長及び委員長
が指名する委員による審査等業務を行い、結論を得るこ
とができる。この場合において、当該認定再生医療等委
員会は、後日、同項の規定に基づき、認定再生医療等委
員会の結論を得なければならない。
(１１) 重大な疾病等や不適合事案が発生した場合であって、再

(新設)

省令第 64 条の 2 第 4

生医療等を受ける者の保護の観点から緊急に措置を講じ

項関係

る必要がある場合においては、委員長と委員長が指名する
8

特定認定再生医療等委員会規程
新

新旧比較表
旧

委員による緊急的な審査を行うこととして差し支えな
い。ただし、この場合においても審査等業務の過程に関
する記録を作成すること。また、緊急的な審査において
結論を得た場合にあっても、速やかに認定再生医療等委
員会を開催し、結論を改めて得ること。
２

委員会は再生医療等提供計画の変更に係る審査であっ

２

委員会は再生医療等提供計画の変更に係る審査であっ

て、次に掲げる要件を満たすものを行う場合には、委員

て、次に掲げる要件を満たすものを行う場合には、委員

会を開催することなく、委員長及び委員長が指名する１

会を開催することなく、委員長及び委員長が指名する１

人の委員による確認により、簡便な審査を行うことがで

人の委員による確認により、迅速審査を行うことができ

きる。

る。

（ア）当該再生医療等提供計画の変更が、認定再生医療等

（ア）当該再生医療等提供計画の変更が、認定再生医療等

の審査を経て指示を受けたものである場合

３

の審査を経て指示を受けたものである場合

（イ）当該再生医療等提供計画の変更が、再生医療等の安

（イ）当該再生医療等提供計画の変更が、再生医療等の安

全性の確保に関する法律施行規則第 29 条で規定する

全性の確保に関する法律施行規則第 29 条で規定する

再生医療等の提供に重要な影響を与えないものである

再生医療等の提供に重要な影響を与えないものである

場合

場合

平成 30 年改正省令の経過措置期間中に、平成 31 年４月１日
以前から行われている再生医療等について、平成 30 年改正省
令による改正後の省令に適合させるための再生医療等提供計
画の変更に係る審査等業務を行うに当たっては、実際に会議
を開催するのではなく、メー ル等で委員の意見を聴くなど、
書面により審査等業務を行うことができる。 なお、書面によ
り審査等業務を行う場合においても、以下の点に留意する。
(ア) 意見を聴く委員としては新施行規則第 63 条各号又は第

64 条各号に掲げる要件を満たす必要があること。
9

備考

特定認定再生医療等委員会規程
新
(イ)

新旧比較表
旧

備考

技術専門員からの評価書を確認する必要があること。

(ウ) 可能な限り全委員の意見を聴くことが望ましいこと。
(エ) 結論を得るに当たっては、原則として、意見を聴いた委員
の全員一致をもって行うよう努めること。ただし、意見を
聴いた委員全員の意見が一致しないときは、意見を聴いた
委員の過半数の同意を得た意見を当該認定再生医療等委員
会の結論とすることができること。
３

審査等業務については、テレビ会議等の双方向の円滑

(新規)

省令第 64 条の 2 関係

な意思疎通が可能な手段を用いて行うことは差し支え
ない。ただし、委員会に出席した場合と遜色のないシ
ステム環境を整備するよう努めるとともに、委員長は
適宜出席委員の意見の有無を確認する等、出席委員が
発言しやすい進行について配慮すること。
(判断及び意見)
第９条
１

委員会における審査等業務に係る結論を得るに当たって

省令第 65 条第 2 項関

は、出席委員全員から意見を聴いた上で、原則として、

係

出席委員の全員一致をもって行なうよう努めなければな
らない。ただし、委員会において、議論を尽くしても、
出席委員の意見が一致しないときは、出席委員の過半数
の同意を得た意見を委員会の結論とすることができる。
２

次に掲げる認定再生医療等委員会の委員又は技術専門員

省令第 64 条第 1 項関

は、審査等業務に参加してはならない。ただし、認定再

係
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特定認定再生医療等委員会規程
新

新旧比較表
旧

備考

生医療等委員会の求めに応じて当該認定再生医療等委員
会の求めに応じて。当該認定再生医療等委員会において
説明することを妨げない。
(1) 審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出し

た医療機関の管理者、当該再生医療等提供計画に記載さ
れた再生医療等を行なう医師又は歯科医師及び実施責
任者
(2) 審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出し

た医療機関の管理者、当該再生医療等提供計画に記載さ
れた再生医療等を行なう医師若しくは歯科医師又は実
施責任者と同一の医療機関の診療科に属する者又は過
去一年以内に多施設で実施される共同研究(臨床研究法
第二条第二項に規定する特定臨床研究に該当するもの
及び医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治
験のうち、医師又は歯科医師が自ら実施するものに限
る。)を実施していた者
(3)

前二号に掲げる者のほか、審査等業務の対象となる再生
医療等提供計画を提出した医療機関の管理者、当該再生
医療等提供計画に記載された再生医療等を行なう医師若
しくは歯科医師若しくは実施責任者又は審査等業務の対
象となる再生医療等に関与する特定細胞加工物製造事業
者若しくは医薬品等製造販売業者若しくはその特殊関係
者と密接な関係をしている者であって、当該審査等業務
に参加することが適切でない者

（審査の結論の報告）

（報告）

文言訂正
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新旧比較表

新

第 10 条

委員長は、委員会における審査の結論を文書により再生医

旧

第８条

療等提供医療機関の管理者に報告しなければならない。

委員長は、委員会における審査の結論を文書により再生医
療等提供医療機関の管理者に報告しなければならない。

（審査料）

(審査料)
第 11 条

備考

委員会は再生医療等提供計画に係る審査を申請する者か

第９条

委員会は再生医療等提供計画に係る審査を申請する者か

平成 30 年 11 月 30 日

ら手数料として以下の手数料(消費税別)を徴収する。算定

ら手数料として以下の手数料(消費税別)を徴収する。算定

付け厚生労働省医政

方法は、委員 1 名につき謝金を３万円～４万円、交通費

方法は、委員 1 名につき謝金を４万円、交通費を１万円

局研究開発振興課事

を１万円とし、委員の人数を乗じる。事務局経費３万円

とし、委員の人数を乗じる。

務連絡より

とする。

委員会は第２種のみ審査を実施するものとし、再生医療

審査業務量等に応じ

委員会は第２種のみ審査を実施するものとし、再生医療

等提供計画に係る審査を申請する者から手数料として以

た手数料の設定を図

等提供計画に係る審査を申請する者から手数料として以

下の手数料を徴収する。

ること

下の手数料を徴収する。

○ 「年 1 回の定期報告開催の場合」

法改正により、一般分

○再生医療等の提供の状況について報告を受けた場合に

590,000 円

おける意見（法第 26 条第１項第３号関係）を述べる場合

(内訳

＊「年 1 回の定期報告開催の場合」
520,000 円 (委員 12 名)

(委員 12 名)

審査料 40,000 円／人、
交通費 10,000～30,000 円／人)

○ 「提供医療機関からの審議による開催の場合」

(内訳 審査料 30,000 円／人、

＊ 審査 1 回のみの場合

交通費 10,000～30,000 円／人)

590,000 円 (委員 12 名)

事務局経費 30,000 円／回)

(内訳 審査料 40,000 円／人、

＊「臨時報告開催の場合」

交通費 10,000～30,000 円／人)

520,000 円 (委員 12 名)

＊ 同一再生医療等の名称の審査 2 回目以降

(内訳 審査料 30,000 円／人、
交通費 10,000～30,000 円／人)

590,000 円 (委員 12 名)

事務局経費 30,000 円／回)

(内訳

審査料 40,000 円／人、
交通費 10,000～30,000 円／人)

○ 疾病等の報告を受けた場合における意見（法第 26 条

○ 「提供医療機関からの諮問による開催の場合」
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野の委員が職員から
外部に変更したため、
交通費が発生し審査
料を変更した。

特定認定再生医療等委員会規程

新旧比較表

新

旧

第１項第２号関係）を述べる場合

＊ 諮問 1 回のみの場合

520,000 円 (委員 12 名)

590,000 円

(内訳 審査料 30,000 円／人、

(内訳 審査料 40,000 円／人、

交通費 10,000～30,000 円／人)

交通費 10,000～30,000 円／人)

事務局経費 30,000 円／回)

＊ 同一再生医療等の名称の諮問 2 回目以降

(内訳
○ 再生医療等提供計画についての意見（法第 26 条第１
項第１号関係）を述べる場合

○ 「臨時開催の場合」

590,000 円 （委員 12 名）

＊ 新規再生医療の審査の場合

(内訳 審査料 40,000 円／人、

640,000 円 (委員 12 名)
交通費 10,000～30,000 円／人)

審査料 40,000 円／人、
交通費 10,000～30,000 円／人)

「提供医療機関からの審議による開催の場合」

(内訳 審査料 40,000 円／人、

(委員 12 名)

交通費 10,000～30,000 円／人)
ただし、委員長が特に認めた場合は手数料を免除するこ
とができる。

事務局経費 30,000 円／回)
＊ 同一再生医療等の名称の２回目以降の審査の場

合
520,000 円 (委員 12 名)
(内訳 審査料 30,000 円／人、
交通費 10,000～30,000 円／人)
事務局経費 30,000 円／回)
○ 再生医療等の適正な提供のため必要があると認めら
れる場合における意見（法第 26 条第１項第４号関係）
を述べる場合
＊「提供医療機関からの諮問による開催の場合」
520,000 円 (委員 12 名)
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備考

特定認定再生医療等委員会規程
新

旧

(内訳 審査料 30,000 円／人、
交通費 10,000～30,000 円／人)
事務局経費 30,000 円／回)
＊「その他の臨時開催の場合」
520,000 円 （委員 12 名）
(内訳 審査料 30,000 円／人、
交通費 10,000～30,000 円／人)
事務局経費 30,000 円／回)
○ 平成 30 年改正省令の経過措置期間中に、平成 31 年

４月１日以前から行われている再生医療等について、
平成 30 年改正省令による改正後の省令に適合させる
ための再生医療等提供計画の変更に係る審査等業務
を行う場合
＊

「実開催による審査を行なう場合」
520,000 円 (委員 12 名)
(内訳 審査料 30,000 円／人、
交通費 10,000～30,000 円／人)
事務局経費 30,000 円／回)

＊

新旧比較表

「書面による審査を行なう場合」
390,000 円 (委員 12 名)
(内訳 審査料 30,000 円／人、
交通費支給なし)
事務局経費 30,000 円／回)
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備考

特定認定再生医療等委員会規程
新

新旧比較表
旧

備考

ただし、委員長が特に認めた場合は手数料を免除するこ
とができる。

(審査等業務に関する規程、委員名簿、審査記録の公表)

(新設)

省令第 49 条第 1 項第

第 12 条 審査等業務の透明性を確保するため、審査等業務に関する

4 号関係

規程、委員名簿その他再生医療等委員会の認定に関する事
項について、厚生労働省が整備するデータベースに記録す
ることにより公表する。ただし、次に掲げる事項について
は、当該事項を公表したものとみなす。
・

認定再生医療等委員会の認定の申請書、認定再生医療等委
員会の変更の認定の申請書若しくは認定再生医療等委員会の
更新の申請書又は認定再生医療等委員会の変更の届書に記載
された事項。

･

当該申請書又は当該届出に添付された書類に記載された事項

(運営に関する情報の公表)

(新設)

省令第 71 条の 2 関係

(審査等業務の記録等）

(議事録）

省令第 71 条第 1 項よ

第 14 条

第１０条 委員会における審査等業務の過程に関する議事録を作成

り文言の変更、条項の

第 13 条

当認定委員会設置者は、再生医療等を提供しようとする医

療機関の管理者又は提供医療機関管理者が、認定再生医療等
委員会に関する情報を容易に収集し、効率的に審査業務を依
頼することができるよう、審査等業務に関する規程、委員名
簿、認定再生医療等委員会の審査手数料、開催日程及び受付
状況をホームページに公表する。

委員会における審査等業務の過程に関する議事録を作成
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新旧比較表

新

２

旧

し、個人情報、研究の独創性、知的財産権の保護に支障

し、個人情報、研究の独創性、知的財産権の保護に支障

が生じるおそれのある事項を除き、公表する。

が生じるおそれのある事項を除き、公表する。

記録の内容は以下の事項を含む内容とする。

２

（１）開催日時

（１）開催日時

（２）開催場所

（２）開催場所

（３）再生医療等の名称

（３）再生医療等の名称

（４）再生医療等提供計画を提出した医療機関の名称

（４）再生医療等提供計画を提出した医療機関の名称

（５）審査等業務の対象となった再生医療等提供計画を受

（５）審査等業務の対象となった再生医療等提供計画を受
け取った年月日

（６）議事に出席した者の氏名

（６）議事に出席した者の氏名

（７）結果を含む議論の概要（議論の概要については、質

（７）結果を含む議論の概要（議論の概要については、質

疑応答などのやりとりがわかる内容を記載すること）
当認定委員会設置者は、審査等業務に係る再生医療等提

ずれの訂正

記録の内容は以下の事項を含む内容とする。

け取った年月日

３

備考

疑応答などのやりとりがわかる内容を記載すること）
３

供計画その他の審査等業務を行なうために提供機関管理

審査等業務に係る記録は、該当する再生医療等の提供が

省令第 71 条第 2 項改

終了した日から１０年間保存する。

正により文言の変更、

者から提出された書類、前項の記録(技術専門員からの評

条項のずれの訂正

価書を含む。)及び認定再生医療等委員会の結論を提供機
関管理者に通知した文書の写しを、当該再生医療等提供
計画に係る再生医療等の提供が終了した日から少なくと
も十年間保存する。
４

当認定委員会設置者は、第四十三条第一項に規定する申

(新設)

省令第 71 条第 3 項改

請書の写し、法第二十六条第三項に規定する申請書の添

正により文言の変更

付書類、審査等業務に関する規程及び委員会名簿を、当

条項のずれの訂正

該認定再生医療等委員会の廃止後十年間保存する。
（帳簿の備え付け）

（帳簿の備え付け）

第 15 条

第１１条 設置者は、法第２６条第１項各号に掲げる業務に関する

設置者は、法第２６条第１項各号に掲げる業務に関する
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事項を記録するための帳簿を備え、当該帳簿をその最終

事項を記録するための帳簿を備え、当該帳簿をその最終

省令第 67 条第 1 項関

の記載日から１０年間保存する。なお、帳簿には、審査等

の記載日から１０年間保存する。なお、記載事項は次の

係

業務の対象となった再生医療等ごとに、次に掲げる事項を

とおりとする。

記載すること。
① 審査等業務の対象となった再生医療等提供計画を提出

（１）法第２６条第１項第１号の意見を述べた場合
（ア）審査の対象となった医療機関の名称

した医療機関の管理者（多施設共同研究の場合は代表管

（イ）審査を行った年月日

理者。以下「医療機関の管理者等」という。）の氏名及び

（ウ）審査の対象となった再生医療等提供計画の概要

医療機関の名称

（エ）述べた意見の内容

② 審査等業務を行った年月日

（オ）審査の対象となった医療機関が厚生労働大臣又は

③ 審査等業務の対象となった再生医療等の名称

地方厚生局長の当該再生医療等提供計画を提出し

④ 法第 26 条第１項第１号の意見を述べた場合には、審査

た年月日（省令第２７条第２項の通知により把握

の対象となった再生医療等提供計画の概要
⑤ 法第 26 条第１項第２号又は第３号の報告があった場
合には、報告の内容
⑥ 法第 26 条第１項第４号の意見を述べた場合には、再生

した提出年月日）
（２）法第２６条第１項第２号の意見を述べた場合
（ア）報告をした再生医療等提供機関の名称
（イ）報告があった年月日

医療等技術の安全性の確保等その他再生医療等の適正

（ウ）再生医療等提供機関からの報告の内容

な提供のために必要があると判断した理由

（エ）述べた意見の内容

⑦ 述べた意見の内容
⑧ 法第 26 条第１項第１号の意見を述べた場合には、医療

（３）法第２６条第１項第３号の意見を述べた場合
（ア）報告をした再生医療等提供機関の名称

機関の管理者等が厚生労働大臣又は地方厚生局長に審

（イ）報告があった年月日

査等業務の対象となった再生医療等提供計画を提出し

（ウ）再生医療等提供機関からの報告の内容

た年月日（省令第 27 条第２項の通知により把握した提

（エ）述べた意見の内容

出年月日）

（４）法第２６条第１項第４号の意見を述べた場合
（ア）意見を述べた再生医療等提供機関の名称
（イ）意見を述べた年月日
（ウ）再生医療等技術の安全性の確保等その他再生医療
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等適正な提供のために必要があると判断した場合
（エ）述べた意見の内容
（秘密保持義務・個人情報保護）

（秘密保持義務）

第 16 条

委員会の委員若しくは審査等業務に従事する者は、当該

第１２条 委員会の委員若しくは審査等業務に従事する者は、当該

審査業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。

審査業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。

２ 委員及び事務局は、利用目的の達成に必要な範囲内におい

条項のずれの訂正
法第 26 条第 4 項第 3
号関係

て、個人情報を正確かつ最新の内容に保つとともに、利用す
る必要がなくなったときは、当該個人情報を遅滞なく消去す
るよう努めなければならない。
３ 個人情報は、原則として施錠可能な保管場所に保管するこ
と。
４ 紙媒体による審査業務関係書類の保管については、所定の
保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意す
るものとする。使用目的を終えた書類は、裁断等処理を実施
して、他の者が見読不可能な状態にして速やかに廃棄しなく
てはならない。
５ 電磁的に保存されている審査業務関係書類をコンピュータ
を用いて保存している場合は、コンピュータの利用実態等に
応じて、情報へのアクセス制限等を適宜実施するものとする。
また、通信回線等を経由しての情報漏出外部からの不正侵入
等の被害を未然に防ぐよう、厳重な措置を講じるものとする。
特に、関係者以外の者が立ち入る場所、またはその近くにお
いてコンピュータ上の審査業務を利用する際には、モニター
に表示された画面を通じて被験者の個人情報が本人以外の外
部の者の目に触れることのないよう留意しなくてはならな
18
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い。
(２)コンピュータに格納された審査業務関係書類は、機械的な
故障等により情報が滅失したり見読不能となることのない
よう、事務局において適宜バックアップの措置を講じるもの
とする。また、バックアップファイル及び記録媒体の取り扱
い、保管は、事務局管理のもとに厳重に取り扱うものとする。
(３)コンピュータ内の審査業務関係書類の全部又は一部を、外
部での利用のために、他のコンピュータまたは記録媒体等
に複写することは原則として禁止する。
(４)コンピュータ等に電磁的に保存された個人情報をプリント
アウトした場合には、厳重な取り扱いをしなくてはならない。
使用目的を終えた書類は、裁断等処理を実施して、他の者が見
読不可能な状態にして速やかに廃棄しなくてはならない。
６ 審査業務関係書類の保存期間は、次のとおりとする。
⑴ 委員

再生医療提供計画が終了するまでの期間

⑵ 事務局

審査業務を行なった日から 10 年

７ 利用目的や保存期間が終了した個人情報は、直ちに、廃棄す
ること。
(教育又は研修)

（研修）

文言の訂正

第 17 条

第１３条 管理者は、委員の教育または研修の機会を確保する。

省令第 70 条関係

当委員会設置者は、年一回以上、委員等(認定再生医療等
委員会の委員、技術専門員及び運営に関する事務を行う
者をいう。以下同じ。)に対し、教育又は研修の機会を確
保しなければならない。ただし、委員等が既に当該認定
医委員会設置者が実施する教育又は研修と同等の教育又
は研修を受けていることが確認できる場合は、この限り

19

特定認定再生医療等委員会規程
新

新旧比較表
旧

備考

ではない。
（事務局）

(事務局)

第 18 条

第１４条

医療法人財団康生会武田病院総務部に委員会の事務局を
設置し、委員会の事務を行うものを選任する。

２

前項により選任された認定再生医療等委員会の運営に関す

医療法人財団康生会武田病院内に委員会の事務局を設置

条項のずれの訂正

し、委員会の事務を行うものを選任する。

文言の訂正

(新設)

省令第 69 条第 2 項関

る事務を行なう者は、当該認定再生医療等委員会の審査

係

等業務に参加してはならない。
(相談・苦情窓口)
第 19 条

省令第 49 条第 1 項第

(新設)

本委員会における相談・苦情窓口を医療法人財団康生会武

6 号関係

田病院総務部(連絡先:075-361-1355)とする。相談・苦情の手
続き方法は、相談・苦情窓口に連絡し、所定の用紙に内容を
記載し提出する。委員長が検討を行い、委員長または相談・
苦情窓口担当者より相談・苦情申出者へ連絡を行う。
（委員会の廃止及び廃止後の措置について）

（委員会の廃止及び廃止後の措置について）

第 20 条

第１５条

認定委員会設置者は、認定委員会の廃止の届出を行おうと

医療法人財団康生会武田病院は十分な財政基盤を有し、

条項のずれの訂正

するときは、あらかじめ、厚生労働省近畿厚生局へ相談しな

審査等業務は適正且つ公平に行えるよう、その活動の自

省令第 59 条第 2 項

ければならないこととする。

由及び独立が保障されているため、継続的に当該委員会

省令第 60 条関係

２ 認定委員会設置者は、認定委員会の廃止の届出を行おうと

を設置することができ、当該委員会が廃止しても速やか

するときは、あらかじめ、その旨を当該再生医療等委員に再

にその旨を再生医療等提供計画を提出した再生医療等提

生医療等提供計画を提出していた医療機関に通知することとす

供機関に通知し、再生医療等提供の継続に影響を及ぼさ

る。

ないよう、他の再生医療等委員会を紹介すること、その
他の適切な措置を講じることとする。

３ 認定委員会設置者は、認定再生医療等委員会を廃止したと
きは、速やかに、その旨を当該認定再生医療等委員会に再生
20
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医療等提供計画を提出していた医療機関に通知することとす
る。
４ 認定委員会設置者は、当該認定再生医療等委員会に再生医
療等提供計画を提出していた医療機関に対し、当該再生医療等
提供機関における再生医療等の提供又はその継続に影響を及ぼ
さないよう、他の認定再生医療等委員会を紹介すること、その
他の適切な措置を講じることとする。
(疾病等の報告)
第 21 条

再生医療の実施期間中に疾病等が発生した場合、実施医療

(新規)

省令第 35 条関係

（厚生労働大臣への報告）

（厚生労働大臣への報告）

省令第 66 条関係

第 22 条

第１６条 当委員会は、当該認定再生医療等委員会が再生医療等提

条項のずれの訂正

機関より当特定認定再生医療等委員会へ報告を受け、意見を
述べる。 同様に、厚生労働大臣へ報告し、その指示のもと必
要な措置を講ずるものとする。なお、この報告期限は、死亡
および死亡につながるおそれのある症状の場合は 7 日以内、
その他の場合は 15 日以内とする。

当委員会は、次に掲げる意見を述べたときには、遅滞な
く、厚生労働大臣にその旨の報告をする。
１再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供を継
続することが適当でない旨の意見を述べたとき

供計画に記載された再生医療等の提供を継続することが
適当でない旨の意見を述べたときは、遅延なく、厚生労
働大臣にその旨を報告する。

2 第二十条の二第四項の規定により意見を求められた場合
に意見を述べたとき
3 疾病等発生時に意見を述べたとき
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（雑則）
第 22 条

備考

（雑則）
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要
な事項は、委員会が別に定める。

附

第１７条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要
な事項は、委員会が別に定める。

則

本規程は、平成 27 年 12 月 11 日から施行する。

条項のずれの訂正

附

則

本規程は、平成 27 年 12 月 11 日から施行する。

平成 30 年 8 月 3 日から変更実施する。

平成 30 年 8 月 3 日から変更実施する。

平成 31 年 4 月 1 日から変更実施する。

変更実施日記載
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