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は じめ に
血液 事業 とは、 血液提供者 を募 り (特 に無償 で行 われ る供血 を 「献
血」 とい う)、 その者か ら血液 を採取 した上で、 それを原料 として血液製
1。

剤等 を作成 し、医療機 関 に供給 す る一連 の過 程 をい う

現在 (2014年

7月 時点)、 ドイツにおける血液事業 の運用 に関 しては「血液事業の規制
に関す る法律 (以 下、輸血法)2Jヵ 、
中心的な法規制 の役割 を果 た して い
る。
本稿 は、 この ドイツ輸血法の立法経緯 を明 らかに し、当該輸血法 にお
いて、 どの ような規制 内容 が採用 されて い るのかを概 観 した上で、 その
よ うな法 的枠組 の確認作業 を通 して、血液事業 に関す る比較法的考察 の

l日 の近 におけ る血液 事業 の概 要 に関 して は、西本 至 「わが国 の血液事業 の回
本
時
顧 と今後 の展望 J公 衆衛 生77巻 8号 (2013)608頁 以下、荒戸照世 「 日本 にお ける血
液製剤 の現 状につ い てJ日 中医学Z巻 4号 (2009)13頁 以下参照。 日本 の法体系 に
お いて血液 事業 は 「安全 な血液 製剤 の安定供給 の確保等 に関す る法律 (昭 和 31年 6
月25日 法律 第 160号 ):通 称 、血液新法 Jに 関連 す る法令 を根 拠 に運 用 されてい る。
血液新法 に関 して は、高橋孝 喜 「血液新法 と改訂指針 :血 液新 法、改訂指針、輸血
管理料 が求 める新 しい輸血療法 J医 学 のあゆみ218巻 6号 (2006)559頁 以下参照。
2 Gcscセ zur Rcgclung des Tlallsfusions、 vesens:Transfusionsgesetz― TFC.(新 訂版
BGBI 1 2007,S2169、 場3籠 改正版 :BGBl 1 2009,S1990)
:
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視 座 を得 よ う と試 み る もので あ る'。 また、参 考 資料 として、現 行 ドイ ツ
4。

輸 血 法 全文 の訳 出 も後掲 す る

2.ド イ ツ輸血 法制定 に至 る までの経 緯
2‑1

契機 としての薬害エイズ禍

ドイツ輸血法 の制定に関する議論 は、1980年 代、世界各国で同時多発
的に生 じた「薬害エイズ禍 (Blut AIDS Skandal)5」
の契機を見出す ことができる

6。

の問題 において、そ

1990年 代 に入 り、 ドイツ連邦議会 も、諸

外国 と同様 に、立法府 として、 この問題 に関す る対応が求められた。本
稿 で紹介 される輸血法 は、 その対応策 を巡る議論 の過程 で得 られた大き
な成果 である。同時期、 ドイツを含む諸外国では、裁判所 による司法的
解決 を通 して、この問題 に対する当事者救済 も試みられていた

7。

しかし、

ドイツでは当時の医薬品法 (Arznehittelgcscレ )を 根拠 にした無過失責
任規定 による救済又 は民事法上の製造物責任 に関す る立証 (特 に、法的

3な お、 ドイツ法体系におけるヒト血液の取扱 いに関 しては、拙稿 「ヒト出来生物
学的材料 に関する ドイツ法体系J慶 應法学29号 (2014)161頁 以下にお いて、既 に簡
単 な紹介 を試みてい る。本稿では、 ドイツ輸血法による血液事業規制の内容に焦点
を絞 る。
4訳 出に当たっては、公益財団法人血液製剤調査機構 「海外のnl行物 (邦 訳):ド イ
ツ輸血制度規定法1998年 7月 1日 (2005年 2月 10日 最終改正)」 (参 照URLに 関 して
は、後掲)に お ける旧法条文訳を参考 にした。
5後 述する連邦議会特別委員会最終報告書によれば、 ドイツでは、1980年 代にかけ
て、約 1350名 の血友病患者が汚染された血液製剤によりHIVウ イルスに感染 したも
のと報告 されている。 また、その配偶者・家族等 にお ける二次的感染の詳細 を正確
に把握す ることは困難 とされている (BT Druclts 12/8591,S198■ )。 国際的 な薬害
エ イズ禍 の発生メカニズムに関 しては、大阪HIV訴 訟弁護団 (監 修)『 薬害 エイズ国
際会議J彩 流社 (1998)149頁 以下が参考 になる。
6 schrelber Step嚇
,Das natlsislonsgese● Юm l JuL 199&Rechtche Cn触 ■電eL
Peter Lang(2001),S19
7当 時の ドイツにお ける薬害エ イズ禍関連訴訟に関 しては、米丸恒治 「 ドイツJ大
阪HIV訴 訟弁護団 。前掲書 0344頁 、356頁 以下参照。
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因果関係 の確定)力 '非 常 に困難 である とい う問題 を抱 えてお り、 この よ
うな司法的解決 にお ける限界が訴訟 を通 して 明 らかになる とい う経緯 が
指摘 されて い る

8。

すなわち 「この問題 は、法的責任 によってではな く、

社会 的に対処することによってのみ解決可能 な問ぜ 」 とい う認識が ドイ
ツでは醸成 されて い た。
従 って、 その ような認識 を共有す るかの よ うに、 ドイッでは立法 府 と
しての連邦議会 が 当該問題 の全容解 明 に大 きな役 割 を果 た している。す
なわ ち、 この連邦議会 が積極的に事態の調査 に乗 り出 した点 は、 ドイッ
の特徴 である とも指摘 されてい るЮ。 その ような意 味 で、 ドイ ツ輸 血法
は、立法過程 の在 るべ き姿 を考察する立法 学的観点 か らも有用 な具体例

8こ の を強調するもの として Kシ ムフ=Jエ
点
ツラー =Gラ ー ン 「ヨーロ ッパ
、
におけるHIV感 染血友病患者の救済 とその法的問題 (上 )」 ジュ リス ト1060号 (1995)
99頁 以下、日中智子 「 ドイツにおける薬害エ イズJ外 国 の立法34巻

5=6号

(1996)

6頁 参照。 ドイツでは、 1980年 代後半 よ り、製薬会社が加入 している損害保険の枠

組 を介 して、薬害エ イズ禍 の被害者 が裁判外の和解 に応 じることで金銭的給付を受
けてお り、そのために訴訟の原告が実際の薬害 エイズ禍 の被害者 ではな く、当該損
害賠償請求権 を保険代位 した健康保険組合 であることが多 い とい う特別 な事情 も指
摘 されてい る。
9シ ムフーエ ツラー ‐ラーン・
前掲論文 0100頁 。
・ 青井秀夫 「HlV感 染 の法 的諸問題」法学59巻 5号 (1995)346頁 以下、米丸恒治
「薬害 エイズ と薬事行政改革の問題点 :ド イツにおける改革 を通 してみてJ年 報医事
法学 14号 (1999)9頁 参照。 また、竹内真雄 =リ ー ド、 ステ ィー ツン・R「 薬害 エ
イズ事件 の比較政治学的研究 :日 本・ フランス・ ドイツの事件 を事例 としてJ総合
政策研究 9号 (2002)57頁 以下によれ ,ム 日本・ フランス・ ドイツでは、薬害エイ
ズ禍 への対応 に差異が見 られ、 フランス・ ドイツ・ 日本の順に強 い政治的・司法的
な責任追及及 び改革 が実施 されたと結論付 けられてい る。 そして、そのよ うな政治
的・ 司法的責任追及が積極的に実施 される要因 として、次 のような 3点 が指摘 され
ている。す なわち、(1)行 政組織内にお いて、実質上の決定権者 と法制上の決定権者
が一致 ない し近距離 に配 置 されているか、2)情 報公開制度 が整備 されてい るか、
13)一 貫 した有力野党 が存在 しているか とい う諸点で ある。しかし、 ドイツの場合に
は、シムフーエ ツラーーラーン・ 前掲論文 18)99頁 以下でも指摘 されてい るように、
当時の司法制度下にお いては、訴訟による被害者救済が非常 に困難 であることから、
結果 として立法府 による積極的な問題介入が期待 されたとい う特殊 な事情 も考慮す
るべ きであるように思われる。
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・ 。言 い換 えるならば、国民の期待 に応 じて、 よ り良
を示す ものであろう
い立 法活動 が行 われるように、 そのための組織・ 制度・ 手続等 にお いて、
立法府 は、 どのよ うな法的 (な い しは憲法的)条 件 を具備するべ きか とい
う考察 こそが立法 学 の本質 として理解可能 なのであれば、当該輸血法 は、
′
格好 の紹介事例 として参照されるべ き意義を有 してい るように思われる 。

2‑2

第 12議 会期 にお ける議論

輸血法制定 に関す る主要 な事実 の経緯 は、次 の通 りで ある。
先ず、 1993年 10月 28日 、第 12議 会期 にあった ドイツ連邦議会 内の保健
委員会 において、薬害 エ イズ禍 の全 容 を解 明す るための調査委員会

13が

Hド イツにおける法律の作成 。制定に当たっては、現代社会の複雑化 に伴 う法形式・
内容 の多様化、専門家ですら予測不可能 な領域 に対する規律 の必要性、法律の制御
能力 の低下 とい うような問題点が指摘 されてい る。 この ドイツにお ける問題意識 を
紹介す るものとして、西村枝美 「立法過程論 への法的アプローチ」東北学院大学論
集 (法 律学)57号 (2000)1頁 以下参照。そ して、 このよ うな現代社会 における立
法過 程に潜む問題 に対処す るのが 「立法 学」 の使命 で あろう。 このような問題点 を
よリー般的 な ドイツにおける立法学の議論 を紹介するものとして、手塚貴大 「立法
過程 における政策形成 と法 (一 )〜 (三 ):ド イツ立法学 に係 る議論の一端の概観」
廣島法学28巻 3号 (2005)65頁 以下、同28巻 4号 (2005)67頁 以下、同29巻 1号
(2005)73頁 以下参照。
2ド イツ立法府が憲法学的制度面 において有する権限の強さは、比較政治学な文献
からも、その傍証を示す ことが可能 である。例 えば、少 な くとも50万 人以上 の人口
を抱える国家において、 その国家体制内 における議会権限の強度 を32項 目 (そ の大
「行列 府に対する影響力J、 「自律性 を支える制度の有無」
「特殊 な権
、
項 目としては、
「立法権限実施能力 を支 える制度の有無」 とい う 4項 目)か らなる
限付与 の有無」
、
指標 によ り世界規模 (全 部 で158カ 国)で 調査 した比較政治学的研究成果 であるFIsh,
M SSS/Ю りerug Maぬ ew The Handbollk οf Nam Leglsnture.● :A Cbbi SuⅣ %
Calnbndge Ulu■ ers,PleSS,(2009),pp 261,348,7561に よれ ば、 ドイ ツ連 邦議会
(ParLatnent ofthe Federal RepubLc of Genna":Bundestag)は 、比較国家中、第 1
位 とい う高評価 (084点 )力 '付 与 されているのに対 し、 日本の国会 (Nadonal Diet
of Japall:Kokkal)は 、第35位 (066点 )に 留 まる。
B連 邦議会内の調査委員会 は、行政府 の不祥事 を調査す る目的で必要に応 じて設置
される。調査委員会 は、証人喚間・文書 の提出要求等 によ り、 自 ら情報収集 を行 う
ことができる。従 って、調査委員会 は、行劇府を統制するための非常 に強力 な手段
とされている。 また、調査委員会 は、事実関係 を調査 して、それを立法過程 に反映
させ る職責 も負 うことから、議会制民主主義 にとっても重要な政治的手段 であると

- 4

(13i)

-

ドイツにおける血液事業の法的枠組
設置 され るべ きとい う動議 を与野党 が提 出 し、 その内容 が審議 された 。
その翌 日、 ドイ ツ連 邦議会 は、 この調査委員会設置 の動議 を全会 一 致
で 可決 した｀。 これ によ り 「基本法44条 を根拠 とす る血液及 び血液製剤
によるHIV感 染危険 に関す る調 査委員会 (Der Untersuchungsausschuss

gema3 A面 ke1 44 GG zur HIV InfcktOnsgctahrdung durch BIut und Blllt
produkte:以 下、調査委員会 )」 が設置 されたお。
調査委員会 では、汚染 された血液及 び血液製剤 による健康 被害 に関 し
て、国家機 関 が負 うべ き法的責任範囲 の確定 とい う困難 な問題 に加 え、
その ような血液及 び血 液製剤 によ り想定 され る リスク を考慮 に入 れた上
で、今後 の血 液事業 にお ける改善策 の検 討 が主 たる課題 とされ たソ。 こ

考 えられてい る。当該調査委員会の権能 に関 してはClauben,Paul J/Brocke■
PtJAC:K mll■ entar zm Cesetz zur Regelung des Rechts der Untersuchun,ausschヽ

Lars,
se

des Deutschen Bundestages,Carl Heymallns,(2011),Sl

・

保健委員会 の審議 内容 に関 しては、BIDrucks 12/6048に まとめられている。当
時野党第 1党 であったSPDの 動議 は、BT Drucks 12/5975で ある (1993年 10月 る 日
付 )。 一 方 で、連立与党 を構成 して いたCDU/CSUと FDPの 動議 は、BT Drucks
12/6035で ある (1993年 10月 27日 付)。 与野党が動議 を提 出 した直接的 な要因は、1993
年半 ばに、製薬企業 であるUB Plttma社 製 の血液製剤 にお けるHIV感 染 に関 して、
連邦保健庁における杜撰 な対応が発覚 した不祥事 に出来すると考えられてい る。 こ
の点 に関 しては、日中・ 前掲論文 (8)12頁 参照。
15 BT Pienarprotok011 12/186,S 161031

6基 本法44条 は、次の通 りである。RD連 邦議会 は、公開の議事 において必要な証
拠 を取 り調べ る調査委員会 を設置する権限を有 し、議員の 4分 の 1以 上が動議 を提
出 した場合 には、 これを設置す る義務を負 う。公開 に関 しては、禁止することがで
きる。② 証拠調 べ には、刑事訴訟 に関する規定を準用す る。信書、郵使及 び通信 の
秘密 は、 これによ り妨げられない。0裁 判所及 び行政官庁 は、司法共助及 ι
職 務共
助の義務 を負 う。(4)調 査委員会の決議 は、司法的審査 を受けない。裁判所 は、調査
対象である事件 の評価及 び判断に関 して拘束 されない。
J訳 出に当たっては、初宿正
典 ―辻村みよ子 (編 )『 新解説世界憲法集 (第 3版 )』 三省堂 (2014)186頁 以下、高
橋和之 (編 )「 世界憲法集 (新版 )」 岩波書店 (2007)194頁 以下参照。2001年 には、
長 らく存在 しなかった調査委員会に関す る実施法 として 「調査委員会法 (Cesetz zur
Regelung des Rechts der Untersuchun´ ausschOsse des Deutschen Bundestages:BGBl
12001,S l142)」 が成立 してい る。当該調査委員会法 に関 しては、渡辺富久子 「 ド

イツ連邦議会 による例府の統制 :調 査委員会 を中心に」外国 の立法255号 (2013)98
頁以下参照。
″ BT Druc膝 12ん 700,S31
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の点、法的責任範 囲 の確定 に関 しては、血液及 alllL液 製剤 による直接的
被害者 の問題 のみならず、当時の医薬品法令 では救済 の対象外 で あ った
二次的感染者 (直 接的被害者 を介 して間接的 にHIVに 感染 した者 )の 問
題 に関 して も、別個 に検討 されてい るB。 また、今後 の血 液事業 にお け
る改善策 に関 しては、血液及 び血 液製剤 の品質保 障 が試金石 とされ た。
その よ うな問題意識か ら、調査委員会 は、 どの ような制 度設計 を用 い て
血液及 び血液製剤 の品質 が効果 的に保障 されるべ きかを最終的結論 とし
て宣 言 しなければな らない とされた19。
調査委員会 は、設置か ら約 3箇 月経過後 の1994年 1月 31日 付 けで中間
20。

報告書 を公表 した

そ こでは、血液事業 にお ける事故 報告体制及 び リ

スクマネ ジメ ン ト体制 が両者共 に欠落 している点 が確認 されて い る21。 こ
の ことを受 け、当該報告書 では、血液及 び血液製剤 の品質保証 を向上 さ
せ るため、 その抜本的な対策 として、血液事業 を管轄す る官庁組織 の改
善及 び事故報告体制の確 立が主 張 されてい る。 また、 その よ うな制度 的
改革 のみ ならず、血液事業の無 償性 とい う原則 に抵触 しないかた ちで、
血液及 び血漿 の国内 自給体制 が政策 的 に推進 され るべ きことも併せ て提
案 されて い る

22。

8 BT Dmcks 12/6700,S4
ЮBIDrucks 12/6700,S4
η
当該中間報告書 は、B,Drucks 12/6700と して公表 されている。既 に引用 したよ
うに、調査委員会 の任務、血液・ 血液製剤の汚染対策、感染被害者 の経済的・ 社会
的・ 法的な救済に関す る問題 が検討 されている。
2B■ Drucks 12/6700,S17
"BT Drucks 12/6700,S16,261ド イッは、当時、血液製剤の原料 となる血液・血
漿の使用料 が他の欧pll諸 国 と比較 しても 2倍 以上になってお り、国内で実施 される血
液事業だけでは供絡不足に陥 ることから、そのほとんどをアメ リカからの輸入に依存
していた。そのこと力血 液製剤の安全性を脅かしているとい う学情力■旨摘されている。
更 に、調査委員会は、個々の法 的責任 とは別個 に、基金的解決の枠組を提示 している。
ここでは、医薬品に関する厳格責任 の適用範囲が広げられ、精神的損害 に対する慰謝
料請求権の導入が提案 された。また、無認可の医薬品が流通 した場合 で因果関係が不
明な事案 において、当該調査委員会は、損害補償基金又は製薬企業における共同賠償
責任保険の設立 を提案 している。 この点 に関 しては、日中・ 前掲論文 18)8頁 参照。
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更 に、調査委員会 は、 1994年 2月 3日 付 の動議 にお い て、 ドイツ連邦
議会 に対 し、当該調査委 員会 の任務拡充 を求めた

23。

これによれば、HIV

感染 の問題 のみな らず、 1980年 10月 1日 以 降 に生 じた全てのウイルス感
染事象 に関 して、医薬 品企業・ 供血機関・ 病院経営者・ 医療従事者 にお
ける法的責任 の確定 を調査委員会 の検証対象 に含 めるべ きことが提 案 さ
24。
る
れている 連邦議会 は、 この提案 を1994年 2月 4日 に賛成・ 可決 した 。
また、 中間報告書 にお いて指摘 された血 液事業 を管轄す る官庁組織 の
改善 に関 して も、 その後 に大 きな動 きが起 きて い る。当時、血液事業 を
管轄 していた連邦上級官庁である「連邦保健庁 (Das Bulldcsgcsundheisan10」
は、 1990年 代初頭 の段階 で血液及 び血液製剤 にHIVが 混入 して い る疑わ
しい事例 を内部的に把握 して い たにもかかわ らず、 その監 督官庁 で ある
「連邦保健省 (Das Bundesgesundheitsminお terium)JIこ 報告 を差 し控 え

ていた事実が発覚 した2%そ の責任を とるかたちで、連邦保健庁 は、1994
″
年 6月 30日 に解体 された 。
1994年 10月 21日 において、調査委員会 は、最終報告書を公表 したる。こ

8B■ Drucks 12/6749
ZB■ DIКヽ 12/6749,Sl更 には、近親者 も含 め

、直接・ 間接 的 な感 染被害者 のた
めの民事 的救済 は、 どこまでの範 囲 において認 め られ るべ きか とい う論 点 へ の回答
も求 め られてい る。

25 BT Plenarprotolco11 12/209,S 18086
26 R〕

Trne4 Steph前 e,Rech■ che Aspelcte dcI B lltstamrnzellspende:Die stlafrechthche

Bewertung der Transplantation adulter Blutstamlnzellen aus dem Knochenlnan、

der

Perlpheie und deln Nabelschntlrblut Llt Vellag(2010),S59

η

法 的根 拠 として は「連邦保健 庁 の後継施 設 に関す る法律 (Cesetz● ber Nachfolgee
BGBI 1 1994,S1416)Jに よ り感 染症 及
び非伝 染性 疾患 に関 す る連 邦研 究所 (Bundesinsutut fur lnfekdonskrankheiten tnd
nicht ubenragbare KFanneiten)及 び消費者 の健 康保 護及 び獣 医学 に関 す る連 邦研
効
(Bundeshsutut Fur gesundheldlchen Verbraucherschutz und Vetermamedizin)
「保健 制度 の 中核施 設 に関す る新制度 を定 める法律
が同時 に設置 されてい る。更 に、
inrichtllngen des Bundesgesundheitsalnteゝ

(Cesetz ubcr dle NeuorIInung zentraler Ehrichtungen des Cesundheitttvesen,BGBl

11994,S1416)」 に よ り、血 液 供 給 は、 パ ウル ‐エ ア リッ ヒ研 究所 (Paul EHich
lns● tut)に 移管 され た。詳 し くは、日中・ 前掲論文 (8)11頁 以下参照。
28当
該最終報告書 は、BIDruc膝 128591と して公表 されて い る。
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こでは、血液及 び血液成分 によるHIV感 染 に関 して、医薬品企業・ 供血
機関・ 病院経営者・ 医療従事者・ 連邦保健庁 にお ける共同の法的責任 が
確認 されている

29。

そして、既 に中間報告書 で も指摘 されていたよ うに、

この最終報告書 にお い て、調査委員会 は、HIVの みな らず、想定 され る
全 ての感染症 に関す る リスク を可能 な限 り血液事業 か ら排除す るため、
その効果的な対策 として、血液事業全般 に規制 を及 ぼす大綱 的法律 の必
30。

要性 が主張 された

2‑3

第 13議 会期 にお ける議論

前述 した第 12議 会期 における調査委員会 の最終報告書 を受 けて、第 13
議会期 における ドイ ツ連 邦議会 は、 1995年 1月 20日 、連邦議会内の保健
委員会 に対 し、法務委員会及 び予算委員会 と共同 して法案作成 に着手す
31。
ることをま
旨示 した

この保健委員会 か らの委託 を受 け、先ず連邦劇 府内にお い て輸血法 の
在 るべ き姿 が検 討 され て い る。連 邦保 健省 に よ り作 成 され た要 点書
33が

(Eckpunktepapier)32を 基礎 として、輸血法政府案

起草 された。 この

政府案 は、 1998年 1月 13日 、連邦政府 か ら連邦議会 へ と送付 された34。
この政府案 の内容 は、連邦議会 内の保健委員会 において報告 され、 そ
29 BT Drucks lν

8591,S33 ff最 終報 告書 に よ り認定 され た個 々の責任 主体 に関す
る法 的責任 の内容 に関 しては、米丸恒治「薬害 エ イズ に対す る法 的責任 と救済Jジ ュ
リス ト1071号 (1995)122頁 以下、 田中・ 前掲論文 18)18頁 以下が詳 しい。
∞ B■ Drucks 12β
591,S25,12/6700,S16
81 BT PlenalplotOkou 13/13,S774 ff,791
32こ

の要点書 に関 してはBende,Albrecht W,Der Enttulf ehes Transftlsio、 gesetzes

unter Einwilligungsgesichtspunkten:ein Z、 vischenrut ZRP 1997,S 353 ffi Saame,
Philipp,Der En■ vurf eules Cesetzes zur Regelung des Tlansftlsions、 vesens,PharmR

1997,S 450

33当

該政府案 は、 BT Druc魅 13/9594と して公表 されてい る。政府 案 にお いて確 認
された輸血法 の在 り方 によれ ば、血液事業 は、体系 的 に整 除化 され、 一貫性 の あ る
規制 の下で運 用 され ることが求 め られて い る。
〕
経緯 に関 して は、 SchreibeL a a O(6),S22
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こで主たる審議 を経た後、1998年 5月 6日 、当該保健委員会 は、政府案
を若千修正 し、その内容を法案 として連邦議会 に提出 した35。
翌 日、輸 血 法 案 は、連 邦議会 にお い て 、 当時 の与 党 として連 立 政権 を
組 ん で い た CDU/CSUと

FDPの み な らず 、 野党 で あ るSPDと PDSも 含

めて 、賛 成 多数 に よ り可決 され た。 それ に対 し、 野党 で あ った 同盟 90/

緑 の党 は、輸血法案 に反対 した36。 この反対意見 によれ ば、患者及 び被
害者 の救済的措置 が不十分である点 にカロえ、個人情報保護上 の問題 も指
摘 されて い る

37。

その後 の1998年 5月 29日 において、連邦参議院 は、連邦議会 よ り送付
された輸血法案 を可決 し、輸血法が成立 した38。 そ して、輸血法 は、官
報公布後、第 15条 及 び第22条 を除 いて、 1998年 7月 7日 に施行 された39。
なお、輸血法 による血 液事業 の運 用 は、基本法第 74条 第 26号 によ り各
llで はな く、連邦 が管轄権 を有 す るもの とされている40。

この点 は、血

30法

案修 正 の内容 は、BIDrucks 13/106
として公表 されて い る。同時 に内務委員
会及 び法 務委員会 も法案修正 を勧 告 して い る。
36 BIPlenarprOtOkou 13/235,S21629■

"BT DI吹 魅 13/10643,S24ド イ ツにお けるHⅣ 感染者 に対 す る被害者救済 制度 に
関 しては、 当時、 よ うや く「血液製剤 に よるHIV感 染者 のための人道 的救済 に関す
るり子署 (Cesetz uber dle htt nalnita
Hilfe durch Blutprodukte HIVinnzierte Pe30ncnI
BGBI 1 1995,S972)」 によ り、経済 的支援 が開始 されてい る。 しか し、 この金銭 的
給 付 は、人道 的社会 的 な根拠 に よる ものであ って、法的責 任 を根拠 と して い ない点
が問題視 されてい る。よ り詳細 には、Deutsch,EⅣ h,Das Ccsetz iber die humalutare
Hire durch BIutplodukte HIVl162ierte,NttV 1996,S756■ ,浦 ガ1道 太良 「 ドイツに
お ける血液製剤 によるHIV感 染 と法 的諸 問題」 ジュ リス ト1097号 (1996)45頁 参 照。
38 BR‐
Drucks 408/98

3,BGBI 1 1998,S1752第

22条 は、 1999年 7月 7日 施行 。第 15条 は、 2000年 7月 7
日施 行 (第 39条 参 照 )。 Mon Auer・ FHedger/Seltz,R血 eち Cesetz zur Regclung des

Trallsfusionswesens KTransfusbttgesetz)Kolllmelllar und vOrschlrtensanlmlung(19

§ 39M31
ドイ ツにおいて、
各 州 は、基本法 が連邦 に立 法権 限 を付与 して い ない 限度 にお いて、立法権 を有す る
とされ るの力源 貝Jで あ る (基 本法第70条 第 1項 )。 しか し、連邦全体 にお い て共通 に
実施 す るべ き事項 に関 して は、例外 的 に、連邦 に立 法権 が専属 す る場合 (専 属的立
演 権)、 又 は連 邦法 が州法 に優 先 す る場合 (競 合 的立 鴻 権)が基本 法 に規定 されてい
る (基 本法第 71条 以下 )。
Lieferungl,Bd l,ヽ そiagヽV丞 おhihammeL(2013),Teil A 2 2,

40 von Aucrノ

Settz,Komm z TFC(aaO),Teil A 2 1 Einl Rn 2
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液 事 業 が各 州 の個別 的対応 に よ り実施 され るべ きで は な く、連 邦全 体 に
お い て画 一 的 に実施 され るべ き とい う立 法趣 旨 に適 うもの であ る。

3.重 要 な 改 正 内容 の 概観
以上の経緯 で制定された ドイツ輸血法 の最近 における改正過程は、次
の通 りである (改 正法成立順)。

l, Erste Anderungsgesetz des
TFG und arzneimittelrechtlicher
Artikel

Vorschriften vom

10. Februar 2005

第 1条 .第 2条 ,第 3条
第 4条 ,第 9条 ,第 10条
第 11条 ,第 11条 a(新 設),
第 12条 ,第 14条 ,第 15条
第18条 , 第21条 , 第22条
第27条 , 第28条 , 第32条
第34条 〜第37条 (肖 」
除)
,

,

BCBIIS
234

,

2005年

2月

19日

,

,

Artike 36,Neunte
Zus● ndigkei、 anpassungsverOrdnung

vom 31 0ktober2006
Art ke1 3,Gewebegesetz vOm 20」
2007

u‖

第 9条 , 第20条 , 第23条
第24条 , 第26条

,

第 4条 ,第 5条 ,第 7条
第 8条 ,第 9条 ,第 11条 a,
第 12条 ,第 12条 a(新 設),
第 15条 . 第16条 , 第28条
第32条
,

,

Bekanntmachung der Neu,fassung des
Transfusionsgesetzes vom 28. August
2007.

Artikel 12, Gesetz zur Anderung
azneimittelrechtlicher und anderer
Vorschrlften vom 17. Juli 2009.

第 5条 ,第 6条 ,第 7条
第 8条 ,第 11条 ,第 14条
第 16条 ,第 18条 ,第 19条
第21条 , 第24条 , 第25条
第創条,第 32条
第 5条 ,第 11条 ,第 15条
第 16条 , 第25条 , 第28条

,

,

,

,

.

本稿では、輸血法における重要な動向 として、2005年 及 び2007年 にお
ける改正内容を以下、紹介す る。
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3‑1 2005年 改正
1998年 に成立 した輸血法 は、2005年 2月 10日 付の 「輸血法及 び薬事 関

連法規第 1次 改正 に関す る法律 (第 1次 改正 輸血法 )」 によ り、 その主要
・ 。 これは、EU法 上 の規
条文 が改正 され、2005年 2月 19日 に施行 された
制である「ヒ ト血液及 び血液 成分 の採取、検査、加 工、保管及 び配分 に
お ける品質及 び安全性 の標準設定並 びに2001/83/EC指 令 を修正する2003
年 1月 27日 付欧州議会及 び欧州連合理事会200ν 9WEC指 令
2」

令

:EU血 液指

及 び 「ヒ ト組織及 ∂剛 胞 の提供、摘 出、検査、加 工 、保存、保管

及 び配分 にお ける品質及 び安全性 の標準 の設定 に関す る2004年 3月 31日
の欧州議会及 び欧州連合理事会 2004/23/EC指 令

:EU組 織指令

43」

の国内

法的置換 を主眼 としなが ら、当該改正 を機会 として血液事業 に関わ る組
44。

織体制の再編 を企図す るものである

この2005年 改正 によ り、造血幹細胞 を連 邦規模 で医療利用する際の施
設登録 を担 当す る上級 官庁 が求 め られ (第 9条 )̀、 その よ うな機関 とし
て 「 ドイツ医療 における記録及 び情報化 に関す る研究所 (Das Deutschc

4第 1次 改正輸血法第 9条 第 1項 によ り、造血幹細胞登録機 の設立 を対 と
関
象 する
輸 血法第 9条 第 2項 は、2005年 1月 1日 施 行。
翌 Direcive 200279wEC Of the EuroPean Parhament and ofthe Council of 27 Jalluarv
2003 semlg standards of quanty and sarety for the colkct10n,testlng,processln3 StO■

age and distribution of human blood and blood components and alnending Directve

200И 3″ C,OJ L 33,822003,30‑40当 該指令 の紹 介及 び翻訳 として、拙稿 「EU
における ヒ ト血液及 び血液成分 の品質 と安全性 の標 準設定 に関す る指令 (EU血 液指
令 :含 2009年 改正 内容 )」 静 岡大学法 政研 究 18巻 1‐ 2号 (2014)146頁 以下参照。

43 Direct,ve 2004/23/EC ofthe European Parliatnent and of the Council of 31 March

2004 on sci鴨 standards of quau″ and saFetv for the dona● on,pЮ curemett tes鈍
pЮ cesshg,preservauOn,stOrage and dls● lbutlon of httanお sues and celis,0」 L102,
742004,p48‐ 58本 指令 の翻訳 に関 して は、米本 昌平 (訳 )「 ヒ ト組織 お よび細胞
の提供、摘 出、検査、加 工 、維持、保存 お よび配分 のための品質 お よび安全性 の基
準 を設 けることについての2004年 3月 31日 欧州議会 お よび欧州連合理事会指令200″ 2γ
ECJ臨 床評価32巻 2‐ 3号 (2005)623頁 以下参 照。

44 PommcLa a O(26),S64
46 BIDrucks 15β

593,S ll
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指定され
」力ヽ
′
ている 。 また、血液事業領域 における品質保証 を向上させ るべ く、汚

Institut fur Medレ inische Dttunentatlon und hfonna■ on)

染 された血液製剤 の遡及調査に関するデータの保存期間が15年 から30年
に延長された (第 11条 )場 。更 に、医療提供施設が専 ら施設内利用に限定
して血液製剤を貯蔵するための仕組み として導入 された 「血液貯蔵設備
(Blutdcpot)」

に関 しても、品質保証の確保、職員・貯蔵・ 書式の有資格

化、重篤な副作用 に関す る報告、標準的な遡及調査体制に適合化 した施
設 でなければならない ものとされた 〈
第11条 a)り 。同時 に、製造 と検査
に関わる責任者 の実務経験が 1年 間から2年 間に引き上げられた (第 15
条)50。 そして、供血施設又 は施設運用者の報告義務が一層明確化された
(第 21条 及 び第22条 )51。 歯科医院 において製造・ 使用 されるための 自己

血又は血漿の少量採取が専門的施設で実施 されるべ きことも改めて要求
されている

(第 28条 )2。

3… 2 2007年 改正
ドイツにおけるヒ ト組織の取扱いに関 しては、2007年 7月 20日 に成立
し、2007年 8月 1日 より施行 された 「ヒ ト由来組織及 び細胞 に関す る品
質 と安全性 に関する法 :組 織法"」 による関連法規の改正が重要な役割

46連

邦保健省 の一 部局 として、 1969年 に設置 され た。 本部 は、 グル ンに ある。 その
職務 は、 医療 に関す る最新情 報 を広 く一般 に流布 す ることであ る。 ドイ ツ語版 の 国
際疾病分類 (ICD)の 作成、 医薬品・ 医療 機器 のための デー タバ ンクの稼働 も担 当
してい る。

47 BIDrucks 15/3593,S8

囀 BT Drucks 15/3593,SH
49 BT Drucks 15/3593,S lll
ω B,Drucks 15/3593,S12

33■ Drucks

15/3593,S12
52 BIDmcks lフ 3593,S13
"Gesetz uber Qualitat und sicherheit vOn mellschlichen Ceweben und Zellen:
Gewebegesetz― CewebeC:BGBI 1 2007,S1574
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を果たしてい る'。 この組織法 自体 は、前掲 のEU組 織指令 を国内法化 した
55。

ものである

但 し、少 な くとも血液事業 に関 しては、前述 した2005年 改

正 によ り、EU組 織指令 に対応す る一定程度 の国内法置換 が既 に実施 され
ていた。従 って、2007年 の時点 では、当該組織法 によ り追加・補足的な改
正が輸血法 において行 われたもの とされて い る 。すなわち、2007年 改正
5・

の経緯 は、以下 の よ うな組織法の制定経緯 に影響 を受 けたもので ある。
57の
先ず、 2006年 10月 25日 付 の組織法 に関す る政府案
段階で は、輸血

法の制度面 に関す る詳細 な専門的要 求水準 を連邦保健省 が命令 によ り策
定す るべ きと考 え られて い た (第 12条 関連 )58。 また、輸血法上 の 「副作
用 (Nebenwirkung)Jと い う文言 が 医薬品法 において用 い られ る 「想定
外の反応 (unerwunschte Reaktion)Jと い う文言 に統 一 され るべ きこと
も提案 されて い る (第 16条 関連 )59。 更 に、一定の枠組 み にお ける自己体
細胞 由来 の血 液 は、輸血法 の適 用範囲 か ら除外 す るべ きとも考 え られて
い る (第 28条 関連 )60。
この政府案 は、2007年 5月 23日 付 の連 邦議会内 にお け る保健委員会 に
54 SprangeL Tade Matthias,Rechtsp■

Obleme bei der Nutzung lД Dn Bestandteilen des
lnenschlichen KOrpers,Jahrbuch flllヽVissenschaFt und Ethik Bd ll,(2006),S l14ε

組織法 自体 は、溶 け込み方式で既存の各関連法令の内容を改正するものであること
か ら、単独の法律 としては、存在 しない。
55本
指令 が ドイツ国内 における立法 に与 えた影響 に関 しては、拙稿 ・前掲論文 0
159頁 以下参照。

'6 Pommeta a O(26),S64
5'当

該政府案 は、BT Dructs 16/3146と して公表 されてい る。

BT Drucks 16/3146,S43こ の規定 の導入は、EU組織指令 に準拠 した国内法 への
置換作業 に相当する。
59 BT‐

Drucks 16/3146,S 19,43

60 BT Drucks lγ

3146,S43当 該政府案 によれば、 自家組織培養による組織加工製
品に用 い られる血液 を輸血法から除外するべ きと考 える根拠 として、そのような手
法 は伝統的 な供血 とは異 なる点 が指摘されてい る。 このよ うな製品における品質保
証 (提 供者 の選定 と検査 )に 関 しては、Pon.meta a O(26),S65に よれば、移植
用臓器 ・組織・細胞 を包括的に取 り扱 う移植法上の問題 とされて い る。 ドイツ移植
法の紹介・翻訳 に関 しては、拙稿 「2012年 改正 ドイツ移植法J静 岡大学法政研究17
巻 3=4号 (2013)403頁 以下参照。
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お い て概 ね 了承 され、 更 に若 干 の修 正 が追 加 され て い るa。 先 ず 、採 血
施 設 にお け る医師不足 を背 景 と して、 当該施設 に特別 な資格 を有 す る医

師 (approbicrte arzthchc Personつ

の配属 を求める規定 が削除 された (第

4条 第 1文 第 3号 関連 )・ 。 そ して、輸血法 の要求水準 に関す る連 邦保健
省の法規命令 を補足す るかたちで、血液事業の医学的標準 に関す る指針
の策定権限 を連邦 医師会 に付与 するとい う新 たな規定 も導入 された (第
12条 a関 連 )。

4。

2007年 改正 は、以上の よ うな連邦議会 内の保健委員会 が提示 した修 正

案の内容 に従 った ものである。

4.現 行 法 内 容 の 概 観
以上のような経緯 で制定 されている現行輸血法 は、全 12章 によ り構成
され、 ドイッの血液事業 に関す る基本的 な枠組 を規範化 し、 その事業 に
お いて必 要不可欠 な制度的条件 を設定す るもので ある 。

a当 該修正案はBT

Drucks lγ 5443と して公刊されている。
掲注 141の 旧法条文訳 である公益財団法人血液製剤調査機構「海外の刊行物 (邦
訳):ド イツ輸血制度規定法 1998年 7月 1日 (2005年 2月 10日 最終改正 )Jに よれば、
arzuiche PersOnは 「医療従事者」 と訳されている。 しかし、当該法文で用 い られ る
alzlliche Perselnは 、Alzun und雄 4を 総称するものとされる (そ のような用法は、組
織法第 3条 によ り改正される前の ￨口 輸血法第 4条 第 1文 第 2号 にお いて明確 に規定
されている)。 女性・ 男性名詞の区別の無 い 日本語 の訳語を当てる場合 には、職務範
囲が不明瞭な 「医療従事者 Jと い う表現 よりも「医師Jと 訳 した方が正確であるよ
うに思われる。
BT Druc膝 16/5443,S59従 って、現行法においても、血液事業 に従事する医師
には特別な資格 は求められてい ない。
・ 3■ Drucks lげ 出 ,S60
制定当時における輸血法の概要 に関 しては、米丸rp治 「薬害 エ イズ と薬事行政改
革 の問題点 :ド イツにおける改革を通 してみて」年報医事法学14号 (1999)9頁 以
下参照。現行法における概要 に関 してはDeutstt Ettn/Spickhot Andreas,Mediz
■
nrecht:Alztrecht,Arzne‐ ■
ittelrecht,Medizmprodukterecht und Transfusionsrecht 7
Aufl,SP」 ngeL(201o,S1285 fI
.2前
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第 1章 では、血液及 び血液製剤 にお ける品質保証 のみ ならず、国内に
お ける血液事業 が 自給 自足 で賄わ れるべ きとす る方針 も法律 の 目的 とし
て掲 げられ (第 1条 )、 供血、採血施設、血液製剤 な どの重要 な概念 が定
義付 けされてい る (第 2条 )66。
第 2章 では、血液及 び血液成分 の採取 に関す る制度的大枠 が規定 され
ている67。 採血施設 による血 液 と血液成分 の採取 は、公的 な職務 として
位置付 け られて い る (第 3条 )。 また、採血施設 は、厳 格 な標準仕様 を具
備す ることが求 め られ る (第 4条 )。 輸血法第 5条 か ら第 7条 は、供血者
に関す る手続 を主 たる内容 とする 。 これ らの規定 によれ ば、医師 によ
り供血 に関す る適格性 が供血者 において確認 されなけれ ばな らない (第

5条 第 1項 第 1文 )。 自己血 、造血幹細胞分離のための血液及 び分画用血
漿 を採取す る場合、 このよ うな血液製剤 の特殊性 に応 じた基 準 へ の適 合
性 が審査 され る (第 5条 第 2項 )。 また、供血者 は、血液事業の意義・実
施・ 検査方法 に関 して十分 な説明 を受 け、 その内容 に同意 して い る場合
にのみ、供血 を実施 す ることがで きる (第 6条 )6'。 採血 は、医学的知見
及 び技術 の標準 に従 って実施 されなければならず (第 7条 第 1項 )、 医師
又 は医師 の責任 下 にある有資格職員 のみが実施 で きる (第 7条 第 2項 )70。
更 に、特則的な規定 として、特殊免疫 グ ロ プ リン製剤 の原 料 となる血漿
の採取 に際 して必要 とされ る供血者 へ の免疫付与 (第 8条 )a及 び造血 幹
細胞等 の分離 に際 して必 要 とされ る供血者 へ の準備 的処置 (第 9条 )に
関 して も厳 格 な仕 様遵守 が求 め られて い る。第 10条 では、採血 は、無償

e Deutsch / SpicL-hofi,
Deutsch / Spickhofi,

a. a. O (65), Rn. 2117 fl.
a. a. O. (65), Rn. 2120 f.
os
Deutsch / Spickhofi, a. a. O (65), Rn. 2123.
6'g
Deutsch / Spicfthotr, a. a. O. (65), Rn.2124 fi.
?0
Deutsch,/ Spickhoff, a. a. O. (65), Rn. 2142.
?r
Deutsch / Spick}lofi, a a. O. (65), Rn. 2122.
6?
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で実施 されなければならない とい う無償性 の原則が規定 されている72。 し
か し、同条 で は、採血 に伴 う費用 の補償 に関す る規定 も置かれて い る。
この点 の費用保証 を巡 る解釈 が売血禁止 との関連 で問題 となって い る73。
第 11条 では、血液事業 に伴 う個人情報保護 に関す る規定が設 けられてい
74。

る

当該条文 によれば、血液 事業 の 目的範 囲内 にお ける供血希望者及

び供血者 の個人関連デー タに関 して標準的 な収集・処理・使用手順 が示
されて い る。第 11条 aは 、血液 の貯蔵 に関す る特別規定 である75。 前述 し
たように2007年 組織法 によ り改正 された第 12条 は、連邦保健省 に専門的
な標準仕様 の設定権限 を委譲 してい るる。 その点 を補充す るべ く、第 12
条 aは 、血液及 び血液成分 の採取 に関す る医学的標準 の設定 に関 して、そ
の指針 を連 邦医師会 が規定 で きるもの としてい る7。
第 3章 では、血液製剤 の使用 に関 して核 となる条文 が規定 されている73。
第 13条 第 1項 第 1文 によ り、血 液製剤 は、医学的標準 に従 って、使用 さ
れなけれ ばな らない。第 14条 は、使用記録 の作成義務 を規定す るm。 こ
の使用記録 は、後述す る遡及調査体制 を確実化す るために必要不可欠 な
ものである。第 15条 においては、血液製剤 の使用 に関す る品質保証体制
の構築 が規定 されてい る。 また、第 16条 では、通知義務 が規定 されてい
る。第 17条 では、使用 されなかった血液製剤 の取扱 い が規定 されてお り、

72 Deutsch/Spickho■ aao(65),Rn 2145
る この
費用保 障 の額 が法 令上、明確 で はない ことか ら、民 間 の製薬会社 が輸血事業
を実施 す る場合 、実質 的 には売血 とも思 われ る事態 が生 じて い る とい う指摘 がなさ
れて い る。よ り詳細 には、Maramann,ceOlg2 Menschliches Blut― altrulsche Spende

Jochen(Hrsg),Kommerzialisierung des
(2007),S72

fllr kommerzielle Zwecke,,in:Taupitz′
menscmichen Korpers,Sprulgeち

・

Deutsch/Spic駈 o■ aaO(65),Rn 2143

7,Deutsch/SpiCld10■
76 Deutsch/SPickho■

aaO(65),Rn 2144
aao(65),Rn 2148

7'Deutsch/Spickhot a a o(65),Rn 2149
8 Deutsch/Spickho■ aao(65),Rn 2151■
'9 Deutsch/Spickho■

aao(65),Rn 2159
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それは適 切 な方法 によ り保管・ 運搬・ 譲渡・廃棄 され ることが求め られ、
その所 在 が記録 されなけれ ばな らない80。 血液製 剤 の使用 に関す る医学
的標準 は、第 18条 に従 って連 邦医師会 が指針 を規定す る。当該指針策定
に際 して、連邦医師会 は、欧州連合、欧州評議会及 び世界保健機関の血
液及 び血 液製剤 に関す る指針及 び勧 告 を考慮 に入 れな けれ ばならない 。
第 4章 で は、遡及調査体制が規定 されて い る

82。

供血者 にお い て重 篤

な症状 を惹起 する可能性 のあるウイルス に感 染 して い ることが確認 され
た場合、 その供血 の所在 を把握 す るために遡及調査 が実施 される (第 19
条)。 遡及調査 に関する手続 の詳細 を規定す る権 限 は、連邦保健省 に委任
されて い る (第 20条 )。
引 き続 く章 では、報告制度 (第 5章 )、 連 邦保健省 における血液 製剤並
びに供血及 び輸血 に関す る専門家委員会 (い わゆ る血液事業作 業部会 )
の設置 (第 6章 )、 管轄官庁 の通知 義務 (第 7章 )、 連邦軍 の施 設 にお け
る輸血法の適用 (第 8章 )が 規定 され てい る。
第 9章 では、担当連邦上級官庁 の指定 に関す る規定 (第 27条 )の 他 に、
輸血法 の適 用関係 に関す る規定 が導入 されて いる。第 28条 は、輸血法 の
適用 を受 けない血液 及 び血液製剤 の範囲 を規定 してい る。輸血法 と他 の
ドイ ツ国内法 との適 用関係 (第 29条 )、

EU法 の国内法的実施

(第 30条 )

も規定 されて い る
第 10章 では、刑罰規定 (第 31条 )及 び過 料規定 (第 32条 )力 S規 定 され
てい る83。 第31条 は、供血手続 の際 に感染症検査 を供血者 に対 して故意
に実施 しない事業者 へ の刑罰的威嚇 に関す るものである。第 11章 及 び第
12章 は、経過規定及 び補貝Uで ある。

30

/
/
B'
Deutsch /
s Deutsch /
Deutsch
3r Deutsch

Spickhofi,
Spickhofi,
Spickhoff,
Spickhoff,

a. a. O. (65), Rn. 2163.
a. a. O. (65), Rn. 2164.
a. a. O. (65), Rn. 2146.
O (65), Rn. 2147.

a. a.
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5.ま とめ
以上で示 されたように、 ドイツにおける血液事業は、輸血法を軸にし
て、EU法 とい う国際標準 を具体的に盛 り込んだ制度の下で運用されてい
る。前述 したように、 ドイツでは1980年 代 における薬害エ イズ禍 の問題
において、立法府 が原因究明のための調査を効果的に実施 し、多 くの改
革 における中心的な役割を果 たしてきた。すなわち、立法府の監督下 に
おいて、具体的で実効的な血液事業 に関す る行政改革が達成された。 こ
の輸血法の制定過程は、 ドイツにおける政策形成能力の高さを物語 って
いる。 そのような意味で ドイツの血液事業 に関す る法的基盤整備 は、国
際的 にも模範 となるべ き性質 を有 してお り、我が国の制度設計 にも十分
な示唆 に富んでいる。従 って、その将来的な立法動向の方向性 は、引き
続 き注 目に値するものと考 える

34。

本稿 は、平成 24年 度鹿應義塾大学法務研究科戦略的調整費 「先端医
療技術 に関する法制度の学際的研究体制の構築支援 (研 究代表者

:

片 山直也 。古川俊治)」 における研究成果 の一部 である。

&輸血法 における今後の課題 を挙げるならば、汚染された血液及 び血液製剤 を起因
とする薬害発生時に、そこで生 じうる損害賠償・ 国家補償 という法的責任内容 を確
定 し、その範囲を明確化する規定 を条文 として、 いかに盛 り込むか とい う問題 で あ
ろう。 このような1旨 摘 としてPommett a a O(26),S69

-
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血液事業の規制 に関す る法律 (輸 血法 )X
Cesetz zur Regelung des Transfusionswesens
(Transfusionsgesetz―

TFG)

神 馬 幸 ― (全 訳 )

第

1章

法律 の 目的、定 義規定
第 1条
法律の目的
本法 の 目的は、 ヒト血液及 び血液成分 の採取 と血液製剤 の使用に関する
以下の規定 に従 うかたちで、血液及 び血液成分の安全な採取 と安全性 が
保障 された血液製剤 の確実 な国内供給を企図 し、それをもって任意 の無
償提供 による血液及 び血漿の 自給 自足を促進をするところにある。

第 2条
定義規定
本法が意味するところの

1

供血 とは、 ヒトから採取 された一定量の血液及 び血液成分 であ り、
それ 自体 が作用物質若 しくは医薬品であるもの又は作用物質若 しく
は医薬品及 びその他 のヒト用 の血液製剤 の原料 となるものであ り、

※
訳出に当たっては、公益財団法人血液製剤調査機構 「海外の刊行物 (邦 訳):ド イ
ツ輸血制度規定法 1998年 リヨ1日 900≠ ″月10日 最終m」 (wコ町 bprO o■ pわ ubLCatloν
pdfJPtalls/eu/eu200604Jp pdf)に お ける旧法条文訳 を参考にした。
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2

採血施設 とは、供血 を実施す る施 設又 は供血実施並 びに使用 目的 で
の検査、処理、保管及 び販 売 を業 とす る施設 であ り、

3

血液製剤 とは、 医薬品法第 4条 第 2項 にお け る血 液調製剤、医薬品
法第 4条 第 3項 にお ける ヒ ト血液か ら得 られる血清及 び作用物質又
は医薬品 の原料 となる血 液成分 である。

第

2章

血 液及 び血 液成 分 の 採取
第 3条
血液事業者の職務

(1)採 血施設 は、国民 に血液製剤 を供給するための血液 と血液成分の
採取を職務 とする。

(2)第

1項 における職務 の遂行に関して、各採血施設は、共助 し合 う。

特 に供給不足 が発生 した場合、採血施設間で相互に支援する。共
助の詳細に関 しては、施設間の同意の下で取 り決 める。

(3)供 血者 は、社会 に対 して貴重な奉仕を行 う者である。供血者 の健
康保護のため、特別 な信頼感 と責任感を伴 うかたちで、採血施設
は、供血者 に対応 しなければならない。

(4)州 法による担当部局及び健康 に関す る啓発を担当する連邦上級官
庁は、国民に対 して任意の無償 による血液及ぴ血漿の提供に関す
る啓発活動を推進 しなければならない。

第 4条
採血施設における標準仕様
採血施設は、以下の場合 にのみ、事業実施 が許可される。

1.十 分な従事者、建物、空間及 び技術機器を備 えている場合、
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2

採血施設又 は採血施設事業者 が医学的知見 の標準 に適 う必要 な専門
知識 を有す る有資 格 の主任 医師 を選任 して い る場合、及 び、

3

ヒ トか らの採血 を実施す る際 に、有資格医師 が立 ち会 っている場合。

第 1文 第 2号 にお ける主任 医師は、第 1文 第 3号 の医師 であるこ ともで
きる。供血者 にお ける私的領域 の保護、標準的な採血及 び供血者 の救急
医療処置 が保障 されなければならない。

第 5条
供血者の選別

(1)有 資格 医師 の責任 の下で医学的知見及 び技術 の標準 において適格
である と診 断 され、 その適格性 が医師 によ り確認 されて い る者 の
み、採血 が認 め られる。供血希望者 にお いて、 その者 が連邦医師
会指針 によ り採血 か ら除外 され、又 は採血 を停止 されて い る場合
及 ιS期 間 には、採血 を実施 してはな らない。

(2)自 己

IEl、

造血幹細胞分 離 のための血液及 び分画 用血漿 を採取す る

場合、 これ らの血液 製剤 の特殊性 に応 じて、供血者 の適 合性 を判
断 しなけれ ばな らない。

(3)医 薬品法第14条 第 1項 第 1号 による品質管理主任者 は、採血 を許
可す る以前 に、医学的知見及 び技術 の標準 において、少 な くとも
ヒ ト免疫不全症候群 ウイルス (HIV)、 B型 及 びC型 肝炎 ウイルス
の感染症 マー カ ー検査 が実施 され るよ うに配慮 しなけれ ばな らな
い。 自己血採取 の場合、 これ らの検査 は、 自己血 採取 の特殊性 に
応 じて実施 す る。担当連邦上級官庁 の命令 は、本条項 の適 用 を受
けない。
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第 6条
説明、同意

(1)供 血者 が事前 に供血 に関す る事業内容、意義、実施方法及 び検査
方法 に関 して、供血者 自身 に分か りやす い方式 での専門的 な説明
を受 け、その上で供血者 が採血 と検査 に同意 してい る場合 にのみ、
供血 を実施することがで きる。説明 と同意 は、供血者 によ り書面
で確認 されなけれ ばな らない。同意 の確認 と同時に秘匿され る 自
主的な供血不適合事由を申告 しない範囲 で、供血 が使用可能であ
ることを供血者 は表明 しなけれ ばな らない。

(2)供 血者 に対 しては採血 に伴 う個人関連 データの収集 、処理及 び使
用 に関す る説明 が行われなけれ ばな らない。説明 は、供血者 にお
いて書面 で確認 されな けれ ばならない。

第 7条
採血 にお ける標 準仕様

(1)採 血 に際 して実施 され る供血者 の身元確認、実施 が義務付 けられ
ている検査室 での検 査及 び採血 は、医学的知見及 び技術 の標準 に
従 って、実施 されなければならない。

(2)採 血 は、医師又 は医師の責任下 にある他 の有資格職員 のみが実施
で きる。

第 8条
供血者 へ の免疫付与

(1)特 殊免疫 グ ロプ リン製剤 の原料 となる血漿 の採取 に当た って必要
とされる供血者 へ の免疫付与 は、 これ らの医薬品を国民 へ十分 に
供給する ことが有意義 である場合 に限 り、実施 できる。免疫付与 は、
医学的知見及 び技術 の標準 に従 って実施 されなけれ ばな らない。

―‑
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(2)以 下の場合 に限 り、免疫付与処理 の実施 が許 される。
1 対象者 に とって免疫付与処理 を実施す ることに伴 うリスクが
医学的 に正 当で あると認 め られ る場合、

2

対象者 が有資格 医師 か ら免疫付与 の事業内容、意義及 び リス
ク並 びに これに伴 う個人関連 デ ータの収集 、処理及 び使用 に
関す る説明を受 け、 これ を書面 において確認 し、免疫付与 に
関する同意書 を提 出 して い る場合、

3.医 学的知見 の標準 によ り専門知識 を有す る有資 格医師 が当該
実施 を指揮 する場合、

4.医 学的知見 の標準 によ り免疫付与計画 が提 出され る場合、

5

免疫付与 の過程 において、供給者 の 医療的健康管理 が保障さ
れてい る場合、

6.担 当官庁 に免疫付与処理実施 の届 出がなされてい る場合、並
びに、

7.第 1文 第 3号 のい う医師 に対す る権限 を有 し、州法 に従 って
設置 され る独立 の倫理委員会 にお いて、 その同意が得 られて
い る場 合。
第 6号 及 び第 7号 にお ける担当官庁 へ の届 出及 び倫理委員会 の同
意 を求める場 合、個人関連 デー タを提供 してはな らない。免疫付
与 には承認 された医薬品を使用 しなければな らない。

(3)免 疫付与処理 の実施 に関 しては、免疫付与計画 に従 って手順書 (免
疫付与手llE書 )が 作成 され なければならない。免疫付与手順書 に
関 しては、第 11条 を準用す る。同手順書 には、免疫付与 に関連 し
て発生す る事 柄及 び供 血者 の健康状態又 は免疫付与処理 によ り期
待 され る効果 が障害 され る事柄 に関 して全て記載 され なければな
らない。免疫付与 のために赤血球製斉」を使用 した場合、記録 を作
成 し、免疫付与者 に対 して証 明書 を発行す る。
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(4)第

3項 第 3文 にお ける事柄 は、免疫付与処理 を実施 す る主任 医師

によ り、倫理委員会、担 当官庁及 び免疫付与 に使用 した医薬品 の
製造企業 に遅滞 な く報告 されなければな らない。当該免疫付与者
によ り、その生 年月 日及 び性別 が報告 される。

第 9条
遣血幹細胞及 びその他の血液成分

(1)造 血幹細胞及 びその他 の血液成分 の分離 のために必 要 となる供血
者 へ の準備 的処置 は、医学的 な知見 の標準 に従 って実施 しなけれ
ばならない。第 8条 第 2項 か ら第 4項 までを準用す る。

(2)医 療記録及 び情報 に関す る担当連邦官庁 は、造血幹細胞製剤 を製
造 し、流通 させ 、又 は輸入す る事業所 に関す る一般公開用 の登録
簿 を作成 し、 その登録業務 を保障する。登録簿 には、事業所 の施
設証明及 び連 絡先並 びに製造及 び輸入許可 を得 ている各 々の事業
内容 に関 して各州 の担当官庁 によ り提供 され る情報 が第 3項 の法
規命令 に従 って記載 され る。担当連邦官庁 は、情報登録 の準備 に
関す る手数料 を請求で きる。手 数料項 目に関 しては、連邦保健省
の同意 が必 要 で ある。

(3)連 邦保健省 には、連邦参議院 の同意 を得 た法規命令 によ り、第 2
項第 2文 にお ける情報 の種類、収集、記載方法及 び提供 に関す る
詳細 を手数料 も含 め規定 する権 限 が委任 され る。当該法規命令 に
おい ては、本法 の適用範囲内外 の事業所及 び官庁 に対す る情報の
伝達 に関 して も規定 で きる。

第 10条
費用補償

(1)採 血 は、無償 で実施 されなけれ ばならない。供血 の種類 によ り直
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接費用 に見合 う費用補償 を供血者 に与 えることがで きる。

第 11条
供血 に関する記録 作成、デ ータ保護

(1)全 ての採血及 び採血 に伴 う処置は、医師の記録義務 にかかわ らず、
本法 の定める 目的のため、供血者 にお ける医療的処置のため及 び
医薬 品法 による リスク把握 のため、記録 され なけれ ばな らない。
記録 は、少 な くとも15年 間、第 8条 及 び第 9条 第 1項 による場合
は、少 な くとも20年 間、遡及調査 に必 要 な情報 は、少 な くとも30
年間保存 しな けれ ばならず、保存 が不要 となった場合、廃棄又 は
消去 されなければな らない。当該記録 は、迅速 に利用可能 な方式
で整理 されていな ければな らない。採血施設 において記録 された
最後 の供血 か ら30年 を超 えて長期 に保存 された供血者 の記 録 は、
匿名化 されな けれ ばな らない。

(2)採 血施設 は、第 1項 における 目的 に必 要 な限 りにおいて、供血希
望者及 び供血者 に関す る個人関連 デー タを収集、処理、使用す る
ことがで きる。当該施設 は、医薬品法 にお ける監督業務 の実施又
は採血 に密接 に関連 す る犯罪又 は秩 序違反行為 の捜査 に必 要 な限
りにおいて、手順化 されたデー タを担 当官庁及 び担 当連邦上級官
庁 に報告す る。供血者 の生 年月 日及 び性別 は、 医薬品法 による リ
スク把握 のために、報告 され なければな らない。

第‖条 a
血 液貯蔵設備
医療提供施設 が当該施設 内に限定 して、使用 を含 め血 液製剤 の保管 と譲
渡 を目的 として血液 を貯蔵 す る場合、製薬企業営業令第 3条 第 1項 第 1
文、第 3文 、第 4文 、第 4条 第 1項 第 1文 及 び第 2文 、第 7条 第 1項 第
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1文 、第 2項 、第 4項 及 び第20条 第 2項 並 びに本法第 16条 第 2項 及 び第
19条 第 3項 の規定 を準用す る。

第 12条
命令権 限 の委任
連邦保健省 は、連邦参議院の同意 を得 た法 規命令 によ り、連邦医師会及
び専門家 の意見聴取 を経 て、人間 の健康 に対す る危険回避又 は リスクに
関す る事前配慮 に必 要 な限 りで、本章 に適 う専門的標準仕様 を規定で き
る。当該法規命令 においては、特 に以下の標準仕様 に関 して、 その詳細
を規定で きる。

1.採 血施設、
2.供 血者の選別 及 び検査、
3.供 血者 への説 明及 び同意、
4.採 血、

5
6

造血幹細胞採取 に関す る供血者 の免疫付与及 び準備 的処置、並 びに、
採血 に関す る記録作成及 び記録 デー タの保護。

連邦保健省 は、連邦参議院 の同意 を得 ることな く、第 1文 に関す る法 規
命令 の規定 を担当連邦上級官庁 に委任 す ることがで きる。

第 12条 a
血液及 び血液成分 の採取 に関する医学的知見及 び技術 の標準 を定める指針

(1)連 邦医師会 は、第 12条 による法規命令 を補足す るかたちで、血液
及 び血液成分 の採取 に関 し、一般的 に認め られて い る医学的知見
の標準 に関す る指針 を担 当連邦上級官庁 と相互 合意 の上で定 める
ことがで きる。指針 の策定 に際 しては、連邦及 び州 の担 当官庁 を
含 め、関係す る分野及 び流通領域 の専門家 の適 切 な関与 が保障 さ
れなければならない。指針 は、担 当連邦上級官庁 によ り、連邦官
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報 において公示 され る。

(2)第

1項 に規定す る連邦医師会 の指針 が遵守 されて い た場合、医学

的知見の標準 は、充足 されて い るもの と推定 され る。

第

3章

血 液 製 剤 の使 用
第 13条
使用 に関する標準 仕様

(1)血 液製剤 は、医学的知見及 び技術 の標準 に従 って、使用 されなけ
ればならない。血液製剤の使用は、適合性 の保障、感染症 マーカー
及 び保存試料 の予め定 め られた検査 を含 む事前検 査、使用技術並
びに説明 と同意 に関す る標準仕様 を留意 しなけれ ばな らない。血
液製剤 の使用 に関連 して、検 査室 での検査 を実施又 は要求する医
師 は、 この職務 に関す る特

専門知識 を有 して い なければなら

=Uな

ない。 自己血 の使用 は、 この血液製剤 の特殊性 に従 う。医学的知
見 の標準 によ り自己血使用の可能性 が考 え られ る場合、 これ を患
者 に説明 しな けれ ば ならない。

(2)自 己の責任 において血液製剤 を使用す る医師 は、 この業務 に関 し
て十分 な経 験 を有 していな けれ ばな らない。

第 14条
記録作成、デ ータ保護

(1)治 療 を行 う医師 は、血液製剤及 び遺伝子工学的 に製造 された血漿
蛋 自を止血障害治療 のために使用 す る全ての場合、本法 が定 める
目的のため、血液製剤使用 の対象 となる者 の治療 の 目的 のため及
び医薬 品法 による リスク把握 の目的のため、記録 を作成 し、又 は
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記録 を作成 させ なければな らない。記録 には、説明及 び同意、血
液型特定検査の結果、血液製剤 が特定 の血液型 に限 られて使用 さ
れ る場合 に実施 された検査 並 びに作用及 び不具合事象 の記述 が含
まれ なけれ ばならない。

(2)第

1項 にお け る血液製剤及 び血漿 蛋 自 は、治療 を行 った医師 自身

によ り又 はその責任 にお いて、以下 の事項 が遅滞 な く記録 されな
けれ ばな らない。

1

患者識別 番号又 は姓 名、生年月 日、住所筆 の患者 に関す る明
確 な情報、

2.製 造処理過 程記録番号、

3

製剤番号、又 は、
一 製剤 の名称
― 製薬企業 の名称又 は会社名
― 量及 び濃度

4.使 用年月 日及 び時刻
自己血 の場合、 これ らの規定 を準用す る。 医療提供施設 (病 院、
その他 、治療す るための医療提供施設 )は 、記録資料 の情報 が患
者 と製剤 か ら検索可能 となるように管理 しなければならない。

(3)電 算化 された情報 を含 め記録 は、少 な くとも15年 間、第 2項 にお
ける情報 は、少 な くとも30年 間、保存 しなけれ ばならない。 これ
らの記録 は、遡及調査 目的 のために遅滞 な く利用可能 でな ければ
ならない。保存 が不要 になった記録 は、廃棄又 は消去 されなけれ
ばな らない。30年 を超 えて長期 に保存 された記録 は、匿名化 され
な けれ ばな らない。

(4)医 療提供施設 は、第 1項 にお ける目的のために必要 とされ る場合
に限 り、患者個人 に関連す るデー タを収集、処理及 び使用する こ
とがで きる。医療提供施設 は、血液製剤 の使用 に密接 に関連する
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犯罪行為の捜査 に必 要 とされる場合 に限 り、記録 を担当官庁及 び
担 当連邦上級官庁 に伝達 す る。患者 の生年月 日及 び性別 は、医薬
品法 による リスク把握 のために、報告 されなければならない。

第 15条
品質保証

(1)血 液製剤 を使用する医療提供施設 は、医学的知見及 び技術 の標準
に従 って、血液製剤 の使用 に関す る品質保証体制 を構 築 しなけれ
ばな らない。血液製剤 を使用 する医療提供施設 は、輸血 医学 に関
わる業務 に責任 を有 し、必要 な業務遂行能力 を有 してい る有資 格
医師 (輸 血責任者 )を 任命 しなけれ ばならない。血液製剤 を使用
す る医療提供施設 は、血液製剤 を使用す る全 ての治療班 に、 その
医療提供施設 に勤務 し、輸血 医学 の基礎知識及 び経験 がある有資
格医師 (輸 血専任 者 )を 更 に任命 しなけれ ばな らない。医療提供
施設 が採血施設又 は輸血 医学研究施設 を有 して い る場合又 は救急
医療提供施設 を併設 して い る場合、輸血医学上 の問題 を扱 う委員
会 (輸 血委員会 )を 更 に設置 しなけれ ばな らない。

(2)品 質保証体制 の枠 内において血液製剤 の使用 と密接 に関連す る業
務担当者 の資格及 び業務 を確定 しな けれ ばな らない。血液製剤 の
使用 における患者 に関連 す る品質保証 の原則 として、特 に第 14条
第 1項 にお ける血液製剤 と血漿蛋 自の使用適応 に関す る情報 も含
めた記録作成及 υ専 門職種間 にお ける情報交換 に加 え、使用状況、
使用 に伴 う作用及 び副作用並 びに想定外 の反応 に関す る監督体常」
並 びに必 要 とされ る付随的治療処置 が定 められなければならない。

-
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第16条
通知義務

(1)止 血障害治療のために使用 した血液製剤及 び遺伝子工学的 に製造
された血漿蛋自に関連す る想定外の事故が発生 した場合、治療 を
担当する医師は、遅滞 な く必要な処置を講 じなければならない。
当該医師は、輸血専任者及 び輸血責任者又 は施設の品質保証体制
によ り定められた従事者に通知する。

(2)血 液製剤に想定外の反応又は副作用が疑われる場合、遅滞な く製
薬企業に通知 し、第 1項 における血液製剤 と血漿蛋自製剤 の重大
な想定外の反応又 は副作用 が疑われ る場合、更に担当連邦上級官
庁にも通知 しなければならない。通知 には、製剤名、製薬企業の
名称又 は商号、製造処理過程記録番号等の必要な情報が全 て含 ま
れていなければならない。想定外の反応又 は目」
作用 による影響の
疑いが認められる者に関 しては、生年月日と性別 が報告されなけ
ればならない。

(3)職 業法上の報告義務は、本条項の適用を受けない。
第17条
使用未定の血液製剤

(1)使 用未定の血液製剤は、医療提供施設内で適切な方法 により保管、
運搬、譲渡又は廃棄されなければならない。血球成分 と新鮮血漿
による血液製剤の運搬及び譲渡 は、品質保証体制 の枠内で文書に
より定められた手続 によってのみ行 うことが許 される。使用未定
の 自己血を他 の者 に使用 してはならない。

(2)使 用未定の血液製剤 の所在 は、記録されなけれ ばならない。
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第 18条
血液製剤 の使用 に関する医学的知見及 び技術の標準

(1)連 邦医師会 は、担 当連邦上級官庁 と相互合意 の上で、欧州連合、
欧州評議会及 び世界保健機関の血液及 軸 液製剤 に関す る指針及
び勧告 を考慮 に入 れ、専門家か ら聴取 した意見 に従 い、特 に以下
の事項 に関 して、一般的 に認 め られて い る医学的知見及 び技術 の
標準 を指針 の中に定 める。

1

第 14条 第 1項 にお ける血液製剤 と血紫蛋 自の使用 に関 して、
その適応性 の記録化 を含 めた血液製剤 の使用 に求 め られ る標
準仕様、血液製剤使用 に際 して患者 に実施す る感染 マーカ ー
の検 査 に求 められる標準仕様及 び保存試料 に関す る標準仕様、

2.医 療提供施設 における血液製剤使用上の品質保証及 び医局 に
よる品質保証状況 の監督、

3

血液製剤 の使用 と密接 に関連す る業務 の従事者 にお ける資格
と,翔努、

4

使用 されなかった血液製剤 の医療提供施設 にお け る取扱方法。
聴間 を行 う場合、連邦及 び州 の担 当官庁 を含 め、聴 取 の対象
となる分野及 び流通領域 の専門家、特 に採血施設 の事業者、
疾病金庫 中央連合会、 ドイツ病 院協会、連邦健康保険医連盟
の適 切 な関与 が保障 されなけれ ばな らない。指針 は、担 当連
邦上級官庁 によ り、連邦官報 にお い て公示 され る。

(2)第

1項 に規定す る連 邦 医師会 の指針 が遵守 されて い た場合、一般

的 に認 め られた医学的知見及 び技術 の標準 は、充足 されて い るも
の と推定 され る。
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第 4章
遡及調査
第19条
手続

(1)採 血施 設 は、供血者 が ヒ ト免疫不全症候群、肝 炎 ウイルス又 はそ
の他 の重篤 な症 状 を惹起す る可能性 のある病原体 に感 染 してい る
ことを確認 した場合又 は根拠 ある疑 い を認 めた場合、採取 された
供血 を選別 し、 それ に先立 つ供血 の所在 を突 き止 めなけれ ばな ら
ない。 その疑 い を検証す る手続及 び遡及調査 は、科学的知見 の標
準 に従 って実施 され る。特 に以下の注 意義務が遵守 され なけれ ば
ならない。

1.感 染 リス クを防 ぐために過去 の供血 を遡及 的に追跡す る期 間
が適切 でな けれ ばな らない こと、

2

再検査又 は確認検査 の結果 によ り、今後 の処 置 が決定 される
まで、感染 の疑われ る供血 は使用禁止 とされ なけれ ばな らな
い こと、

3.供 血者 の感 染状況 と当該供血者 による感染 が疑われ る供血 に
関 しては、遅滞 な く真相 が解明 されなけれ ばな らない こと、

4.感 染 が証 明された供血 は、確実 に選別 される必 要 が あること、

5

第 16条 第 2項 第 3文 を準用 して、必要 な情報交換手続 を遵守
しなけれ ばな らない こと、並 びに、

6

確認検査 の結果 が感染 を示す場合、感染 が疑われる場合又 は
再検査が不可能 な場合、担 当官庁 に遅 滞 な く遡及調査手続 の
開始 を通知 しなければならない こと。 この場合、第 16条 第 2
項第 3文 が準用 され る。

採血施設 の担 当医師 は、採血 において判明 した感染 の状況 を遅滞
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な く供血者 に知 らせ なければならない。担当医師 は、供血者 に詳
細 を説明 し、助言 を与 えなければな らない。感染症 の病原体 を伝
染 させ る合理 的な疑 い のある血液製剤 が使用 された場合、 その医
療提供施設 は、 その処 置 を受 けた患者 に遅滞 な く通知 し、検査 を
勧 める義務 を有す る。検査 を行 う前 に、 当該患者 の書面 による同
意 を得 なけれ ばならない。 当該患者 には十分 な助言 を与 えなけれ
ばならない。

(2)医 療提供施設 内で治療 中の者又 は治療 された患者 において、第 1
項第 1文 の血 液製剤 による感染 が確認 された場合又 は感染 した と
い う根拠 ある疑 いが生 じた場合 、医療提供施設 は、感染 の原因 を
遅滞 な く究明 しなければな らない。 医療提供施設 は、感染又 は感
染 の疑 い を有する血液 製剤 を調査 し、第 16条 第 2項 に準 じて通 知
を実施 しなければならない。製薬企 業 は、供血者 を究明 し、再検
査 を勧 めるように手配 しなければな らない。第 1項 第 8文 が準用
され る。再検査 によ り供血者 の感染 が確認 された場合、感染 の疑
いの余地がある場合又 は再検査 の実施 が不可 能 である場合、第 1
項 による手続 が準用 される。

(3)医 療提供施設、採血施設及 罐

薬企 業 は、第 2項 にお ける感染原

因 を究明す るため、連邦及 び州 の担 当官庁 と共助 し合 わなければ
ならない。 これ らの関係機関 は、 この 目的 のために、特 に必 要 と
され る情報 を提供す る義務 がある。第 16条 第 2項 第 3文 が準用 さ
れ る。

(4)第

1項 か ら第 3項 まで に よ り実施 され た処 置 は、 更 な る遡 及 調査

の た め及 び医薬 品法 に よる リス ク把 握 の た め、 記録 を作 成 しな け
れ ば な らない 。
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第 20条
委任命令
連邦保健省 には、連邦参議院の同意 を得 た法 規命令 によ り、専門家 の意
見聴取 を経 て、 ヒ トの健康 のための危険回避又 は リスクに対す る事前配
慮 に必 要 な限 りで、遡及調査 に関す る手続 の詳細 を規定す る権限 が委任
され る。 この法 規命令 には、特 に供血者 と治療 中の者 にお け る感染状況
の確実 な把握 に関する規定、遡及調査 を目的 とするデー タの記録作成及
び伝達 に関す る規定、遡及調査期 間に関す る規定並 びに血 液製剤 の使用
禁止及 び保管 に関す る規定 が公示 され る。

第

5章

報 告制度
第21条
共同運用される報告制度

(1)採 血施設の事業者、製薬企業及び医療提供施設 は、血液及び血液
成分の採取量、製造量、輸出入量及び第14条 第 ェ項 にい う血液製
剤 と血漿蛋自の消費量並びに先天性止血障害により治療が必要な
患者数に関 して、毎年、担当連邦上級官庁に報告 しなければなら
ない。当該報告 は、暦年 の満了後、遅 くとも翌年 の 3月 1日 まで
に行 われなければならない。報告の不履行が繰 り返 される場合又
は報告内容が完全でない場合、監督業務 を担当する州官庁 に通知
されなければならない。

(2)担 当連邦上級官庁は、報告 されたデータを匿名化 して報告書にま
とめ、公表する。担当連邦上級官庁 は、報告に関連するデータを
機密 として厳重に取 り扱わなければならない。

(3)採 血施設は、毎年、供給 した医療提供施設日録を担当官庁 に送付
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し、担 当連邦上級官庁 の照会 に応 じて利用可能 な状況 に しなけれ
ばならない。

第22条
疫学的デ ー タ

(1)採 血施設の事業主 は、採血施設別 に、毎四半期及 び毎年、被検査
者数及 び検査 で感染症 マー カー陽性 が確定 した供血者数の 目録 を
作成 し、毎四半期 に実施検査数 日録 を作成す る。自己血採取者 は、
除外す る。数値 情報 は、検査す る感 染症 マー カ ーの種 類、供血 の
種類、供血者 が初 回供血希望者、初回供血 者又 は供血経験者 で あ
るか否 か、性別及 び年令、可能性 の ある感染経路、 自主的な供血
不適合事 由の申告、居住地 、 これ までの供血回数 に応 じて、区別
化 して記 載 され なけれ ばな らない。 日録 は、報告期間 に続 く四半
期末 日までに、疫 学上 の行政 を担 当す る連 邦上級官庁 に提出され
なけれ ばならない。 日録提 出の不履行 が繰 り返 され る場合又 は提
出内容 が不完全 な場合、監督業務 を担 当す る州官庁 に通知 されな
けれ ばな らない。感染疫学的検査が必 要 な事例 がある場合、州 の
担 当官庁及 び担 当連邦上級官庁 に通知 す る権 限 は、本条項 の適用
を受 けない。

(2)疫 学上の行政 を担 当す る連邦上級官庁 は、情報 を匿名化 して一覧
に取 りまとめ、年間の総括報告 を翌年 の 9月 30日 までに公表す る。
報告関連 デー タは、機密扱 い としな ければならない。

第23条
委任命令
連邦保健省 には、連邦参議院の同意 を得 た法規命令 によ り、専門家の意
見聴取 を経て、本章 にお け る報告情報 の種類、範囲及 び書式 を規定す る
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権 限 が委任 され る。

第

6章

専門家委員会
第 24条
血液事業作業部会
連邦保健省 は、血液製剤並 びに供血及 び輸 血 に関す る専門家 による作業
部会 (血 液事業作業部会 )を 設置する。作業部会 は、連邦及 び州 の担当
官庁 に助言す る。作業部会 は、法規命令 の公示 に際 して、本法 に定 め ら
れた専門家 へ の聴間 を執 り行 う。連邦保健省 は、職業団体及 び学術団体、
各医師会、製薬企業連盟、国及 び地 方 自治体 の輸血事 業団体、血漿交換
療法事業者 団体、 ドイ ツ赤十字社 の供血事業部、全国患者連盟、特 に血
友病患者全国連盟、連邦国防省及 び各州 の推薦 によ り作業部会委員 を任
命す る。作業部会 は、連邦保健省 と相互 合意 の上で、業務規則 を決定す
る。連邦保健省 は、作業部会 の座長 を決定 し、任命す る。連邦保健省 は、
連邦上級官庁 の職員 に作業部会 の業務執行 を委託で きる。

第 7章
官庁 の義務
第25条
官庁 の通知義務
本法 の執行 にあたる連 邦及 び州 の担 当官庁 は、本法 に定 め られて い る目
的を遂行す るために、血液製剤 の重篤 な想定外の反応及 び副作用の疑 い
がある事例 が発生 した場合、遅滞 な く情報 を交換す る。第 16条 第 2項 第

3文 が準用 され る。
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第 8章
特別 規 定
第26条
連邦軍

(1)本 法の規定 は、連邦軍の施設にも準用される。
(2)連 邦国防省 の業務範囲 において、本法 の執行 に関す る監督は、連
邦軍の担 当機関及 び専門家 に義務付けられる。

(3)連 邦国防省 は、任務 の遂行 に正 当であり、健康保護 が維持される
場合、その業務範囲 に関 して連邦保健省 との相互合意 の上で、個 々
の事例 における本法の例外事項及 び本法 による法規命令 の例外事
項を認 めることができる。

第

9章

担 当連 邦 上 級 官庁 の 規定及 びその他 の 規定
第27条
担当連邦上級官庁

(1)担 当連邦上級官庁 は、パ ウル・ エ アリッヒ研究所 である。
(2)伝 染病疫学に関する担当連邦上級官庁は、 ロベル ト・ コ ッホ研究
所である。

(3)健 康上の啓発 に関す る担当連邦上級官庁は、連邦保健情報センター
である。

(4)医 療記録及 び情報 に関す る担 当連邦官庁 は、 ドイツ医療 にお ける
記録及 び情報 に関す る研究所 である。

―‑
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第 28条
適用除外範 囲
本法 は、診断 を目的 とす る少量採血、同種療法用の 自己血由来製剤 、生
物学的 に処理 された組織製剤 によ り製造 された 自己血並 びに連 邦歯科 医
師会 によ り規定 された基 本方針及 び歯科 医師会報で公示 された医学的知
見及 び技術 の標準 に従 う限 りにお いて、歯科 医院で製造 し、使用 され る
歯科治療用製品製造 のための 自己血少量採血 には、適用 されない。

第29条
他の法律 との適用関係
本法 に特段 の規定 がない限 り、医薬品法、 医薬品製造法及 び伝染病法 の
規定 は、本法 の適用 を受 けない。臓器移植法 は、本法 に適 用 されない。

第30条
欧州共同体法 へ の適応
本法 にお ける法規命令 は、本法 が扱 う領域 に関連 のある欧州連合
理事会又 は欧州共同体委員会 における規則 の執行又 は指令若 しく
は決定 の実施 に必 要 な限 りで、欧州連合加盟国の法規定 に適応 さ
せ る 目的 で公示す ることがで きる。

(2)

本法 にお ける法規命令 は、専 ら欧州連合理事会又 は欧州共同体委
員会 の指令又 は決定 を実施 す るために、 それ らを国内法化す る場
合、連邦参議院 の同意 は不要 とされる。
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第 10章
刑 罰 及 び過 料 規 定
第 31条
刑罰規定
第 5条 第 3項 第 1文 に違反 して、供血 を許可す る前 に、同文 に規定 され
る感染症 マーカ ー の有無 に関す る検査 を供血 者 に実施 しない者 は、1年
以下の 自由刑又 は罰金刑 に処 す る。

第 32条
過料規定

(1)過 失 によ り第31条 に掲 げる行為 をす る者 は、秩序違反 とす る
(2)故 意又 は過失 によ り、以下 の各号 を行 う者 は、秩序違反 とする。
1 第 4条 第 1文 第 2号 に違反 して、採血施設 を運営す る者、
2 第 8条 第 2項 第 1文 第 4号 又 は第 6号 に加 え、当該規定 を準
用する第 9条 第 1項 第 2文 に違反 して、免疫 付与処理 を実施
し、又 は準備的処置 を実施 す る者、又 は

3

第 12条 第 1文 による法規命令 が過 料規定 に関す る一定 の構成
要件 を設定 して い る限 りにお い て、当該法規命令又 は当該法
規命令 を基礎 として執行可能 な命令 に違反す る者。

(3)第

1項 にお ける秩序違反行為 の場合、25000ユ ーロ以下 の過料、第

2項 にお ける秩序違反行為 の場合、10000ユ ーロ以下の過料 に処す
ることがで きる。

‑39 (96)一

法政研 究 19巻 1号 (2014年 )

第 11章
経 過 規定
第33条
本法施行時に血液製剤の使用事業を行い、その時点で適用される法規定
の要件を充足 している者 は、その事業を引き続き継続する ことがで きる。

第 12章
後記補則
第34条 から第37条 まで
(削 除)

第 38条
統 一 的な法規命令秩序の ための再調整
第35条 か ら第37条 までによ り変更 された法 規命令 の部分 は、統 一 的 な整
序 を企図す る法規命令 によ り、更 に変更 され る可能性 が あ る。

第38条
施行

(1)本 法 は、官報公布の 日経過後 に施行す る。
(2)第 15条 は、第 1項 を除 いて、官報公布後 3年 目の初 日に施行 し、
第22条 は、官報公布後 2年 目の初 日施行す る。
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