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再生 医療等提供計画等 の記載要領等 につい て

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 )に よる再生医療等提
供計画等 の記載 につい て は別紙 1、 再生 医療等委員会認 定 申請書 につい ては別 紙 2、 特定
エ物製造届 出書 につい て は別紙 3の とお り留
細胞加 工物製造許 可 申請 書等及 び 特定細胞 カロ
意事項 を定 めま したので 、貴管下 医療機 関及び関係機 関等 に対 し、周知 をお願 い します。

再生医療等提供計画
※ 再生医療等提供計画

(省 令様式第

(省 令様式第

1)の 記載要領等について

1)の 記載 に当た つては、添付書類 に詳細 を記 した

ことを もつて各欄 の記載 を省略す るのではなく、当該様 式 における記載 をもつて提供 し
よ うとす る再生医療等 の概要がわかるよ う、各欄 にお いて簡潔 に記載す る こと。なお、
各欄で記載内容 が一部重複す る場合であって も、それぞれ の欄 に当該内容 について簡潔
に記載す ること。

1「 再生医療等提供機関の名称、住所、管理者 の氏名」欄 について
再生医療等を共同研究 として行 う場合 は、共同研究 を統括す る医療機関 の管理者が所属
す る医療機 関の名称、住所及 び当該管理者 の氏名 を記載す る こと。

2「 提供 しよ うとす る再生医療等及びその内容」欄 について
(1)「 提供 しよ うとす る再生医療等 の名称」欄について
再生医療等技術 の内容が明確 に判別できるよ うな簡潔 な名称 とす ること。
(2)「 再生医療等 の分類」欄 の 「判断理由」欄 について
提供 しよ うとす る再生医療等 の 内容及び再生医療等 に用い る特定細胞加 工物 の特性
を簡潔 に記載 し、分類 を判断 した理 由について 、「「再生医療等 の安全性 の確保等 に関す
る法律」、「再生医療等 の安全性 の確保等に関す る法律施行令」及び 「再生医療等 の安全
性 の確保等 に関す る法律施行規則」 の取扱 い につい て (平 成 26年 10月 31日 付け医政
研発 1031第 1号 厚 生 労働省 医政局研究開発振興課長通知)」 の図 2(第 一種・ 第 二種・
第 二種再 生医療等技術 の リス ク分類)に 基づ き、 どの よ うな検討 を経て、 どの よ うに図
中で分類 を判断 したかについて判断 の結果 を含 め記載す る こと。

(3)「 再生医療等 の 内容」欄 について
次に掲げる事項 を含む こと。
①

再生医療等 の対象疾患等

②

再 生 医療等を受 ける者 の基準
再生医療等 を受 ける者 の主な選択基準、除外基準を記載す ること。

③

再生医療等 に用 い る細胞

④

原料 となる細胞 の採取 の方法
採取部位 、採取方法

⑤

(細 胞加 工物 の構成細胞 となる細胞 )

)
(用 い る器具、採取す る量、麻酔方法等 を記載す る こと。

細胞 の加 工の方法
細胞 に対 し施す加 工の内容 を簡潔 に記載す る こと。

⑥

細胞加 工物 の投与 の方法
投与 を行 う場所

⑦

(例

:手 術 室)及 び投与方法 を記載す ること。

研究 の場合 にあつては以下 の事項

・

イ 研究 目的・意義
国内における研究 の対象 となる疾患の患者数、研究 の対象 となる疾患 の治療法
の現状 と今回行 う予定 の治療法 が従来 の治療法 と比 べ て優れ て い る と考 え られ
る理 由を簡潔 に記載す ること。
口 研究方法 の概要

(研 究デザイ ン、評価項 目等)

・ 研究デザイ ン
単施設 か多施設 か、盲検 か非盲検 か、ランダム化 の有無、科学的妥 当性 を示
す にあた つて対照群を どのよ うに設定す るのか、設定 しない ので あれば どの よ
うに科学的妥 当性 を評価す るのか等について記載す ること。
・

評価項 目

̀

主要評価項 目と副次評価項 目を記載す ること。
ハ 研究期間
例 :提 供開始 か ら 3年 、 ただ し登録期間 2年 、経過観察期間 1年
二 対象患者数
例 :50例 、被験者群 25例 、対照群 25例

(設 定数 の根拠 について も記載す る こ

と。)

(4)「 再生医療等 を行 う医師又は歯科医師 に関す る事項」欄 について
再生医療等 を行 う医師又は歯科医師 が複数名 の場合 は、「氏名」か ら 「役職」 まで の
欄 を増や して、記載す ること。

3「 人員及 び構造設備その他 の施設」欄 について
第 一種再 生 医療等又は第二種再生医療等を提供す る場合は必ず記載す る こと。
また「救急医療 に必要な施設又は設備」欄 の「救急医療 に必要な施設又は設備 の内容

(他

の 医療機 関 の場合 はそ の 医療機 関の名称及び施設又は設備 の 内容)」 欄 につい ては、救急
医療 のために確保 している病床数、設備 の内容

(エ

ックス線装置、心電図、輸血及 び輸液

のための装置等)に ついて記載す ること。

4「 共同研究機 関に関す る事項」欄 について
(1)「 共同研究機 関」欄 について
複数 の共同研究機 関がある場合 は、「名称」か ら「救急医療 に必要な施設又は設備

(第

一種再生医療等又は第 二種再生医療等 を提供す る場合 のみ必須)」 までの欄 を増や して、
記載す ること。

(2)「 再生医療等 を行 う医師又は歯科医師 に関す る事項」欄 について
再生医療等 を行 う医師又は歯科医師 が複数名 の場合 は、「氏名 」 か ら 「役職」 まで の
欄 を増や して 、記載す る こと。

(3)「 救急医療 に必要な施設又は設備」欄 の 「救急医療 に必要な施設又は設備 の内容

(他

の医療機 関の場合はそ の医療機関 の名称及び施設又は設備 の内容)」 欄 につい て
救急医療 のために確保 している病床数、設備 の内容

(エ

ックス線装置、心電図、輸血

及び輸液 のための装置等)に ついて記載す ること。

5「 再生医療等に用い る細胞 の入手 の方法並びに特定細胞加 工物の製造及び品質管理 の方
法

(特 定細胞加 工物 を用 い る場合 のみ記載 )」

欄 につい て

(1)「 細胞 の入手 の方法」欄 の「細胞提供者 か ら細胞 の提供 を受 ける医療機関等 の名称 (動

物 の細胞 を用 い る場合 にあつて は当該細胞 の採取 を行 う機 関等 の名称)」 欄 につい て
細胞 の提供 を受 ける医療機 関等 が、再生 医療等 を提供す る医療機関 と同一で ある場合
には、「再生 医療等提供機関 と同 じ。」 と記載す るこ と。
共同研究機 関で細胞の提供 を受ける医療機 関等 が異なる場合は、共同研究機 関 ごとに
記載す る こと。

(2)「 細胞 の入手 の方法」欄 の 「細胞提供者 の選定方法

(動 物 の細胞 を用 い る場合にあつ

ては ドナー動物 の選定方法)」 欄 について
次 に掲 げる事項 (ド ナー動物 につい てはこれに準ず る事項 )に つい て記載す ること。
①

細胞提供者 の健康状態

②

細胞提供者 の年齢

(3)「 細胞 の入手 の方法」欄 の 「細胞提供者 の適格性 の確認方法

(動 物 の細胞 を用 い る場

合 にあつて は ドナ ー動物 の適格性 の確認方法)」 欄 について
細胞提供者 を選定 した後に行 う適格性 の確認事項、例 えば、既往歴、診察 内容、検査
項 目、検査方法等 について記載す ること。

(4)「 特定細胞加 工物 の製造及び品質管理の方法」欄 について
複数 の細胞培養加 工施設で特定細胞加 工物 の製造 を行 う場合は、「製造及 び品質管理
の方法 の概要」 か ら 「細胞培養加 工施設」まで の欄 を細胞培養加工施設 の数 に合わせて
増や し、記載す ること。
(5)「 特定細胞加 工物 の製造及び品質管理の方法」欄 の「製造及 び品質管理 の方法 の概要」

欄 について
採取 した細胞の加工の方法 、特定細胞加工物等 の保管方法 (保 管場所、保管条件及び
保管期間)及 び試験検査 の方法等について簡潔 に記載す ること。

6「 再生医療等製品に関す る事項

(再 生 医療等製品を用 い る場合 のみ記載 )」

欄 について

(1)「 再生医療等製 品の名称」欄 について
再生医療等製 品 の添付文書 に記載 され ている再生医療等製 品 の販売名及 び 一般的名
称 を記載す る こと。

(2)「 再生医療等製 品の製造販売業者 の名称」欄 について
再生医療等製品の製造販売業者 の正式名称 を記載す る こと。

'

(3)「 再生医療等製品の承認 の内容

(用 法、用量若 しくは使用方法又は効能、効果若 しく

は性能に関す る事項)」 欄 について
再生医療等製品の添付文書 の内容 うち、用法、用量若 しくは使用方法又 は効能、効果
若 しくは性能 に関す る事項を簡潔 に記載す ること。

7「 再生医療等技術 の安全性の確保等 に関す る措置」欄 について
(1)「 再生医療等を行 うに当たつての医師又は歯科医師の責務」欄 の 「提供す る再生医療
等 の安全性 についての検討内容」欄 につい て
検討 の過程 で用 いた科学的文献そ の他 の関連す る情報 (研 究論文や学術集会 の発表等)
や実験結果

(動 物実験等)も

含 め、検討 の概要を記載す ること。

同様 の再生医療等技術 の国内外 の実施状況について 、具体的な実施件数、報告例等 を
簡潔 に記載す ること。文献報告 があれば

(筆 頭著者名 ,雑 誌名 ,巻 数 ,発 行年 )を 記載

す る こと。

(2)「 再生医療等を行 うに当たっての医師又は歯科医師の責務」欄 の 「提供す る再生医療
等 の妥当性 についての検討内容」欄 につい て
検討 の過程で用 いた科学的文献そ の他 の関連す る情報 (研 究論文や学術集会 の発表等)
や実験結果

(動 物実験等)を 含 め、提供す る再生医療等 の利益及び不利益 について検討

の概要を記載す る こと。

(3)「 再生医療等 を行 うに当たつての医師又は歯科医師の責務」欄 の 「特定細胞加 工物 の
投与 の可否 の決定 の方法

(特 定細胞加 工物 を用 い る場合 のみ必須)」

欄 につい て

特定細胞加 工物 の投与 の可否 の決定方法 につい て次 に掲げる事項 を記載す る こと。
①

決定を行 う時期

②

決定を行 う者

③

そ の他

(4)「 再生医療等を受ける者 の選定基準

(研 究 として行 う場合 のみ)」 欄 につい て

再生医療等 を受ける者 の選定 の際 に、次 に掲げる事項 を含 め、適切 に考慮 を行 つた上
で基 準を設 けた ことがわかるよ うに記載す ること。特に社会的に弱い立場 にある者等 の
特別 な配慮を必要 とす る者 を研究対象者 とす る場合 にあつて は、当該配慮 を行 つた上で
基準 を設 けた こ とがわかるよ う記載す るこ と。
①

再生医療等を受ける者 の病状

②

再生医療等を受ける者 の年齢

③

その他

(5)「 疾病等 の発生における報告体制 の内容」欄 について
再生医療等 を行 う医師又は歯科医師 が、疾病等 の発 生 を知 った場合 の報告体制 (報 告
先や報告方法等)に ついて記載す る こと。

8「 細胞提供者及び再生医療等を受 ける者 に対す る健康被害の補償 の方法」欄 について
(1)「 細胞提供者について

(特 定細胞加 工物 を用 い る場合 のみ必須 )」

(保 険へ の加入等 の具体的内容)」

欄 の 「補償 の 内容

欄 について

保険に加入予定 の場合はそ の名称や 内容 について記載す ること。健康被害に対す る医
療 を提供す る場合は、そ の 旨を記載す ること。

(2)「 再生医療等 を受 ける者 について
の内容

(研 究 として行 われ る場合 のみ必須 )」 欄 の 「補償

(保 険へ の加入等 の具体的内容 )」

欄 について

保険に加入予定 の場合 はその名称や内容 について記載す る こと。健康被害 に対す る医
療 を提供す る場合 は、そ の 旨を記載す ること。

9「 その他」欄 について
(1)「 細胞提供者及び再生 医療等 を受 ける者 に関す る個人情報 の取扱 いの方法」欄 につい
て
細胞提供者及び再生医療等 を受 ける者 に関す る個人情報につい て、匿名化 の有無等 の
個人情報 の取扱 いの方法 の概要を記載す ること。

(2)「 教育又は研修 の方法」欄について
再生医療等 の提供に係 る関係者 の教育又は研修 の方法

(内 容や頻度等 )を 記載す るこ

と。外部機 関が実施す る教育若 しくは研 修又は学術集会へ の参加 の機会 を確保す る場合
は、そ の内容及び方法 につい て記載す ること。

(3)「 苦情及び問合せへの対応 に関す る体制の整備状況」欄 について
例 えば、苦情及 び 問合せ を受 けるための窓 日、対応 の手順等について記載す る こと。

10 添付書類 について
(1)認 定再生医療等委員会意見書
再生医療等提供計画 に記載 した認定再生医療等委員会 が述 べ た意見書 (通 知様式第
五)の 写 し及び審査の過程がわかる記録の写 しを添付す ること。

(2)提 供す る再生医療等 の詳細 を記 した書類
研究 の場合は研究実施計画書、研究以外 の場合 は再生医療等の提供方法等 の詳細及
び次 に掲げる事項 が記載 された もの を添付すること。
細胞 の入手 の方法

①

イ

細胞 の提供 を受 けた後に再検査 を行 う場合 はそ の方法

口 細胞 の提供 を受 ける際 の微 生物 等 による汚染 を防 ぐための措置
ハ

採取 した細胞 について微 生物等の存在 に関す る検査 を行 う場合 はそ の内容

二 厚 生 労働大臣が定める ES細 胞 の樹 立に関す る手続 きを経 たもので ある場合 は、
②

そ の 旨を証明す る書類
環境 へ の配慮 の内容 (環 境 に影響 を及 ぼすおそれ の ある再生医療等 を行 う場合 )

細胞 の安全性 に関す る疑義が生 じた場合 の安全性 の確保等 を図 るための措置 の内

③
容
④

再生医療等を受 ける者 の健康状態等を把握す るための把握 の内容

(3)実 施責任者及び再生医療等 を行 う医師又は歯科医師の氏名、所属、役職及び略歴
究に関す る実績がある場合 には、当該実績 を含む。)を 記載 した書類
略歴 は、学歴、職歴、資格

(医 師又は歯科医師免許取得 日及び医籍番号)、

(研

臨床経験

(特 に提供す る再生医療等 に関す る臨床経験)及 び研究 に関す る実績 がある場合 は研

究実績 を記載す ること。

(4)再 生医療等 に用い る細胞の提供 を受 ける場合 にあつては、細胞提供者又 は代諾者 に
対す る説明文書及び同意文書 の様式

̀

イ ンフォーム ド・ コ ンセ ン トを取得す る際に使用す る予定の説明文書及び同意文書
を添付す る こと。

(5)再 生医療等を受 ける者 に対す る説明文書及び同意文書 の様式
イ ンフォーム ド・ コンセ ン トを取得す る際に使用す る予定の説明文書及び同意文書
を添付す ること。

(6)再 生 医療等提供計画 に記載 された再生医療等 と同種又は類似 の再生医療等 に関す る
国内外 の実施状況 を記載 した書類 )
再生医療等 と同種又は類似 の再生医療等に関す る国内外 の研究論文等及びそ の概要
(提 供 しよ うとす る再生医療等 との関連性 について も明記 した もの。
)を

添付す ること。

法 の施行 の際現に ヒ ト幹細胞 を用 い る臨床研究に関す る指針 (平 成 25年 厚 生 労働大
臣告示第 317号 )に 基 づ き厚生労働大臣が意見を述 べ た ヒ ト幹細胞臨床研究 を実施 し
てい る者は、当該厚 生労働大 臣の意見 と当該意見を求 めるに当たつて提 出 した書類 一
式 を添付す る こと。
法 の施行 の際現に遺伝子治療臨床研究に関す る指針

(平 成

16年 文部科学省 。厚 生労

働大臣告示第 2号 )に 基 づ き厚生労働大臣が意見を述 べ た遺伝子治療 臨床研究 を実施
している者 は、当該厚 生 労働大臣の意見 と当該意見 を求めるに当たつて提 出 した書類
一式 を添付す ること。
法 の施行 の際現 に 「厚生労働 大臣の定める先進 医療及び施設基準 の制定等 に伴 う実
施上 の留意事項及 び先進医療 に係 る届出等 の取扱 い」 (平 成 24年 医政発 0731第 2号 、
薬食発 0731第 2号 、保発 0731第 7号 )に 基 づ き先進医療 を実施 してい る者 は、厚生
労働大臣に提出 してい る書類 一式を添付す ること。

(7)再 生医療等に用い る細胞に関連す る研究を記載 した書類
使用す る細胞 に関連す る研究論文等及びそ の概要 (提 供 しよ うとす る再生医療等 と
の関連性 につい ても明記 した もの。)を 添付す ること。

(8)特 定細胞加 工物概要書、特定細胞加 工物標準書、衛生管理基準書、製造管理基準書
及び品質管理基準書

特定細胞加 工物 を用 い る場合 は、特定細胞加 工物 を製造す る際 の特定細胞加 工物概
要書、特定細胞加 工物標準書、衛 生管理基準書、製造管理基準書及び品質管理基準書
を添付す ること。

(9)再 生医療等製品の添付文書等
再生医療等製品を用 い る場 合 は、再生医療等製品の承認 の内容が分かる文書又は文
書 の写 しを添付す る こと。

(10)再 生 医療等 の内容 をできる限 り平易な表現を用 いて記載 した もの
再 生 医療等 の内容 について 図等 を用 い 、できる限 り平易 な表現 を用 いて記載 した も
の

(一 般 の立場 の者 が理解 できるよ うなもので あつて、可能な限 り 1枚 でま とめた概

要 であることが望ま しい。)を 添付す る こ と。

′

(11)委 託契約書 の写 しその他 これ に準ず るもの
特定細胞加 工物 の製造 を委託す る場合 は、委託契約書 の写 し又 は契約締結前 の契約
の様式等 の契約者及びそ の内容が分かる書類を添付す ること。

(12)個 人情報取扱実施規程
再生医療等提供機関で定めた個人情報取扱実施規程 の写 しを添付す ること。

'

再生医療等委員会認定申請書

(省 令様式第

5)の 記載要領等について

1「 再生医療等委員会に関す る事項」欄 について
(1)「 審査等業務 を行 う体制」欄 について
次 に掲げる事項等について記載す ること。
①

再生医療等委員会 の開催頻度等 の実施 の方法

②

審査等 に関す る規程 の公表方法

③

審査等業務が適正かつ公平に行 えるよ う、その活動 の 自由及び独 立が保障 されて
い る こと。例 えば学術団体 が設置す る場合 は、設置者 と委員 の関係や委員 の適 正性
について要約 を記載す ること。 また、 自由及び独 立が保障 されてい ることについて
は、当該団体 の運営が特定 の医療機関 と利害関係 がな く、独 立 した組織 であること
な どを記載す ること。

④

審査等業務 を継続的に実施できること。例 えば、設 置者 の財政的な基盤や これま
での運営状況、今後 の方針

(廃 止の場合 の他 の認定再 生医療 等委員会 の紹介やそ の

他適切な措置に関す る事項 を含 む)な どについて記載す ること。

(2)「 手数料 の算定 の基準

(手 数料を徴収す る場合 のみ記載)」

欄 につい て

次 に掲げる事項 を記載す る こと。
①

手数料 の額は、審査等業務 の対象 となる再生医療等技術 の種類 によつて手数料 が
異なる場合 はそれぞれの額 を記載す ること。

②

手数料 の算定方法 は、手数 料 の額 を定めるに当た って算定 の基礎 とな った もの
(例 えば交通費や委員 へ の謝金等)を 記載す ること。

2「 委員名簿」欄 について
(1)「 委員 の構成要件 の該 当性」欄 の 「特定認定再生医療等委員会 の場合」欄 について
設置 しよ うとす る再生医療等委員会 が特定認定再生医療等委員会である場合 は、留意
事項 6の うち、該 当す る数字 (① 〜⑧ )を それぞれ の欄 に記載す る こと。
(2)「 委員 の構成要件 の該 当性」欄 の 「第 二種再生医療等提供計画 のみに係 る審査等業務
を行 う場合」欄 につい て
設置 しよ うとす る再生医療等委員会 が第 二種再生医療等提供計画 のみ に係 る審 査等
業務 を行 う認定再 生 医療等委員会 である場合は、留意事項 6の うち、該 当す る文字 (a,b,c)
をそれぞれ の欄 に記載す ること。

(3)「 委員 の構成要件 の該 当性」欄 の 「職業

(所 属及 び役職 )」

欄 につい て

所属及 び役職 を記載す るとともに、委員が医師又は歯科医師である場合は、その 旨を
記載す ること。

3

添付書類 につい て
次に掲げる書類 を添付 しなければな らない。

(1)再 生医療等委員会 の全ての委員 の略歴 を記載 した書類

(2)再 生医療等委員会 の審査等業務 に関す る規程
(3)再 生医療等委員会 を設置す る者 に関す る証明書類
(病 院等 の開設許可証又は開設証明証、法人 の登記事項証明書

等)

(4)再 生 医療等委員会 の設置者 が、医学医術 に関す る学術団体、一般社団法人又 は一般
財団法人、又は特定非営利活動法人である場合 は、(1)か ら (3)ま での書類 に加 え、
次 に掲げる書類 を添付 しな ければな らない。
設置者 が認定再 生 医療等委員会 を設置す る旨を定めた定款そ の他 これに準ず るも

①
の

②

役員

(い かなる名称 によるかを問わず 、 これ と同等以上の職権等 を有す る者 を含

む )の うちに、医師、歯科 医師、薬剤師、看護師そ の他 の医療 関係者 が含 まれてい
る こと。 また、役員 に占める特定 の医療機関の職員そ の他 の 当該 医療機 関 と密接 な
関係 を有す る者 、特定 の法人 の役員又は職員そ の他 の 当該法人 と密接 な関係者 を有
す る者 の割合 がそれぞれ 、3分 の 1以 下であることを満 たす ことを確認 できる書類
③ 財産的基礎 を有 してい ることを確認できる書類

(例

えば、財産 目録、貸借対照表、

損益計算書や、会費収入、財産 の運用収入、恒常的な賛助金収入等 の安定 した収入
源 を有す ることが分かる書類 )

特定細胞加 工物製造許可申請書等

(省 令様式第

14)及 び特定細胞加工物製造届出書

(省 令

様式第 27)の 記載要領等につい て
※ 収入印紙貼付欄 には 9万 円分 の国 の収入印紙 を貼 り付 けずに、登録免許税 の領収書
を添付す ること。

I 特定細胞加 工物製造許可申請書等 の記載要領等
1「 細胞培養加 工施設及びその内容」欄 について

(省 令様式第 14)

(1)「 施設管理者 に関す る事項」欄 について
施設管理者 の略歴 については、職歴、実務経験、管理経験、取得資格、著書、研究実
績等 の うちか ら、特定細胞加工物に係 る生物学的知識 を有す ることを示す主なもの を記
載す る こと。

(2)「 業務 を行 う役員 の氏名

(法 人 の場合 )」

欄 につい て

申請者が法人 の場合は、次に掲げる場合 に応 じて当該者 の氏名 を記載す ることぃ
合名会社 にあっては、定款 に別段 の定めがない ときは社員全員
合資会社 にあつては、定款 に別段 の定めがない ときは無 限責任社員全員
合同会社 にあっては、定款 に別段 の定めがない ときは社員全員
株式会社 (特 例有限会社 を含 む。)に あっては、会社 を代表す る取締役及び特定細
胞加 工物 の製造 の許可に係 る業務 を担 当す る取締役。 ただ し、委員会設置会社 にあつ
ては、代表執行役及 び特定細胞加 工物 の製造 の許可に係 る業務 を担 当す る執行役。
外国会社 にあっては、会社法第 817条 にい う代表者
民法法人・協同組合等にあって は理事全員。ただ し、業務 を担 当 しない理事 を除 く。

(3)「 申請者 (法 人 にあつては、そ の業務 を行 う役員 を含む。)の 欠格条項」欄 について
「関係法令又 はこれ に基づ く処分 に違 反 した こと」欄 に該 当す る関係法令 には、「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 )若
しくは 「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 )そ の他薬事に関す る法令で政令第 3条 の各号に定める法令
取締法」(昭 和 23年 法律第 124号 )、

(「 大麻
「毒劇及び劇物取締法」(昭 和 25年 法律第 303号 )

等 )が 挙 げられ ること。

(4)「 製造 しよ うとす る特定細胞加工物の種類」欄 につい て
特定細胞加 工物 の製造 に使用す る細胞 に応 じて、該 当す る項 目に レチ ェ ックを記載す
ること。
「動物 の細胞 に培養そ の他 の加 工 を施 した特定細胞カロ
エ物」 とは、動物 の細胞 を構成
細胞 として含む特定細胞加 工物 が該 当 し、カロ
エの過程で動物の細胞 と共培養す る目的に
用 い る場合はこの限 りではない。

(5)添 付書類について

①

細胞培養加 工施設 の構造設備 に関す る書類
細胞加 工施設 の構造設備 に関す る書類 には次 の図面 を含 めること。
イ 細胞加 工施設付近略図
周囲 の状況 がわかるものであること。例 えば、航空写真が挙げ られ る。
口 細胞培養加 工施設 の敷地内の建物 の配置図
細胞培養加 工施設 と同一敷地内にある建物 を全て記載す るもので あるが、例 え
ば ビル の一部 を細胞培養加 工施設 として用 い る場合、当該 ビル の 中にあ る細胞培
養加 工施設 と関連 のない部分 の図面は含めな くても差 し支 えない。
ハ

細胞培養加 工施設平面図
もので ある こと。例 えば、表示例
製造 工程 に必要な室名及び面積 が識別できる′
として、窓、出入 口、事務室、粋量室 、調製 室

(混 合、溶解、ろ過等 )、

充 てん室 、

閉そ く室、包装室、試験検査 室 、原料等 の倉庫等製造 工程 に必要な室名 を表示す
る こと。 また清浄度管理 区域及び無菌操作等区域 を図示す ること。
二

そ の他参考 となる図面
そ の他参考 となる図面 としては、主要な製造用機器器具 と試験用機器器具 の配

置 を含む図面が挙 げ られ る。 また 、製造 しよ うとす る特定細胞加 工物 の製造 工程
のフロー 図を含 めることが望ま しい。
②

登記事項証明書
法人 の場合 のみ、提出す る こと。

③ 製造 しよ うとす る特定細胞加 工物 の一 覧表

Ⅱ 特定細胞加 工物製造届出書 の記載要領等

(省 令様式第 27)

1「 細胞培養加 工施設及びその内容」欄 について
(1)「 届出をす る者 の区分」について
「診療所 に設 置 され るもの」、
「医薬品、医療機器等 の品質、
「病院に設置 され るもの」、
有効性及び安全性 の確保等 に関す る法律第 23条 の 22第 1項 の許可 を受 けた製造所」、
「移植 に用 い る造血幹細胞 の適切 な提供 の推進 に関す る法律第 30条 の暦帯血供給事業
の許可を受けた者 であって、磨帯血 供給事業 の用 に供す るもの」 のいずれ かに レチ ェ ッ
クを記載す る こと。

(2)「 細胞培養加 工施設 の名称」欄 について
病院又は診療所 の手術室等を細胞培養加 工施設 とす る場合 は、例 えば、医療機関名 に
手術室 を付記す ること。

(3)「 施設管理者 に関す る事項」欄 について
施設管理者 の略歴 について は、特定細胞加 工物 に係 る生物 学的知識 を有す る ことを示
す職歴、実務経験、管理経験、取得資格、著書、研究実績等を記載す る こと。

(4)「 業務 を行 う役員 の氏名

(法 人 の場合 )」

欄 につい て

合名会社 にあつて は、定款 に別段 の定めがない ときは社員 全員
合資会社 にあっては、定款 に別段 の定めがない ときは無限責任社員全員
合同会社 にあっては、定款 に別段 の定 めがない ときは社員全員
株式会社 (特 例有限会社 を含 む。)に あって は、会社 を代表す る取締役及び特定細胞
加 工物 の製造 の届出に係 る業務 を担当す る取締役。ただ し、委員会設置会社 にあつて は、
代表執行役及 び特定細胞加工物 の製造 の届出に係 る業務 を担 当す る執行役。
外国会社 にあ つては、会社法第 817条 にい う代表者
民法法人・ 協 同組合等にあ って は理事全員。 ただ し、業務 を担 当 しない理事 を除 く。

(5)「 届 出をす る者

(法 人 にあっては、そ の業務 を行 う役員 を含む。
)の 停止事 由」欄 に

つい て
「関係法令又 は これ に基づ く処分に違反 した こと」欄 に該 当す る関係法令 には、「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 )若
しくは 「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 )そ の他薬事に関す る法令で政令第 3条 の各号に定める法令

(「

大麻

取締法」(昭 和 23年 法律第 124号 )、 「毒劇及び劇物取締法」(昭 和 25年 法律第 303号 )
等 )が 挙 げられ る こと。

(6)「 製造 しよ うとす る特定細胞加工物の種類」欄 について
特定細胞加 工物 の製造 に使用す る細胞 に応 じて、該 当す る項 目に レチ ェ ックを記載す
ること。
「動物 の細胞 に培養 そ の他 の加工を施 した特定細胞加 工物」 とは、動物 の細胞 を構成
エの過程で動物 の細胞 と共培養す る目的に
細胞 として含む特定細胞加 工物が該 当 し、カロ
用 い る場合はこの限 りではない。

(7)添 付書類 について
細胞培養加 工施設 の構造設備 に関す る書類

①

細胞培養加 工施設 の構造設備 に関す る書類 には次 の図面を含 めること。
イ

細胞培養加 工施設付近略図
周囲 の状況 がわかるものであること。例 えば、航空写真 が挙げ られ る。

口 細胞培養加 工施設 の敷地内の建 物 の配置図
細胞培養加 工施設 と同一敷地内にある建物 を全 て記 載す るもので あるが、例 え
ば ビル の一部 を細胞培養加 工施設 として用い る場合 、当該 ビル の 中にある細胞培
養加 工施設 と関連 のない部分 の図面は含 めな くて も差 し支 えない。
ハ

細胞培養加 工施設平面図
製造 工程 に必要な室名及び面積 が識別できるもので あること。例 えば、表示例
として、窓、出入 日、事務室、枠量室、調製室

(混 合、溶解、ろ過等)、

充 てん室 、

閉そ く室、包装室、試験検査室、原料等 の倉庫等製造 工程 に必要な室名 を表示す

ること。また清浄度管理区域及び無菌操作等区域 を図示す ること。
二

そ の他参考 となる図面
そ の他参考 となる図面 としては、主要な製造用機器器具 と試験用機器器具 の配

置 を含む図面が挙げ られ る。 また、製造 しよ うとす る特定細胞加 工物 の製造 工程
のフ ロー 図を含 めることが望ま しい.
②

登記事項証明書
法人 の場合 のみ、提 出す る こと。

③

製造 しよ うとす る特定細胞加 工物 の一 覧表

④

許可証 の写 し
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 る法律第 23条 の 22
第 1項 の許可又 は移植 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 )第 30条 の許可を受 けている場合 は、添付す ること。

