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令和３年度事業報告 

自 令和３年４月 １日 

至 令和４年３月 31 日 

 
概 況 
 
 令和３年度の一般社団法人日本血液製剤協会（以下「血協」という。）の会員

数については、正会員５名、賛助会員１名に変動はなかった。 

役員については、令和３年６月３日の定時社員総会において役員の改選が行

われ、理事長（代表理事）に石川隆英氏、常任理事に塩入將介氏及び永里敏秋氏、

専務理事に矢作均氏、理事に吉田いづみ氏を選任した。また、監事には横井祐太

氏及び伴野丞計氏を選任した。 

事業運営については、前年度に続き新型コロナウイルス感染症対策に関する

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の発令等により、感染防止対策実施等

に伴う活動の制約はあったものの、WEB 活用を中心とした事業活動を実施した。 

広報関係では、血協ホームページによる正しい知識の普及啓発を図ることを

目的として、ホームページの更なる充実による利便性の向上を目指すこととし、

血漿分画製剤に係る新規適応症の追加や、血漿分画製剤 Q&A における掲載内容

の更新等を行うことにより、掲載内容の充実を図った。また、厚生労働省医政局

長及び保険局長通知による「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵

守すべきガイドライン」が令和３年 11 月 30 日に改訂されたことから、パンフ

レット「血漿分画製剤の役割と安定供給に向けて－取引適正化のお願い－」につ

いて、ガイドライン改訂内容を反映した第２版を令和４年１月に作成するとと

もに、血協ホームページにも掲載を行った。 

このほか、医療関係者に対する情報提供の適正化の観点から、静注用免疫グロ

ブリン製剤に係る抗体価の測定値を示した表（以下「抗体価表」という。）の取

り扱いについて、抗体価表の測定値と疾患治療に対し科学的及び客観的な根拠

が明確であるとは言えないこと、また、抗体価の測定法や測定項目、測定会社等

は各社様々であり統一された方法による数値ではないことから、医療関係者に

誤った認識を与える可能性があるため、抗体価表のあり方について検討を行っ

た結果、抗体価表を用いた販売情報提供活動は統一的に終了することとし、令和

３年７月に血協による医療関係者向けのお知らせ文書を作成し、会員各社にお

いて医療関係者に周知を行うとともに、血協ホームページにも掲載することに

より周知等を行った。 

 薬価関係では、政府における令和４年度薬価制度改革において、日本製薬団体
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連合会（以下「日薬連」という。）から、中央社会保険医療協議会（以下「中医

協」という。）にて表明する意見に盛り込む事項の提出依頼があり、令和３年３

月22日に基礎的医薬品制度の対象範囲の維持等を盛り込んだ要望書を日薬連に

提出した。中医協では、令和３年５月 12 日の薬価専門部会にて関係業界からの

意見聴取があり日薬連から意見陳述が行われた。最終的には令和３年 12 月 22

日に令和４年度薬価制度改革の骨子が取りまとめられた。 

一方、臨床上の必要性が高い医薬品の市場への安定供給確保を図る観点から、

中医協において議論された薬価上の措置については、安定確保医薬品のうち優

先度の高い品目（カテゴリーA）を対象に一定の要件のもと基礎的医薬品として

取り扱うこととなった。しかしながら、血液製剤及びワクチンは、生産や流通等

の特性が一般の医療用医薬品とは異なるとして安定確保医薬品には含まないと

されている。血液製剤は、安定確保医薬品の対象とされた医薬品と同様に、医療

現場で重要な役割を担っており、安定供給確保のための対策が必要であること

に何ら遜色がないにもかかわらず、安定確保医薬品に含まれないことにより安

定供給確保を図るための薬価上の措置の対象とはならないという、薬価基準上

の位置づけに曖昧さが残る結果となった。 

 

 

会議開催状況 

 

Ⅰ．総会、理事会、常任理事会の開催            開催数：14 回 

   定時社員総会：１回、臨時社員総会：１回 

   理事会：６回、常任理事会：６回 

 

 １．総会                        開催数： 2 回 

  (1)第 64 回定時社員総会 

   ①日時、場所 

     開催日：令和３年６月３日（木） 

     場所：日本公衆衛生協会１階会議室 

   ②議事内容 

    1) 令和２年度事業報告（案）の承認の件 

    2) 令和２年度決算報告（案）の承認の件 

    3) 役員（理事）選任の件 

  (2)臨時社員総会 

   ①日時、場所 

     開催日：令和３年３月 23 日（水） 
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     場所：日本公衆衛生協会１階会議室 

   ②議事内容 

    1) 令和４年度事業計画（案）の承認の件 

    2) 令和４年度会費負担（案）の承認の件 

    3) 令和４年度予算（案）の承認の件 

 

 ２．理事会・常任理事会                 開催数：12 回 

  (1)開催日時、場所 

   ①理事会：令和３年５月 13 日、同年６月３日、同年７月８日 

同年 10 月 14 日、同年 12 月９日、令和４年３月３日、 

        日本公衆衛生協会１階会議室、新宿 T-spaceⅡ会議室、 

        スタジオスペース新宿御苑 

   ②常任理事会：令和３年４月８日、同年６月 17 日、同年９月２日、 

同年 11 月４日、令和４年 1月６日、同年２月３日 

        日本公衆衛生協会１階会議室、日本血液製剤協会事務室 

  (2)議事内容 

    予算・決算及び事業計画・事業報告等に関する当協会の根幹を形成する

事項について審議を行うとともに、協会の活動方法等の重要事項や課題

についてより深く幅広い検討を行った。 

 

Ⅱ．事業の執行に関する事項 

１．各委員会                      開催数：13 回 

 (1)座長会                        開催数： 0 回 

座長会は開催していないが、令和４年度事業計画（案）及び予算（案）に

関して、各委員会の事業活動を事業計画及び予算に反映させる必要があるた

め、令和４年１月に各委員会の座長に対してメールにて意見を聴取した。 

   

(2)広報委員会                       開催数：3回 

① 本年度の広報活動については、血液製剤に係る正しい知識の普及啓発の

観点から、血協ホームページ及び既存パンフレットにおいて内容の充実を

図ることとし、令和３年 11 月２日、12 月２日及び令和４年１月 14 日に

WEB 形式により開催し、具体的な改訂内容の検討を行った。 

   ② ホームページ掲載内容の更新については、 アンチトロンビン製剤におい

て、アンチトロンビン低下に伴う門脈血栓症が適応症に追加されたことか

ら、当該適応症の追加を行った。また、「血漿分画製剤の Q&A」において、

掲載内容の更新及び表記の適正化を行った。これらについて、令和４年３
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月 11 日にホームページを更新した。 

  ③ パンフレットの改訂については、「血漿分画製剤の安定供給に向けて－

取引適正化のお願い－」において、厚生労働省医政局長及び保険局長通知

による「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイド

ライン」が令和３年 11 月 30 日に改訂されたことから、当該パンフレット

にガイドライン改訂内容を反映するとともに、会員企業の変動及び住所変

更も含め、改訂２版として令和４年１月に作成した。また、併せて、新た

にホームページにも掲載を行うことにより周知を図った。 

    また、パンフレット「血漿分画製剤をご理解いただくために」について

も、平成 26 年度作成版であることから掲載内容が古いため更新版を作成

することとし、具体的な更新内容の検討を行った。内容更新に当たっては、

平成 31 年４月に施行された「医療用医薬品の販売情報提供活動に関する

ガイドライン（厚生労働省策定）」を踏まえた記載に見直す必要もあるこ

とから、慎重に作業を進めることとし、次年度に作業を継続することとし

た。 

  ④  令和３年６月に産経新聞より、７月の「愛の血液助け合い運動月間」に

合わせた活動として、「献血推進キャンペーン」の協賛依頼があり、昨年同

様協会として協賛することし、令和３年６月 25 日付の産経新聞の朝刊（東

京版、埼玉版）に掲載した。 

 

(3)薬価制度研究会                    開催数：2回 

①  政府による薬価制度改革に向けた検討においては、中央社会保険医療協

議会（中医協）における議論の過程において、課題の整理と議論を深める

観点から、関係業界より意見聴取が通例行われており、製薬業界団体から

は日本製薬団体連合会（日薬連）が意見陳述を行っている。日薬連では意

見陳述にあたっては、血協を含む加盟団体に対し意見に盛り込むべき事項

の提出を依頼し取りまとめた上で、意見陳述が行われているところである。 

② 次期薬価制度改革については、従前であれば隔年による本改定となる令

和６年度改定に向けた血協要望事項の検討を行うことになるが、令和３年

４月に初めて薬価の中間年改定が行われたことから、令和５年度中間年改

定実施に向けた関係業界から意見聴取が行われた場合に備え、令和３年 12

月７日に WEB 併用形式で開催し、血協から日薬連に提出する要望事項の検

討を行った。なお、その後日薬連からは要望事項提出依頼がなかったため、

令和６年度薬価制度改革に向けた血協要望事項の検討に改めることとし、

令和４年３月 17 日に WEB 併用形式にて開催し検討を開始した。 
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(4)技術委員会                                開催数： 0 回 

本年度は、委員会の開催は行わなかったが、生物学的製剤基準の改正案

（血液製剤の各条から異常毒性否定試験の廃止等）に関する厚生労働省か

ら意見照会について、座長より委員内でメールを展開し検討を行い、厚生

労働省に検討結果の回答等を行った。当該基準改正については、令和３年

10 月 21 日厚生労働省告示第 376 号をもって改正された。 

 

(5)くすり相談委員会                   開催数：4回 

① 四半期毎に開催することを基本とし、令和３年５月 17 日、８月 24 日、

11 月 24 日及び令和４年２月 25 日において、いずれも WEB 形式により委

員会を開催した。 

②  日薬連安全性委員会くすり相談部会の「各加盟団体活動状況報告」、「医

薬品 PL センター報告」及び「安全性委員会報告」等を基に、情報交換及

び相互研鑽を行った。 

③  医療機関に対する統一的な対応を図るため、問合せ対応事例をテーマ

として、対応上の問題点等を討議のうえ対応をとりまとめ、これを会員間

で共有した。 

④  静注用免疫グロブリン製剤に係る抗体価表について、医療機関からの

求め等に応じ会員各社において配付を行っていたが、抗体価表の測定値

と疾患治療に対し科学的根拠が明確であるとは言えないこと、また、抗体

価の測定法や測定項目、測定会社等は会員各社様々であり統一された数

値ではないことから、医療関係者に誤った認識を与える可能性があるた

め、「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン（平成 30

年９月厚生労働省策定）」や「血協コード・オブ・プラクティス」に照ら

し、抗体価表のあり方について検討を行った。その結果、販売情報提供活

動としての抗体価表の配付を統一的に終了することとし、令和３年７月

に医療関係者への周知を目的として血協によるお知らせ文を作成し、会

員会社において個別に医療関係者に周知を行うとともに、血協ホームペ

ージにも掲載を行うことにより周知を行った。  

⑤ 血協ホームページにおける「医療関係者向け Q&A」について、掲載内容

の更新を行うこととし、検討を開始した。 

 

 (6)添付文書検討委員会                  開催数：0回 

本年度は、検討する議案がなかったため、開催されなかった。 
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 (7)血液事業検討委員会                       開催数：0回 

本年度は、検討する議案がなかったため、開催されなかった。 

 

 (8)企業倫理委員会                     開催数：2回 

  会員各社によるコード・オブ・プラクティスの遵守状況を確認するため、

審査監督委員会との合同委員会として、令和２年度の遵守状況については

令和３年４月８日に WEB 併用形式で、令和３年度の遵守状況は令和４年３

月 10 日に WEB 形式により開催し、会員各社から遵守に向けた取組み結果

の報告を行い、全社とも遵守されていることを確認した。 

 

(9)審査監督委員会                    開催数：2回 

① 当該委員会は、審査監督委員会規程に基づき、コード・オブ・プラクテ

ィスに定める「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」

に係る違反被疑事案の調査・審査や遵守状況の把握とともに必要な指導・

助言等を行うことを目的としており、会員各社から独立性を有する第三

者委員を含めた委員構成としている。 

委員会運営においては、コード・オブ・プラクティスの遵守状況を企業

倫理委員会と合同で開催のうえ確認することとし、違反被疑事案発生に

より調査・審議が必要な場合は審査監督委員会として適宜開催すること

としている。 

② 本年度は、会員会社によるコード・オブ・プラクティスの遵守状況の確

認について、令和２年度分の確認を令和３年４月８日に WEB 併用形式で、

令和３年度分の確認を令和４年３月 10 日に WEB 形式により、いずれも企

業倫理委員会との合同委員会として開催し、全社とも遵守されているこ

とを確認した。 

なお、違反被疑事案発生に伴う調査・審議等を行うことを目的とした開

催については、違反被疑事案の発生がなかったため開催しなかった。 

 

 (10)危機対応委員会                     開催数：0回 

本年度は、会員各社において安定供給に影響が及ぶような災害等の発生

がなかったため、委員会を招集しなかった。 

 

 ２．その他（事務局が傍聴した各種審議会等）  

    厚生労働省による各種審議会等の開催においては、新型コロナウイル

スの感染拡大防止の観点から、傍聴を報道関係者に限定した WEB 会議に

よる開催が主体となっているため、厚生労働省ホームページに掲載され
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る資料及び議事録により審議状況等を確認した。 

 

 

＊令和３年度に血協を代表し関連団体等の委員等に就任して、業界活動を行っ

ている者の氏名等 

氏 名       会員会社名     役 職 

日薬連 理     事   石川 隆英 一般社団法人日本血液製剤機構 理事長 

安全性委員会委員  平井 俊朗 一般社団法人日本血液製剤機構 信頼性

保証本部安全管理部安全管理部部長 

    再評価委員会委員  飯室 太喬 一般社団法人日本血液製剤機構 信頼性

保証本部市販後調査部市販後調査課 

     薬制委員会副委員長 小松  聡 日本製薬株式会社 信頼性保証部 

医薬情報グループ課長代理  

    品質委員会委員    萱原 秀信 一般社団法人日本血液製剤機構 信頼性

保証本部品質保証部課長補佐 

    くすり相談部会委員    小川 容子 一般社団法人日本血液製剤機構 学術研

修部くすり相談室室長 

    保険薬価研究委員会常任運営委員会社  

一般社団法人日本血液製剤機構 

    保険薬価研究委員会運営委員会社  日本製薬株式会社 

     ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ利活用流通検討 PJ 森 亘 日本製薬株式会社 営業本部マーケテ

ィング部営業推進グループシニアスタッフ 


