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　このたびは、年度末のお忙しいところ、本シンポジウムにお運びくださり、誠にありが

とうございます。

　日本では、1960 年代から、病気や障害の原因と、生活習慣や環境との関係について、

長期にわたって詳しく調べる様々なコホート研究が実施されてきました。そして、1990

年代以降は、要因との関係についても詳しく調べる「ゲノムコホート研究」も増えてきま

した。一方、2000 年代以降は、血液や組織などの試料を多様な医学研究で利活用する基盤

として「バイオバンク」の構築も始まりました。

　「ゲノムコホート研究」や「バイオバンク」で共通するのは、多数の患者さんや市民の

皆様からインフォームド・コンセントを受け、長期間にわたり、人の病気や健康に関わる

様々な研究に利用されることを前提として、試料や情報を提供して頂いていることです。

そのため、研究責任者にとっては、適切に試料や情報を使用し、その進捗を参加者に情報

発信し、透明に事業を運営していくことが、最も重要な倫理的使命の一つとなっています。

また、事業によっては、倫理面を支援する担当者が置かれ、国の研究倫理指針等を参考

にしつつ、各事業の性質に応じた倫理的・法的・社会的な課題（Ethical, legal and social 

implications）に取り組んでいます。

　そこで、日本を代表する 6 つの研究事業が一同に会し、各事業の推進において抽出され

た倫理的・法的・社会的課題とその対応状況について紹介するためのシンポジウムを企画

しました。これらの 6 つの研究事業の参加者には、患者のみなさま、地域住民のみなさま、

妊婦のみなさま、そして子どもさんたちが含まれ、足し合わせると、約 50 万人の方々の

尊い協力意思を得て、運営されていることになります。これまで、それぞれの事業で、進捗

状況や研究成果報告が実施されてきましたが、倫理的法的社会的課題に焦点をあてて、

さらに一堂に会したシンポジウムは例がありません。

　このシンポジウムを開催するきっかけとなりましたのは、2013 年に内閣官房にて開催

して頂いた、「試料等利活用と ELSI 課題検討会」という勉強会でした。これらの 6 つの

研究事業は、この勉強会に参加して、初めて互いに共通する倫理的な課題や配慮の取り組

みを知ることができ、今後とも議論を継続することを約束し、本日のシンポジウム開催に

至った次第です。
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　本日のシンポジウムでは、最初に、「ゲノムコホート研究」や「バイオバンク」の特徴

やその倫理的・法的・社会的な課題について、北海道大学の玉腰暁子先生から基調講演を

いただきます。

　その後、各事業のご紹介とともに、やむを得ず生じる倫理的法的社会的課題とその対応

状況や今後の課題についてお話をいただきます。演者の立場は、事業代表者の方、倫理面

を支援する担当者の方など様々です。それぞれのお立場からみた課題の見え方の違いにつ

いても、ぜひご注目ください。

　また、パネルディスカッションでは、共通する課題にはどのような事柄があるのかを確認

し、将来の制度設計に向けた議論を展開します。

　なお、それぞれの事業について初めて耳にする方もいらっしゃるかもしれませんが、残念

ながら、本日は、各事業の全体像や成果報告等については、詳しくご紹介をする時間が

ありません。ご関心がおありの方は、お手元の事業の概要をご覧いただくとともに、各事業

のウェブサイト等で詳細な情報をご確認くださるよう、お願い申し上げます。

　何分にも初めての機会ですので、各事業の自己紹介で終わってしまい、物足りない議論

になってしまうかもしれません。しかしながら、これをキックオフの機会ととらえ、今後

とも継続していきたいと考えております。ぜひ最後までおつきあいください。

　　平成 26 年 3 月
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ゲノム・コホート研究の意義と特徴
　コホート研究は、人々から開始時点の生活習慣情報や検査値、生体試料を提供いただき、その
後に発生する疾病や死亡等との関連を検討する。その際、体質情報としてゲノムを用いるものを
ゲノム・コホート研究と称している。ゲノム・コホート研究により、健康障害への影響を生活習
慣と体質を組み合わせて検討することが可能になる。そのため、疾病予防のための生活習慣等が
個々人の体質（遺伝子）別に明らかになることが期待される。一方でゲノム情報は、究極の個人
情報といわれる、血縁者と共有される、疾病の予測可能性があることから差別につながる、等の
問題もいわれており、その取り扱いには注意を要する。現在の国内ルールでは、「ヒトゲノム・遺
伝子解析研究に関する倫理指針」「疫学研究に関する倫理指針」の両者にまたがる領域となる。

バイオバンクの意義と特徴
　研究目的で収集された生体試料ならびに関連情報が、整理された状態で保管されているものをバイオ
バンクと称している。通常、研究者からの申請により（一定の審査等を経て）試料・情報が提供される。
したがってバンクから試料・情報の提供を受けて研究できれば、試料・情報収集の手間を省き効率よ
く研究を進めることができ、特に疾病特異的にまとまって試料・情報が収集・保管されている場合は
有用と考えられるが、制約として収集されていない情報は使えないことが挙げられる。「ヒトゲノム・遺
伝子解析研究に関する倫理指針」では、バンクを「試料・情報の収集・分譲を行う機関」と称している。

倫理的課題と配慮
１. 試料・情報のさらなる利活用に向けた、インフォームド・コンセントや倫理審査に関する課題
　コホート研究で収集された試料・情報を他の研究に利用すること、あるいはバンクへ試料・情
報を提供することは、研究当初の目的に含まれていないことが多い。既に実施された研究で収集
された試料・情報を他の研究で利活用する場合、現在の国の倫理指針では、試料等提供者から改
めて同意を取得することが原則となっている。しかし、それが難しい場合には、倫理審査委員会
に研究計画変更の申請を行い、試料等提供者に通知または公開する等の措置が認められれば、研
究機関の長の許可を得て、実施することとなる。もちろん、これからゲノム・コホート研究を開
始する場合には、当初よりこの可能性について説明し、広範同意であっても受けておくことが望
まれる。なお、当初よりも研究が進展していくことになるので、同意撤回の範囲や効果、時期等
に関する検討を行うとともに、関係する研究間で一定の方向性を確認しておく必要がある。
２. 情報（臨床情報、生活習慣情報、ゲノム解析データ等）の利活用をめぐる意義と課題
　得られた情報を利活用し、信頼できる国内外の研究者との共同研究を促進していくことは、提供
者の善意を生かし、研究成果を迅速に出していくためにも重要である。しかし、性別、年齢、居住

ゲノム・コホート研究とバイオバンクにおける
倫理的配慮とは

北海道大学大学院医学研究科予防医学講座公衆衛生学分野 教授
玉腰 暁子

基調講演
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PROFILE

地域、添付される臨床情報の種類や量によっては、試料等提供者本人の個人特定可能性や、対象地
域の特定可能性を高める恐れがある。特に試料等提供者が患者の場合には、個人が特定されること
によって、深刻な不利益を与える可能性があることに留意しなければならない。そのため、提供す
る情報の種類・量によっては、共同研究契約ないしデータ使用契約（Data Use Agreement）の
もとで行うことが前提となる。契約締結に際しては、コホート研究・バイオバンク事業者の責任に
おいて、i ）先方の研究計画が妥当であること、ii ）先方に一定水準の研究実績があること、iii ）先
方で一定水準のセキュリティ環境が担保できること、iv）先方から研究終了／成果報告を受け、デー
タの永続的な保管あるいは廃棄のルールを遵守してもらうこと等を確認する必要がある。
　最近は公的研究費を受けて行われた研究のデータベースへの登録が求められている。このこと
により、国内外の研究者が新たな視点で解析に取り組み、データが有意義に活用されるほか、公
表された結果の検証や若手研究者の教育に用いることも可能である。データベース公開方法には、
オープンアクセスと制限付アクセスの２種類があるが、ゲノム・コホート研究の場合には対象者
の特定可能性を考えると、制限付アクセスが現実的な対応であろう。また、多くの既存の研究では、
開始時にデータ公開に関する説明が含まれていなかったと考えられる。そのため、データ公開に
あたり、i ）試料等提供者への通知または公開、ii ）試料収集機関がデータ公開に対して不安を抱
かないよう、その意義を十分に理解してもらうための丁寧な説明、iii）研究計画の変更に関する
倫理審査と機関の長の承認等の手続きが必要である。
３. 試料配布の促進における意義と課題
　２と同様、研究促進のために、国内外の研究者との共同研究は重要である。また、バイオバンクでは、
業務の一環に試料の分譲が含まれる。しかし、試料配布に伴う責任、量の限られた貴重な試料であ
ること等を鑑み、i ）先方の研究計画が妥当であること、ii）先方に一定水準の研究実績があること、
iii）先方で一定水準のセキュリティ環境が担保できること、iv）先方から研究終了／成果報告を受け、
試料廃棄のルールを遵守してもらうこと等の確認が求められる。知財に関しては、通常、解析者に
帰属することになろうが、事前に確認しておく必要がある。また、提供を受ける研究者は、提供者
への感謝の念はもちろん、試料・情報の収集者の苦労、保管に要する費用や労力を忘れてはならない。
４．コホート研究・バイオバンクによる、社会全般への成果の還元に関する方策
　通常、コホート研究やバイオバンクへの試料・情報提供者が直接得る利益はない。また、研究成
果は、これまで学術的に発表することが優先されてきた。しかし、今後は、国民に対して、研究成
果を医療や予防に還元しうることを、もっとわかりやすく発信し、実行につなげるためのアクショ
ンを具体的にすることが必要である。提供者の好意を無にしないだけでなく、そのような活動が、国
民の理解と協力が得られるよりよい研究につながることを研究者自らが認識することが求められる。

玉腰 暁子（タマコシ アキコ）

北海道大学大学院医学研究科予防医学講座公衆衛生学分野 教授
専門分野：疫学、公衆衛生学
名古屋大学医学部卒業 / 名古屋大学大学院医学研究科助教授 / 国立長寿医療センター
治験管理室長 / 愛知医科大学医学部公衆衛生学特任教授 /2012 年より現職 /2003
年日本疫学会奨励賞受賞 / 日本疫学会理事 / 札幌市廃棄物減量等推進審議会委員 /
札幌市エイズ対策推進協議会委員 / 厚生科学審議会臨時委員（科学技術部会）等
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1） 次世代多目的コホート研究（JPHC-NEXT）について
　日本では高齢化によりがんや循環器病などの生活習慣病にかかる人が増加しているが、

その原因は単純に説明できるものではない。20 世紀に、生活習慣・環境とこうした病気

との関連を明らかにする基盤となってきたのが「コホート研究」と呼ばれる長期にわたる

大規模な観察型の疫学研究である。この 10 年の間に、日本でも、いくつかのコホート研

究の成果から喫煙、飲酒、食生活などさまざまな要因と病気との関わり方がわかってきた。

一方、生まれながらの体質（遺伝因子）も、こうした病気のかかりやすさに影響すると考

えられている。また、同じがんにかかったケースでも、進行の速さなどの性質が違うこと

もあれば、治療効果に違いがみられることもある。なぜそうなるのか、どう予防あるいは

治療すればよいのか、その問いを、病気になる前の状態も考慮して実証的に解く基盤とな

るのが「分子疫学コホート研究」である。

　国立がん研究センターでは、1990 年から実施している多目的コホート研究（JPHC）で

培ったノウハウを活用し、新たな世代の分子疫学コホート研究として、次世代多目的コホー

ト研究（JPHC-NEXT）を 2011 年に開始した。2013 年現在、全国の地域で共同研究を展

開しつつある。

2） 研究対象地域と対象者
　次の地域を対象に研究が開始されている。秋田県横手地域：秋田県横手市。長野県佐久

地域：長野県佐久市、南佐久郡南牧村、佐久穂町、小海町、川上村、南相木村、北相木村。

高知県中央東地域：高知県香南市。その他、JPHC-NEXT 研究プロトコールを準用する連

携地域として、茨城県筑西地域、高知県安芸地域、新潟県村上地域および魚沼地域、千葉

県市原地域で研究が開始されている。（図 1　対象地域と連携地域）。

　予定対象者数は全地域計 10 万人である。対象地域の市区町村の 40 〜 74 歳の住民に研

究への参加を呼びかけ、インフォームドコンセント（IC）のある方を対象者とする。

3） 研究試料・情報の収集
　参加に同意いただいた対象者に、生活習慣に関するアンケート調査を行った。これは共

通自記式アンケート質問票で、健康状態、喫煙・飲酒、食物摂取状況などについての情報

を提供していただいている。健（検）診結果についても提供していただく。配布回収は、

地域の実情に合わせた方法で行われている。

次世代多目的コホート研究
（JPHC-NEXT）の概要
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　また、市町村などで実施する健（検）診の機会を利用して、血液（7ml）、健（検）診

検査用の血液ののこり（約 1.5ml）、尿試料（4ml）を提供していただいている。状況に応

じて、研究のための採血の場を設けることもある。血液は各調査地域にて処理・分注し中

央事務局で凍結保存する（図 2）。将来、血液の DNA からゲノム解析を行う可能性を IC

に含む。以後、5 年ごとに同様の断面調査の実施を予定している。

　JPHC-NEXT 対象地域（連携地域を含む）では、2014 年 2 月までに、アンケートを

91,000 人から、そのうち生体試料を 44,000 人から提供していただいている。対象地域で

引き続きリクルートが行われるとともに、2014 年度より長崎県と愛媛県の地域で新たに

リクルートを開始する予定である。

2011 年開始。2014 年 2月時点の状況：アンケート　91,000 人、生体試料　44,000 人

図 1　JPHC-NEXT 対象地域と連携地域（2014 年 2 月現在）

図 2　検体の保存
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4）フォローアップ調査
　研究参加者の死亡、転出および再転入、がん・循環器疾患・糖尿病、精神疾患などの病

気の罹患についての把握を、市区町村、全国がん登録・地域がん登録、診療報酬明細表、

医療機関等への照会を通じて行う。電子化医療情報の活用も検討中である。

5）研究成果の還元
　期待される成果：JPHC-NEXT では、疾患罹患前に収集した様々なバイオマーカーや詳

細な生活習慣情報などと遺伝情報の組み合わせによる解析が可能となる。この研究から得

られるエビデンスは、正確な疾患罹患予測診断に基づくオーダーメイド予防の実現のため

の研究基盤となることが期待できる。

　集団の解析結果：JPHC と同様に、集団の結果を解析し、論文として公表された科学的

な研究成果については、研究参加者への情報としてお返しする。折々に、成果の概要をわ

かりやすくまとめた冊子等をお届けする。また、ホームページでいつでも研究計画と研究

成果に関する最新の情報を入手できるようにし、希望者へは e-mail によるリサーチニュー

スの配信を行う。

　参加者への結果返却：参加者それぞれに対し、栄養素・食品群別摂取量の計算結果およ

び将来のがん・循環器疾患リスク予測、ヘリコバクター・ピロリ菌抗体価・ペプシノーゲ

ン値から計算した胃の健康度については結果を返却する。それ以外に研究目的で実施され

た生体試料の解析結果は、原則として個人には通知しない。その臨床的な意義（検査結果

本調査 

対象者登録・ベースライン調査 

新コホート研究実現の
ための体制づくり 

2025以降… 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

開始 5年 10年 

各
地
域
研
究
チ
ー
ム 

生活習慣情報 
健診情報 
生体試料(血清、DNA） 
その他の生体試料 

収集情報のデータベース化、維持管理 

断面調査 

5年後調査 
断面調査 

10年後調査 
断面調査 

全死因（人口動態調査の利用）、がん罹患（がん登録）と予後、脳卒中・心筋梗塞発症（発症登録）、糖尿病その他の疾患 

生活習慣情報 
健診情報 
生体試料(血清、DNA） 
その他の生体試料 

変化をみる 生活習慣情報 
健診情報 
生体試料(血清、DNA） 
その他の生体試料 

変化をみる 

全死因（人口動態調査の利用）、がん罹患（がん登録）と予後、脳卒中・心筋梗塞発症（発症登録）、糖尿病その他の疾患

対象者の長期追跡調査（死亡と発症、予後） 

研
究
事
務
局 

収集情報のデータベース化、維持管理

生体試料の蓄積、維持管理 

研
究
解
析
チ
ー
ム 

横断解析、コホート解析の実施 
妥当性研究による研究の質の管理 

生活習慣と疾病との関連解析（コホート解析） 
疾病と生体指標(特にゲノム、エピゲノム、プロテオーム）・環境交互作用に関する解析 

 （コホート内症例対照研究、ケースコホート研究） 
妥当性研究（バイオマーカー精度、要因把握精度、結果把握精度等） 

国内・国際コホートコンソ－シウムへの参加 

図 3　研究スケジュール
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の病気との関連や対応方法など）が明らかではないこと、試料収集から解析までに何年も

経っていて状況が変わっている可能性があることなどがその理由である。

　ヒトゲノムを扱う研究における遺伝情報の開示については、国際的にもさまざまな議論

が起こっているところであるが、この研究では原則として開示しない方針である。ただし

提供者の遺伝子解析の結果が生命に重大な影響を与えることが判明し、かつ、有効な対処

方法があるときは、倫理審査委員会の意見に基づき、機関長の判断により、試料等提供者

やその血縁者に対し、その情報の開示への同意に関する照会がなされる場合があることも

あわせて、対象者に対し方針を説明している。

　

6）研究スケジュール
JPHC-NEXT の研究の流れを図に示す（図 3）。

7）その他、財源など
　JPHC-NEXT は、運営費交付金を原資とするがん研究開発費によって、最低限の研究基

盤として維持されている。そのために、保存血液などの利用には別の財源確保が必要であ

る。連携コホートにおいては、基本的にそれぞれの研究費によって運営されている。

8）中央研究事務局
　（独）国立がん研究センター　がん予防・検診研究センター　予防研究グループ

　（ホームページ　http://epi.ncc.go.jp/）
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　次世代多目的コホート研究（JPHC-NEXT）
は、国立がん研究センターによる地域住民
を対象とした分子疫学コホート研究である。
1990 年から実施している多目的コホート研究

（JPHC）のノウハウを引き継ぎ、2011 年に開
始された。日本の生活習慣は戦後大きく転換
し、欧米化が進んだといわれているが、その
中で育った世代（40 歳から 74 歳男女）から
なる集団が JPHC-NEXT の対象となる（図）。

JPHC における研究成果の還元
　JPHC は日本の地域住民約 14 万人（大正 2 年から昭和 27 年生まれまでが含まれる）を対象
に 1990 年に始まり、がんや循環器疾患などの罹患について 20 年の追跡期間を持つ。ベースラ
イン調査、5 年後調査、および 10 年後調査で収集したアンケート調査データ、保存血液検体、
健康診査・検診データから得られる情報と、追跡調査から得られる死亡や疾病罹患との関連など
について、個人識別情報を外したデータを用いて集団として統計的な解析を行っている。とくに、
保存血液検体を用いた研究を実施する際は、その検査項目などを明記した研究計画書の概要を
あらかじめ研究班のホームページで公開している。調査で把握した要因と死亡や罹患などの追跡
情報との関連を検討するすべての個別研究計画は科学性と倫理性の両面から運営委員会で検討
され進捗のチェックも受ける。
　研究の成果は、専門家による審査システムのある学術誌に公表される。
1）研究対象者に対する研究成果の還元
　全員の対象者に対して、研究の進捗状況や成果、研究計画などを記したニュースレターを複
数回（開始からの 10 年間に 4 回、11 〜 20 年の 10 年間に 4 回）郵送した。その後も研究期
間延長や終了のお知らせ、保存血液を用いたオミックス研究計画（2011 年 11 月）など重要な
お知らせについて、書面による連絡を行っている。その他、インターネットにホームページを
開設し、研究の概要・進捗状況・成果などについての情報を提供し、研究参加の拒否、ご意見
や要望を随時事務局で受けつけている。
2）社会に対する研究成果の還元
　ホームページを通じて還元することを原則とする。2014 年 1 月までにリスク要因とアウト
カムの関連について約 200 報を専門誌で出版し、それぞれについて HP 上で公開するとともに、
リサーチニュースの発行、メディア対応、ニュースレター、パンフレット、講演会などを通じ

次世代多目的コホート研究（JPHC-NEXT）
倫理的課題への取り組み

国立がん研究センター 予防研究グループ ゲノムコホートプロジェクト
末永 泉

図
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PROFILE

て成果の還元を行っている。
　また、リスク要因の有無から疾患の発症リスクや確率を予測する研究結果については WEB 上
で診断ツールを提供している。他のコホート研究と共同で系統的レビューやプール解析による
日本人向けのガイドライン作りに貢献している。JPHC-NEXT に限らず、後続の研究に対し成果
やノウハウのオープンな情報提供を行っている。東日本大震災に際しては、「がんのリスクの大
きさ＜何倍程度大きいか＞」という資料を JPHC の成果等を用いて作成し、施設の広報を通じ
て提供した。

JPHC での経験を活かし、JPHC-NEXT の新しい社会還元を目指す
　コホート研究では、健康な集団を長年にわたって観察し、その中で特定の病気になった人と
ならなかった人を見分け、ある要因と病気との関連を調べる。質の高い結果を得るには、参加
率の高さと罹患情報の正確な把握が求められ、最終的な成果が出る基盤が整うまでに相当の年
数がかかる。研究費も人手も特に立上げの時期にはそれなりにかかる。JPHC-NEXT では開始か
ら 20 年目までを追跡期間、追跡終了から 10 年目までを解析期間という計画である。
　コホート研究は、今でこそゲノム解析との組み合わせで脚光を浴び、世界中で競って始めら
れているが、もともと成果が実る基盤ができるまでの地味で地道で忍耐強い努力が求められる
タイプの研究である。事務局体制としては、必要最小限プラス状況に応じてケースバイケース
で対応せざるをえない。それでも、研究成果の社会還元は重要課題であり、JPHC の成果が出始
めた 2004 年に専任の人員を配置し、研究班の HP での情報公開、リサーチニュースのメール
配信などで最新の情報を伝えてきた。その中で、とくにシングルレポートの広報に際して、な
るべくメディアがスピンしないように情報を伝えるシステムを作った。
　文部科学省の支援により、JPHC-NEXT の研究計画による地域住民ベースの新規分子疫学コ
ホートを新たに構築し、その経験をもとに、日本中に規模を拡大するための標準的なプロトコー
ルに改良するプロジェクト（大規模分子疫学コホート研究の推進と統合）が始まり、2012 年よ
り研究のアウトリーチと倫理・法律・社会的問題（ELSI）の担当研究者を配置した。このプロジェ
クトの中で、外部の専門家も交えて ELSI 検討会を開催し、分子疫学コホート研究の倫理的課題
についてさまざまな議論を行った。同時代のゲノムコホートやバイオバンクの抱える倫理的問
題を共有することができたこと、各研究で実務を担当される先生方と直接情報交換できたこと
は、JPHC-NEXT の新しい社会還元の姿を描くうえでとても有意義であった。

末永 泉（スエナガ イズミ）

（独）国立がん研究センターがん予防・検診研究センター・予防研究グループ
研究員
京都大学文学部哲学科卒業。フリーライター、東芝病院研究部（肝臓病のウイ
ルス学・免疫学・遺伝学）コーディネーターを経て 2004 年から国立がん研究
センター予防研究部で研究成果の社会還元を担当。2012 年より現職。再生医
療、終末期医療や子どもの健康に関心があります。
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1. 財源
　日本学術振興会科学研究費助成事業（新学術領域研究）「がん研究分野の特性等を踏ま

えた支援活動」（今井浩三代表）の助成による。

2. 研究組織体制

 

3. 共同研究機関
　千葉県がんセンター研究局がん予防センター

　静岡県立大学食品栄養科学部公衆衛生学

　名古屋大学大学院医学系研究科予防医学（中央事務局が設置）

　愛知県がんセンター研究所疫学・予防部

　名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学

　滋賀医科大学公衆衛生学

　京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫学

　徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部予防医学

　九州大学大学院医学研究院予防医学

日本多施設共同コーホート研究
（J-MICC Study）の概要
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　九州大学大学院医学研究院感染環境医学

　佐賀大学医学部予防医学

　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際島嶼医療学

4. 研究参加者（35 ～ 69 歳）のリクルート方法
（1） 一般住民、ポスティングによる呼びかけに反応

　千葉がんセンターが実施の、印西市、柏市、我孫子市、名大が実施の名古屋市千種区内、

京都府立医大が実施の京都市内、徳島大が実施の徳島市の一部

（2） 一般住民（職域含む）の、健診受診者

　静岡県立大学が実施の静岡市内、名古屋市立大学が実施の岡崎市内、名大が実施の浜松

市内、滋賀医大が実施の高島地区、京都府立医大が実施の京都府内の複数、徳島大学が実

施の徳島市内、佐賀大学が実施の佐賀県内、鹿児島大学が実施の鹿児島県内（九州島と奄

美大島）九大予防医学が実施の福岡県内、九大感染制御医学が実施の、福岡、長崎県対馬、

および沖縄県内、名古屋大学が実施の三重県伊賀市内（連合予定）

（3） 病院の初診外来患者

　愛知県がんセンター（名古屋市千種区）

5. ベースライン調査
　2013 年末日までに、約 9 万 9 千人のリクルートを終了

6. 生体試料の保存
　研究参加者から 14cc 採血し、血漿、血清、バフィーコートに分離した後に名大中央事

務局と各研究サイトがそれぞれ半量ずつ保存している。各研究サイトが保存する生体試料

は、各研究サイトの個別研究として用いられる。名大サイトの生体試料は、連携先である山

形大学に分散保存してもらうことで、大規模災害に備えた完全な分散保存体制を取っている。

7. 第二次調査、追跡調査
　ベースライン調査から 5 年後に、再び研究参加者に対して、ベースライン調査項目とほ

ぼ同じ調査を行っている。また、追跡調査は全員に毎年行い、2014 年 2 月時点で 4,652 人

のがん罹患と 2,487 人の死因を把握。追跡調査は 2025 年まで実施する予定。

8. 共同研究促進委員会
　「がん支援活動」の一環として、国内のがん研究活動を支援する立場から、一般健常人

の生体試料、検査データ等を用いた研究支援を、J-MICC 各研究サイトの個別共同研究の

形で成立するべく、外部からの研究支援依頼に対し、その仲介、斡旋を行っている。
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9. 他のコーホートとの連携
　山形大学 GCOE コホート（1 万 5 千人）、慶応大学鶴岡メタボロームコホート（1 万人）

と調査票の共通化を図り、連携している。JPHC グループと、将来のデータ統合を可能に

するための FFQ 等の統合妥当性研究を実施。

10. BBJ との連携
　47 疾患の GWAS に際しての一般健常人コントロールとして、14,000 人分の DNA を 2

月までに理研に送付した。有病者・罹患者を登録の対象としている BBJ と、一般健常人

を登録の対象としている J-MICC とは、疾患の個別化予防に資するこのようなゲノム疫学

研究の実施において、相補的な関係となり得る。また、J-MICC のような一般健常人コホー

トが、いわゆるケースコホート研究を実施する際、不足しがちなケース（有病者または

罹患者）の生体試料を今後は BBJ 側から提供を受ける形での共同研究体制を作ることで、

研究成果が上がるまでに要する時間を短縮することができる。

11. 広報活動
　名大中央事務局が J-MICC ホームページを運営し、研究活動状況を広報している。研究

成果については、論文がアクセプトされた時点で筆頭著者がその内容を一般の方にわかり

やすく紹介する企画を続けている（J-MICC Plus）。共同研究による生体試料等の支援要

請を受付けるコーナーは 2013 年 1 月に開設した。
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1. （議論に入る前に）普通の疫学研究者は「倫理的」課題と聞くと、
　 何をイメージするだろうか？

　デジタル大辞泉によると、倫理とは「人として守り行うべき道。道徳。善悪・正邪の判断に
おいて普遍的な規準となるもの。」とある。この定義に従えば、ゲノムコーホート研究の倫理的
課題とは、ゲノムコーホート研究に従事する研究者等が、その研究活動を行う中で、人として
守り行うべき姿勢を持つことに関する諸課題、となる。そして、その姿勢は、善悪・正邪の判
断において普遍的な規準または普遍性の高い規準から方向付けがなされるもの、となる。
　普通の疫学研究者が倫理という言葉を最も多く耳にするのは、倫理審査委員会との関わりを
通してである。1990 年代半ば頃から全国の研究施設で設置されはじめた倫理審査委員会では、
倫理審査という名の下に、提出された研究計画の全てが審査の対象になっていると思われる。
計画の審査を受ける予定の疫学研究者は、いかに確実かつ短期間で承認通知を得られるような
計画書を作成できるかが、死活的に重要になっている。疫学研究者にとって、研究活動をめぐ
る正しい「姿勢」は、自分たちで考えたり決めたりするものではなく、外部のその筋の専門家
や委員会によって検討され、決められるものであるとの意識が、過去十数年かけて形成されて
しまったように感じている。そして、疫学研究者は、外部の専門家が決めた自分たちの取るべ
き「姿勢」を忠実に守ることで、ステークホルダーや社会から批判が起きることを予防し、研
究活動に支障を来さないようにしようと思っていると感じている。
　本シンポジウムの前段となる「試料等利活用と ELSI 課題検討会」が昨年の 2 月と 3 月に東
京で行われた。そのとりまとめでは、課題として、１．試料・情報のさらなる利活用に向けた、
インフォームドコンセントや倫理審査に関する課題、２．データ・情報（臨床、生活習慣情報、
ゲノム解析データ等）の利活用をめぐる意義と課題、３．試料配布の促進における意義と課題、
４．事業間の連携促進に関する具体的なアイデア、５．試料等提供者や関係各所への成果の還
元方法、信頼を維持・向上するための方策、６．コーホート研究・バイオバンクによる、社会
全般への成果の還元に関する方策、７．コーホート研究・バイオバンクの持続可能性に関する
課題（人材確保、予算、設備、評価等）の 7 つが挙げられた。これら 7 つの課題は、いずれもコーホー
トおよびバイオバンクのデータの利活用を促進するために重要な課題であると考える。しかし、
これら 7 課題は、各コーホートバイオバンク事業のマネージメントそのものに係る課題と呼ん
だ方がより適切であり、E と L と S に限定した課題であるとは考えにくい。
　なぜこのようなことを問題にしたかと言うと、上記のような倫理審査をめぐる歴史的経緯の
中で、疫学研究者は研究活動における「倫理的な」諸問題は、自分たちが判断すべき事項では
ないとの意識が出来上がっているため、ひとたび「○○は倫理的課題である」と取り扱われると、
疫学研究者は○○について自律的、能動的に思索することを停止してしまいがちである。その

ゲノムコーホート研究の「倫理的」課題とは？
愛知県がんセンター研究所　疫学・予防部　部長

日本多施設共同コーホート研究（J-MICC Study）　主任研究者
田中 英夫
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ような状況で、コーホート研究のマネージメント全般に係る事項を「倫理的課題」と定義され
ると、コーホート研究に従事するナイーブな疫学研究者達は、それらの重要事項に関する価値
判断を自ら行うことを停止し、その結果、研究現場の実情が反映されない「姿勢」を取らされ
る方向で、ルールが形成されがちであることを、懸念している。
　以上のことから、本シンポジウムのテーマを、「日本のゲノムコーホート研究とバイオバンク
事業を発展させるための諸課題」と言い換えたい。

2. がん登録推進法施行後に、既存のゲノムコーホートは、がん罹患の
　 把握を全国がん登録データベースの活用により、実現できるか？

　2013 年 12 月 6 日に「がん登録推進法」が衆議院で可決成立した。これにより、2016 年 1
月の罹患者の情報から、病院は届出に法的義務が生じ、登録情報は全て国立がん研究センター
に送られて「全国がん登録データベース」が構築されることになった。同法第 21 条 3 項では、コー
ホート研究参加者ファイルと全国 DB との突合による罹患事実の把握が、罹患者の同意を条件
に、これを実行可能としている。法成立前に始まったコーホート研究にこれをどう適用するか
については、附則第 2 条（経過措置）に基づきこれから定められる指針で規定されることになる。
がんを中心としたコーホート研究を運営する立場としては、個人情報保護の確実性を前提とし
たうえで、この経過措置のより柔軟な運用を期待したい。

田中 英夫（タナカ ヒデオ）

愛知県がんセンター研究所　疫学・予防部　部長
専門分野：がんの記述疫学研究、がんの分析疫学研究、慢性ウイルス性肝炎の

疫学研究
1986 〜88 年 大阪府立病院での臨床研修 /1988 〜2007 年 大阪府立成人病
センター調査部 勤務 / 2007 年より現職 / 分子疫学コーホート研究活動の運営
と生体試料・データの発展的活用、がん登録資料の整備と発展的活用について

の研究に従事 /2000 年 日本疫学会学術奨励賞 /2008 年 日本公衆衛生学会学術奨励賞 / 国際がん
登録学会アジア代表理事 / 日本癌学会評議員 / 日本疫学会評議員 /NPO 法人地域がん登録全国協議
会理事長等
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１．エコチル調査の背景と目的
　近年、子どもたちの間で喘息やアトピー、発達障害などの疾病が増加している。こうした

疾病の最近の増加傾向には、生活環境の中にある化学物質等が関係していると考えられてお

り、子どもに対する環境リスクが増大しているのではないかとの懸念が指摘されている。子

どもは発達途上にあり、身体の各器官の構造や機能は成熟過程にある。また、子どもはその

身体的特徴や行動特性によって環境中の有害物に対して特異的な曝露形態があり、また化学

物質の体内動態も成人とは異なるなど、子ども特有の脆弱性があることが指摘されている。

　エコチル調査の目的は、環境要因が子どもの健康に与える影響を明らかにすることである。

特に化学物質の曝露や生活環境が、胎児期から小児期にわたる子どもの健康や成長に与える

影響について明らかにし、化学物質等の適切なリスク管理体制の構築につなげることを目指

している。胎児期から小児期は大きな成長・発達を示す時期であるとともに、胎児期におけ

る環境要因への曝露が小児期における健康に影響を与える可能性があるため、この時期にコ

ホート研究により環境要因および関連する健康影響を経時的に観察することが必要である。

エコチル調査では学童期に重なる 13 歳に達するまでを調査対象期間としている。

　エコチル調査では、妊娠・生殖、先天奇形、精神神経発達、免疫・アレルギー、代謝・内

分泌の各分野において、環境

と子どもの健康に関わる仮説

を設定し、その仮説を検証す

るために、指標となるアウト

カム（健康や発達における変

化）を測定する。また、化学

物質への曝露評価と併せてそ

れ以外の環境要因、遺伝要因、

社会要因、生活習慣要因等の

交絡因子・修飾因子について

も、環境測定、質問票調査等

によって評価を行う。

２．実施体制
　エコチル調査では、独立行政法人国立環境研究所がコアセンターとして研究全体を取りま

図１　エコチル調査の背景と目的

日本多施設共同コーホート研究
（J-MICC Study）の概要
「子どもの健康と環境に関する
全国調査（エコチル調査）」事業概要
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とめ、調査の総括的な管理・運営を行う。コアセンターは、収集するデータの集積とデータ

システムの運営を行うとともに、生体試料および環境試料の保存・管理、適切な精度管理下

での分析を行う。また、リスク管理、広報・コミュニケーション活動など調査全体の中央事

務局としての役割を担う。

　コアセンターに研究計画の変更等を含むエコチル調査の実施に係る重要事項について審議・

決定するとともに、研究全体の進行状況を管理、調整し、エコチル調査の実施に関する責任を

負う運営委員会を設置し、この下に各種の専門委員会、倫理問題検討委員会等の下部組織を置く。

　独立行政法人国立成育医療研究センターは、医学に関する専門的知見を有するメディカル

サポートセンターとしてコアセンターを支援する。

　環境省が公募により決定した全国で 15 か所の大学、研究機関等がそれぞれユニットセン

ターを立ち上げ、コアセンターおよびメディカルサポートセンターとこれらのユニットセン

ターとが協働してエコチル調

査を実施する。ユニットセン

ターはそれぞれ行政単位から

なる調査地区を、出生数・地

域代表性・化学物質曝露レベ

ルなどを考慮して設定し、地

方自治体と連携しつつ、地区

内の協力医療機関と緊密な協

力関係を築き、調査対象者（妊

婦）のリクルートを行い、そ

の子どもが 13 歳に達するまで

のフォローアップを行う。

３．調査内容
　エコチル調査では、調査地区に居住する妊婦をリクルートの対象者とし、全国で 10 万人の子

どもおよびその両親についてのコホート調査を実施する。リクルートは 2011 年 1 月から 3 年間

実施し、フォローアップは子どもが 13 歳に達するまで実施する。すべての参加者（子ども）が

13 歳に達した後、5 年間のデータ解析期間を含めた 2032 年度までを全体の調査期間としている。

　実施する調査は、すべてのユニットセンターの調査対象者全員を対象として全国統一の内

容で実施する「全体調査」、リクルート開始２年目以降の全体調査対象者の中から無作為に

抽出した約 5 千人を対象としてより詳細な内容で実施する「詳細調査」、ユニットセンター

等が独自の計画および予算に基づいて、環境省の承認を受けて、調査対象者の一部又は全部

を対象として実施する「追加調査」の 3 つがある。

　全体調査および詳細調査では、参加者（母親）からは血液・尿・毛髪ならびに母乳の採取、

図２　エコチル調査の実施体制
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分娩時には臍帯血の採取を行

う。参加者（子ども）につい

ては血液・毛髪・尿の採取を

行う。参加者（父親）からは

血液の採取を行う。各生体試

料を分析し、化学物質への曝

露評価やアレルギー等の指標

物質の測定、仮説で示される

環境要因とアウトカムとの関

連性に係わる遺伝子の解析等

を行う。また、質問票調査や

面接調査等を実施し、曝露評

価やアウトカム評価および関連要因の評価を行う。

４．インフォームド・コンセント
　エコチル調査では、母親本人を対象とした調査項目、父親本人を対象とした調査項目については、

それぞれ本人からインフォームド・コンセントを受ける。子どもの調査参加についての同意は妊

娠中の母親から受けるが、参加する子どもの親権を持つ両親の理解を得ることが望ましいことか

ら、父親に対してもエコチル調査に関する情報を提供したうえ、父親の意思についても確認する。

　また参加者（子ども）が説明内容を理解できる年齢に達した後には、調査についてわかり

やすい言葉で説明し、その理解を得るように努める。参加者（子ども）本人への説明および

意思確認の必要性やその時期を含めた方法について検討し、環境省「疫学研究に関する審査

検討会」等の倫理審査を受け承認を得た上で実施する。

　リクルート時に詳細な実施計画が定まっている調査内容についてはリクルート時にインフォー

ムド・コンセントを得るが、それ以外の調査内容については、詳細な実施計画が決定した時点で

代諾者より再度インフォームド・コンセントを受ける。その際に参加者（子ども）が説明内容を

理解できる年齢に達している場合には子ども本人に対しても調査内容に関する説明を行う。

５．生体試料およびデータの保管および保管期間
　参加者から提供された生体試料（血液、尿、母乳など）の一部については、コアセンター

内の長期保存施設で保存・管理し、当初の計画を策定した時点で想定されなかった分析等の

必要が生じた場合に、分析に供する。

　エコチル調査では、生体試料およびデータについては、解析が終了する 2032 年度まで連

結可能匿名化の状態で保管する。この保管期間については、延長される可能性があることをリ

クルート時の説明書で明記しており、当初の計画期間以降も本調査が継続される場合には、そ

図３　エコチル調査の内容
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の終了時まで生体試料およびデータの保管期間を延長し、連結可能匿名化の状態で保管する。

　また、生体試料およびデータをエコチル調査以外の研究へ提供するための仕組みを構築す

る。これに係る委員会を運営委員会に設置して提供について適否を審査し、運営委員会で判

断する。さらに、調査期間終了後、環境省において生体試料およびデータをエコチル調査以

外の研究へ提供するための仕組み（生体試料バンク、データアーカイブズなど）を構築する

計画があることをリクルート時の説明書に明記しており、調査期間終了後も保管が継続され

る予定である。これらの生体試料およびデータの提供に当たっては、個人情報との連結が不

可能となる措置をとる。なお、エコチル調査以外の研究へ提供するための仕組みに関する具

体的な検討についてはまだ着手していない。

６．遺伝要因の解析について
　仮説で示した環境要因のアウトカムに対する影響を検証するためには、遺伝的感受性がど

のように関与するかを評価する必要がある。そのためエコチル調査では、遺伝子解析に供す

る目的で参加者（子ども、母親、父親）の血液を保存することについてリクルート時の説明

書に明記し説明したうえで、血液試料を提供していただいている。

　現在コアセンターに設置した遺伝子解析計画ワーキンググループにおいて具体的な解析計

画を策定するとともに、倫理的な課題についても検討を行っているところである。今後、遺

伝子解析に関する具体的な研究計画が決定した時点で倫理審査を受け、その結果に基づき必

要な手続きを踏んだうえで解析を行う。

７．エコチル調査の進捗状況
　2011 年 1 月 24 日にリクルー

トを開始して以降、これまで

に母親同意者数は約 9 万 8 千

人、父親同意者数は約 4 万 6

千人、出生児数は約 7 万 3 千

人となっている（いずれも

2014 年 2 月 28 日現在）。半年

毎の質問票調査は、出生後 2

歳 6 か月質問票調査まで開始

している。リクルート期間は

2014 年 3 月 31 日で終了する

が、父親のリクルートについては、調査に参加する子どもの１か月健診時まで継続される。

　今後は、フォローアップ調査を継続していくとともに、詳細調査の実施、収集した生体試

料の化学分析、結果解析を進めていく予定である。 

環境省エコチル調査 HP：http://www.env.go.jp/chemi/ceh/

図４　エコチル調査のロードマップ
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　エコチル調査は、妊娠中の母親をリクルートし、出生した 10 万人の子どもとその両親を 13 年
間追跡する大規模で長期にわたる疫学調査である。全国 15 か所のユニットセンターで 3 年間行わ
れたリクルートは 2014 年 3 月で終了するが、引き続き子どもの成長段階に合わせた調査や収集し
た生体試料の化学分析などが行われ、総合的な解析が行われていく。
　エコチル調査では、実施に先立ち環境省の「疫学研究に関する審査検討会」およびコアセンター
が所属する国立環境研究所の「医学研究倫理審査委員会」で倫理審査を受け、その後、各地域の調
査を担当する大学・研究機関等の倫理審査を受けている。調査期間中は、定期的に上記２審査会に
調査進捗状況について報告し、倫理的事項等について助言と指導を受けている。また、環境省に設
置される外部委員からなる企画評価委員会に対して、研究の計画、遂行、運営等に関する報告を定
期的に行い、指導・助言を受けている。
　胎児期からの子どもを対象としていることや、長期間追跡する過程で家族関係や生活状況、また
健康状態などに変化が生じることなどに関連して、エコチル調査の実施においては、配慮すべき様々
な倫理的・法的・社会的諸課題が発生する。調査の計画立案や実施にあたり発生する倫理的課題に
ついては、コアセンターに設置する運営委員会の下部組織である倫理問題検討委員会において検討
のうえ対応している。倫理問題検討委員会は、外部の専門家（医学、看護学、法学、社会学など）
を中心として構成されており、調査の進行にともなって生じるあるいは生じることが予想される倫
理的課題に関しては、委員より専門的立場からの指導や助言を得て、コアセンターにて対応してい
る。インフォームド・コンセントや結果の取り扱いといった調査における重要事項に関しては、委
員会において倫理的観点からの検討を行い、その結果を受けて運営委員会等において、研究計画や
調査実施手順等への反映や、基本方針の策定等の審議を行っている。
　出生コホート研究であるエコチル調査における倫理的課題とその対応について具体例を紹介する
とともに、長期的な検討を要する課題についても述べる。

健康な子どもを調査対象とすることに係る倫理的課題
　エコチル調査の参加者は一般集団であり、その多くは現時点で健康上の大きな問題を抱えた状態
ではない。そのような参加者（子ども）を調査対象とすることについて、また採血などの侵襲をと
もなう調査を行う場合の倫理的妥当性や実施環境の整備については特に慎重な検討を行っている。
　子どもの調査参加に係る同意は、妊娠中の母親より受けることとしている。母親の死亡や諸事情
により母親が親権を失った場合などは、あらためて親権者に子どもの調査参加に係る意思確認を行
うこととしている。長期にわたる調査期間中に参加者やその家族に発生する変化を把握することは
容易ではなく、また親権のあり方も多様化しているが、エコチル調査では親権者から同意を受ける
ことを原則としている。
　また参加者（子ども）が説明内容を理解できる年齢に達した後には、調査について分かりやすい
言葉で説明し、その理解（インフォームド・アセント）を得るように努めることとしている。その
適切な時期、説明内容、意思確認の方法などについては、現在改正に向けて議論が行われている倫

「子どもの健康と環境に関する全国調査
（エコチル調査）」倫理的課題と対応
独立行政法人国立環境研究所 環境健康研究センター 特別研究員

須田 英子
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理指針の動向も見守りながら検討を進める予定である。
　また参加者（子ども）について、調査の過程で児童虐待等が懸念される状況に接した場合の対応
についても、今後の検討を進める必要がある。

調査で得られる結果を参加者へ通知することに係る倫理的課題
　エコチル調査では、参加者個人にかかわる結果（健康状態や生活環境に関する検査結果や測定結
果、医師の診察や専門家による発達検査等の結果など）は積極的に参加者に通知することとしてい
る。ただし、結果の科学的意義や臨床的意義を説明することが困難な場合や、参加者に負の影響を
及ぼすことが強く懸念される場合など、特に配慮を要する項目もあることから、結果を通知する具
体的な項目や通知する方法については、コアセンターに設置している各専門委員会等において各分
野の専門家の観点から検討し、さらに倫理的・社会的観点も含め総合的に検討したうえで、運営委
員会において決定することとしている。
　また結果の通知に際しては、参加者に不必要な不安や混乱を与えることのないよう、科学コミュ
ニケーション・リスクコミュニケーションの観点からも十分に検討し、工夫された方法によって信
頼性の高い情報に基づく十分な説明を行う必要がある。結果の通知に関する参加者からの問い合わ
せに対しては、各ユニットセンターに対応責任者を設置し、必要に応じて医師等の専門家が対応す
る体制を整えていく。
　また今後解析が進むことにともない、エコチル調査の特定の調査地区で特徴的な結果が得られる
など地域社会への影響について配慮する必要が生じた場合や、特定の疾患を持った参加者（子ども）
へのケアをどのように行うかといった地域の医療福祉行政とかかわるような問題を扱う必要が生じ
た場合の対応については、予め検討が必要と考えている。

参加者との継続的で協働的な関係を通じた長期間のフォローアップ
　エコチル調査では、結果の通知、情報誌『エコチル調査だより』、環境省エコチル調査ホームペー
ジ（http://www.env.go.jp/chemi/ceh/）、また各ユニットセンターのホームページや情報誌な
ど様々な媒体による情報提供を通じて、参加者の調査協力に対する謝意を表し、長期にわたる調査
における参加者との協働的な関係を醸成したいと考えている。そのために、参加者の調査継続の動
機やエコチル調査に対する期待などについて情報収集し、継続的な協力や支持につながる方策を検
討することも必要と考えている。
　また 10 万人の多様な参加者の中には、心身の健康上の問題やその他の諸事情により、調査の実
施において様々な困難を抱える参加者が含まれている。多様な参加者全員に 13 年間継続してご協
力をいただくことが、次世代の子どもたちがすこやかに成長できる環境作りへの貢献を目指すエコ
チル調査にとって重要であるとのメッセージを継続的に発信し、長期間のフォローアップを支える
参加者との関係を醸成したいと考えている。

須田 英子（スダ エイコ）

独立行政法人国立環境研究所 環境健康研究センター 特別研究員
専門分野：生命科学・医学研究における生命倫理
1992 〜 2002 年 日本グラクソ株式会社（現グラクソ・スミスクライン株式
会社）筑波研究所研究員として創薬研究に携わる / 2011 年より現職 / エコチル
調査における倫理的・社会的諸問題に関する分析とその対応策に関する研究 /
疫学研究における倫理的・社会的諸問題に関する研究 等
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第１　東北メディカル・メガバンク計画（ToMMo）の事業概要について
　「東北メディカル・メガバンク計画」は、東日本大震災を受けた復興事業として宮城県及
び岩手県の被災地を中心とした地域の住民を対象として健康調査を実施するとともに、参加
住民の生体試料、健康情報、診療情報等を収集して 15 万人規模のバイオバンクを構築し、
また、遺伝子解析データと併せて解析することにより、創薬研究や個別化医療の基盤を形成
し、将来的には、得られた研究成果を被災地の住民の方々に還元することを目的とする事業
をいう。
　本計画における事業内容は以下のとおりである。
①  【地域医療支援】　医療関係人材を被災地に派遣し、循環型医師支援システムを構築する

とともに、地域医療支援を行うこと
②  【健康調査・健康向上】　被災地を中心とした住民の健康調査を実施し、結果回付等を通

じて住民の健康向上に取り組むこと
③  【医療情報の収集】　宮城県・岩手県で実施される地域医療情報基盤との協力関係を密に

しながら、効率的に医療情報等の収集を行う体制を構築すること

日本多施設共同コーホート研究
（J-MICC Study）の概要
東北メディカル・メガバンク計画

（ToMMo）の事業概要
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④  【コホート研究】　地域医療情報基盤と連携し、被災地を主な対象にしてゲノム情報を含
むコホート研究（地域住民コホートと三世代コホート）を行うこと

⑤  【次世代医療の開発と提供】　個別化予防・個別化医療などの次世代医療の開発を行うと
ともに、地域住民に対して開発された次世代医療を提供すること

⑥  【医療産業の拠点形成】　東北地方に未来型医療産業の拠点を形成し、創薬などの新たな
産業を創出すること

　本計画の実施に当たっては、文部科学省内に設置された「東北メディカル・メガバンク計
画推進本部」が本計画の推進方針を決定し、その推進方針にしたがって、東北大学及び岩手
医科大学は本計画を実施することとされている。
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　本計画の事業期間は 10 年間を予定しており、平成 23 年度から 25 年度までに計上された
予算は約 256 億円である。
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第２　本計画における事業執行体制について
　本計画は東北大学と岩手医科大学による共同プロジェクトであるため、両大学の法人の長
及び研究責任者等によって構成される合議体の組織「東北メディカル・メガバンク計画推進
合同運営協議会」が設置されている。
　また、事業の遂行にあたって、特に重要な三分野については、上記運営協議会の下、個別
の分科会（遺伝情報等回付検討委員会、試料情報分譲審査委員会、知的財産専門委員会）が
設置されており、それぞれの分科会が検討を行うという体制が構築されている。
　同分科会のうち、遺伝情報等回付検討委員会は、遺伝情報等の回付に関するルールの作成
と個別案件の審査を行い、試料情報分譲審査委員会は、バイオバンクに集積された試料及び
情報を研究機関に提供することについてのルールの作成及び個別案件の審査を行い、知的財
産専門委員会は、本研究から創出される知的財産の取得支援、管理支援、活用支援、その他
の知的財産に関する様々な支援業務を担うこととなる。
　また、本事業は、公的バンクの構築や個別化医療や個別化予防など次世代医療体制の構築を
目指す国家プロジェクトとしても位置付けられているため、公正・公平・透明なガバナンスが
確保されなければならない。さらに、本事業は、震災復興事業でもあることから、被災地の住
民との協同的なパートナーシップを築くという社会的観点を取り入れることも重要である。
　そこで、当機構外に本計画の倫理的・法的・社会的問題に関して検討を行うための委員会（東
北メディカル・メガバンク事業倫理的・法的・社会的課題に関する検討委員会）が設置され
ている。
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第１．これまでに倫理・法律・社会問題に関して検討を行った事項
（１）将来的な研究利用に関する同意について
　説明同意文書において、スコープを幅広く取った主たる３つの研究目的を掲げ、将来の個別研究につ
いては、5 つの要件を満たし、かつ倫理委員会の審査の承認を得ることで研究を可能とするガバナンス
体制を構築。

（２）個別研究に関する住民の権利保障
　①個別研究に関するルール
　　  （ア）個別研究については、必ず倫理審査委員会の審査を経ること、（イ）倫理審査委員会における

議事内容は原則公開とすること、（ウ）どのような個別研究が行われているかについての情報を常
にウェブサイトで公開、閲覧できるようにすること、（エ）参加住民はいつでも研究への参加を取
りやめることができること

　②撤回における３つの方法
　　（ア）連絡の禁止、（イ）連絡、追跡調査の禁止、（ウ）連絡、追跡、試料や情報の利用の禁止
　③分譲留保ルール

（３）生体試料・情報の取扱いについて
　①  宮城・岩手両県で収集した生体試料は、すべて東北大学内に設置されるバイオバンク内に格納する

が、生体試料は、両大学が責任をもって扱う。
　②  研究機関への配布については、両大学が設置する「試料・情報分譲審査委員会」が審査する体制と

する。
（４）遺伝情報の開示について
　個別化医療を実現するという本事業の目的のため、一定の条件のもとに、両大学が設置する遺伝情報
開示検討委員会による検討を経たのち、遺伝情報を開示するとの方針を採用することとした。

（５）情報セキュリティ体制について
（６）情報の追跡（みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会【MMWIN】との連携）

第２．今後の倫理・法律・社会問題に関する検討事項
（１）試料・情報の分譲に関して検討すべき事項
　①個別研究のウェブサイトへの公開（企業名や研究目的等どこまで記載すべきか。） 
　②試料・情報分譲審査委員会の審査項目　　 
　　  （ア）研究遂行能力、（イ）研究実績、（ウ）研究目的、（エ）情報管理体制、（オ）倫理審査委員会

の承認等 
　③事後的チェック機能の必要性について　 
　　  （ア）外部研究機関において情報提供後、適時、情報が適切に管理されていること、（イ）情報の目

的外使用がされていないか等について 
　④外部研究機関の研究成果の公表について 
　　  外部研究機関が研究成果を公表するに際し、事前に当機構へ報告を行うなど一定のルールを課す。

（差別・偏見・地域スティグマの防止、個人同定の防止）
　⑤  バンクの集積される情報について、どの情報をどのような基準で外部研究機関に提供すべきか検討

する。（適切な匿名化措置、再識別化及び個人同定の禁止、第三者提供の禁止）

　※バイオバンクに集積される情報群
　（A）健康医療等情報（リクルート時及び追跡調査時に参加住民から入手する情報） 
　　　（ⅰ）個人属性情報（氏名以外の属性情報。生年月日、性別、住所等） 
　　　（ⅱ）  生活習慣情報及び環境情報（本人及び家族の既往歴、食生活・運動・飲酒・喫煙などの生

東北メディカル・メガバンク計画における
倫理的課題と対応について

東北大学大学院医学系研究科・医学部 客員教授　弁護士
境田 正樹
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PROFILE

活習慣（情報、東日本大震災による被害状況やストレス度、職業、社会環境、居住環境など）
　　　（ⅲ）  健康情報（血液検査、ヘリコバクタ－ピロリ検査、アレルギー検査、呼吸機能検査、

口腔内検査、血圧測定、心電図測定、MRI 検査などの結果等） 
　　　（ⅳ）診療情報、投薬情報及び介護情報 
　（B）遺伝子解析研究の成果としての情報 
　　　（ⅰ）塩基配列情報（個人個人のゲノム塩基配列情報） 
　　　（ⅱ）遺伝子変異及びゲノム変異情報 
　　　　　・単一遺伝病の疾患関連遺伝子の保因の有無 
　　　　　・多因子疾患に関する遺伝子変異の保因の有無 
　　　　　・遺伝子以外のゲノムに関する変異の有無 
　　　（ⅲ）統合解析情報（遺伝的要因と環境因子との交互作用についての統合解析情報） 
　　　（ⅳ）  上記（ⅱ）及び（ⅲ）の解析結果を踏まえた個人個人に応じた治療法（薬剤応答性及

び薬剤副作用に関する情報）及び予防法 

（２）その他の検討事項
　①  東北メディカル・メガバンクは、遺伝情報を取り扱うステークホルダー（研究機関、医療機関、遺

伝子解析業者、保険会社等）とともに、遺伝情報の特性に応じた情報取扱いのルールを策定、提言
すべきか。

　　  ※  平成 25 年 12 月 20 日政府ＩＴ総合戦略本部決定「パーソナルデータの利活用に関する制度見
直し方針」によれば、平成 27 年に立法が予定されている個人情報保護法改正法では、取り扱う
パーソナルデータの性質や市場構造等の分野ごとの特性を踏まえ、マルチステークホルダープロ
セス（国、企業、消費者、有識者等多種多様な関係者が参画するオープンなプロセス）の採用が
検討されている。

　②医療現場等において全遺伝子配列情報を解析し、その情報を開示する場合の手続き等。
　③遺伝情報を回付する際の精度管理の在り方（医療機関、遺伝子解析ビジネス含む）
　④遺伝情報に基づく差別に禁止に関する法制度の在り方
　⑤遺伝情報の開示請求に関する法制度の在り方
　⑥遺伝情報の回付を受ける者の保護に関する法制度の在り方
　⑦遺伝情報の多義性（類型化）

【山本龍彦先生による遺伝情報類型化】（『憲法学の最先端』（敬文堂）ｐ 42 以下）
（ア）段階別類型化
　　１）ＤＮＡとして、すなわち化学物質として存在している段階　
　　２）シークエンサーから出力される塩基配列情報（CGGTCACTGGCT・・・）
　　３）解析され意味の付与された配列情報
　　４）診断情報（ハンチントン病である等）

（イ）領域別類型化
　　１）全塩基配列
　　２）塩基配列の中で「遺伝子」とされている領域（遺伝子領域）
　　３）非遺伝子領域
　　４）遺伝子領域の中でタンパク質に翻訳されるエクソン
　　５）遺伝子領域の中でタンパク質に翻訳されないイントロンなど

境田 正樹（サカイダ マサキ）

東北大学大学院医学系研究科・医学部 客員教授　弁護士（第二東京弁護士会所属）
大阪大学臨床医工学融合研究教育センター　招へい教授（2010 年〜）/ 内閣官房　医療情
報及び遺伝子情報の法制度に関する検討チーム委員（2012 年〜）/ 東北メディカル・メガ
バンク倫理・法令ワーキングチーム委員長（2012 年〜）等 / 有斐閣「法学教室」2009 年
5 月号「スポーツ立国化に向けて〜 J リーグ・ドーピング紛争が残した課題」/ 民事法研究
会「Law & Technology」2014.1.「東北メディカル・メガバンク計画における法的倫理的
課題」Law ＆ Te / エイデル研究所「スポーツにおける真の勝利」（編集委員）/ ほか多数
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１）「オーダーメイド医療の実現プログラム」がめざすもの
　「オーダーメイド医療の実現プログラム」は、文部科学省の委託事業として 2003 年に開

始された。本プログラムがめざす「オーダーメイド医療」とは、ひとりひとりの遺伝情報

を調べることで、それぞれの体質に合わせて最適な予防法や治療法を選ぶことができる医

療のことである。このような「オーダーメイド医療」を臨床の現場で実現することを目標

に研究が進められている。

　具体的には、第 1 期（2003 〜 2008 年）では、47 疾患を対象に約 20 万人の患者さんの

ご協力により DNA および血清等を保管・管理する世界最大規模の患者バンクとして「バ

イオバンク・ジャパン」を構築した。2 期（2008 〜 2013 年）では、このような研究基盤

のもと基礎研究を推進してきた。

　第 3 期（2013 〜 2018 年）では、第 1・2 期において積み上げてきた基盤整備や基礎研

究をさらに発展させ応用していくために、２つのコホート研究を同時に実施している（図
１）。一つ目は、病気の治療や予後と遺伝情報の関係を明らかにするために、第 1 期で登

録された患者さんについて追跡調査を行っている（第１コホート研究）。二つ目に、日本

図１　バイオバンク・ジャパンにおける研究ロードマップ

 図２　協力医療機関

日本多施設共同コーホート研究
（J-MICC Study）の概要
オーダーメイド医療の
実現プログラム（BBJ）の概要
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全国の 12 医療機関 53 施設（図２）の協力のもと、新たに 38 疾患の患者さんを対象として、

10 万人を目標に DNA と臨床情報を提供していただくためのリクルートを実施している

（第２コホート研究）。

２）対象疾患
　新規に収集している 38 の疾患（表１）は、第 1・2 期の対象疾患であった 47 疾患の中から、

がん、循環器疾患、薬剤関連疾患、自己免疫疾患、呼吸器疾患等の35疾患に限定するとともに、

日本において社会的影響が大きいとされている脳出血、認知症、うつ病の 3 疾患が加わった。

３）メディカル・コーディネーター（MC）の育成と試料等の収集
　本プログラムでは、適正なインフォームド・コンセントの実施や、臨床情報の入力を行

う人員の養成が継続的に行われている。第 1 期から 2014 年 3 月までに全 41 回の講習会が

実施され、約 2,200 名の MC が養成された。

　MC は、対象となる患者さんが自由意思で研究へのご協力を決められるようにするため

に、必要な情報を分かりやすく提供する役割を担っている。リクルートの段階から患者さ

図３　試料・臨床情報の提供から研究に至るまでの流れ

表１　第 3 期における対象疾患
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んの立場に立ったお声かけを心がけながら、倫理指針に基づくインフォームド・コンセン

ト（十分な説明と書面同意）と試料採取を実施している。この一連の過程において、多く

の MC は、患者さんに対して目に見えない数々の配慮を忘れない事や適切なコミュニケー

ションによる信頼関係を築くことをインフォームド・コンセント業務において最も重要視

していた（インタビュー調査、2012）。また、バイオバンク・ジャパンの臨床データベー

スを詳細な時系列データとするため、毎年、臨床情報の更新と追跡調査を実施している。

４）提供された試料等の保管管理と活用
　患者さんから提供いただいた試料・臨床情報等は、2003 年に東京大学医科学研究所に

設立されたバイオバンク・ジャパンに大切に保管・管理されている。バイオバンク・ジャ

パンは、DNA 倉庫（写真１）、血清倉庫（写真２）、統合臨床データベース（写真３）か

ら構成されている。

　協力医療機関で収集された試料や臨床情報、追跡情報は、予め個人が特定できないよう

に、新たなＩＤ番号を付けて（連結可能匿名化）からバイオバンク・ジャパンに送られる。

さらに、これらの試料・臨床情報を保管する各倉庫・データベースには、特定の関係者し

か入室できないようにそれぞれセキュリティ管理が施されている。

写真１　DNA 倉庫 写真２　血清倉庫

写真３　統合臨床データベース
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５）DNA 解析および共同研究
　DNA 解析を主に担当している理化学研究所統合生命医科学研究センターでは、バイオ

バンク・ジャパンに保管されている試料等を用いて、遺伝情報の全てを網羅的に読み解く

分析（ＳＮＰ解析を含むゲノム解析）を行い、得られた遺伝情報と生活習慣を含む臨床情

報、追跡情報などと比較しながら、病気の発症や重症度、治療方法などと関連する遺伝子

を調べている。

　第 3 期からは、ゲノム解析技術の進展に伴うデータ量の増加に合わせて、スーパーコン

ピューターを利用したゲノム解析を実施する予定である。

　さらに、本プログラムで得られたゲノム解析データと比較するために、東北メディカル・

メガバンク機構（東北 MMB）、日本多施設共同コーホート研究（J-MICC）、多目的コホー

ト研究（JPHC）がそれぞれ収集している DNA サンプルの提供を受けて、共同研究を行

う予定である。

６）これまでの研究成果
　本プログラムの研究成果として、2013 年 12 月現在、Nature Genetics 38 編を含む 235

編の論文が学術誌に発表された。これらの研究成果から疾患・薬剤関連遺伝子を 280 個同

定（新規のみ）、疾患関連遺伝子　258 個、薬剤関連遺伝子　22 個同定された（図４）。

図４　本プルグラムから発表された論文数（2013 年 12 月現在）
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　文部科学省「オーダーメイド医療の実現プログラム（BBJ）」は、事業開始から 11 年が経ち、
解析技術の進歩やデータ公開への要請など、当初の研究計画では想定していなかった事態に対
して、その都度、倫理面からみた方針決定も加味しながら事業を運営している。そこで、本報
告では、これまで BBJ が経験してきた①インフォームド・コンセントの実践とその課題、②計
画変更に伴う手続きへの対応、そして、現在、直面している③研究進捗・成果に関する情報発
信の課題の３点に絞って紹介する。

BBJ における ELSI（Ethical, Legal and Social Issues）への対応体制
　BBJ では、プログラムを推進するうえで生じうる倫理的諸問題について、２つの組織で検討
をしている。第１期（平成 15 〜 19 年度）・第２期（平成 20 〜 24 年度）においては、文部科
学省は、プログラム推進からは独立した立場としてＥＬＳＩ委員会を設置していた（図１右上）。
同委員会では、全ての協力医療機関を訪問したほか、BBJ が直面する倫理的課題に対する助言
指導をおこなった。
　一方、プログラムを運営する東大医科研では、第２期（平成 20 〜 24 年度）より「社会との接
点ワーキンググループ（ＷＧ）」
を設置し（図１中央）、研究参
加者となる患者さんへの適切な
対応が確保できるようにする
ための活動に取り組んできた。
その主な内容としては、イン
フォームド・コンセントをはじ
めとする倫理的配慮事項への助
言・方針決定、追跡調査に関す
る研究計画変更に伴う倫理的手
続きの対応、インフォームド・
コンセント補助資料の開発、メ
ディカル・コーディネーター

（MC）の養成支援などのほか、
研究進捗状況に関する広報誌の
発行のほか、関連する調査研究を行っている。

インフォームド・コンセントの実践とその課題
　BBJ の第１期では、約 20 万人の患者さんから、第３期（平成 25 年度〜）では、2014 年 2
月現在、約 16,490 人の患者さんから研究参加の同意をいただいた。
　BBJ では、適切なインフォームド・コンセントの実施にむけて、MC を対象にした講習会
を継続的に開催している。インフォームド・コンセントの質の標準化することは、講習会の目
的のひとつである。しかし、実際の現場では、患者さんひとりひとりの状況（体調、年齢、知
識など）に応じた対応が求められている。それぞれのニーズに適切に応じることによってイン
フォームド・コンセントの質を担保する必要がある反面、MC の経験や資格などによって、そ
の質に差が生じるリスクがあることも否めない。

オーダーメイド医療の実現プログラム
（BBJ）における信頼構築への試みと諸課題

東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 特任助教
洪 賢秀

図１　BBJ の実施体制
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PROFILE

　この課題への取り組みとして、「社会との接点 WG」では、協力医療機関の MC が経験した
インフォームド・コンセントにおける成功や失敗の経験について調査を行った。MC 同士で情
報を共有することで、経験の浅い MC においてもより適切な対応ができるようになることを目
的とした試みである（『「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」におけるインフォームド・
コンセント〜メディカル・コーディネーターの経験から』、2012）。
　第３期においては、全ゲノムシークエンス解析、共同研究機関の拡大、ナショナル・バイオ
サイエンス・データベースセンター（NBDC）からの解析データの公開、偶発的所見への対応
方針の策定などが加わり、研究内容の説明には、さらに専門的な知見が必要となってきた。で
きるだけわかりやすい説明補助ツールを作成して対応しているものの、患者さんにとっても
MC にとっても、よりいっそう、将来の見通しが見えにくいインフォームド・コンセントとなっ
てしまう課題を抱えている。

研究計画変更に伴う手続きへの対応
　BBJ は、第１期ではケース・コントロール研究が中心であったが、第２期からは病気の治療
や予後と遺伝情報の関係を明らかにする追跡調査が重視され、患者コホート研究へとデザイン
が変更された。これに伴い、新たに実施する追跡調査（住民基本台帳法と統計法に基づく調査）
における倫理的手続きの対応が求められた。
　法令・指針を遵守し、倫理的に適切な形で実施するために、新設された「予後調査検討ＷＧ」
が論点整理をした。また、ELSI 委員会に諮問依頼し、①当初の同意範囲を超えるものかどうか、
②死因情報に関する説明文書の解釈、③各医療機関での位置づけなどについて答申を得たうえ
で、各倫理審査委員会での承認を得た。
　その後、対象者を含む集団や社会に対して、調査目的と必要性、調査方法、個人情報保護体制、
対象者の不利益にならないこと、拒否の意思表示方法などの周知活動をしたうえで、新たな追
跡調査を実施した。周知活動の主な手段は、ポスター、ウェブサイト、広報誌、シンポジウム
であったが、非来院者への広報活動のあり方については課題が残った。研究計画の変更に関す
る参加者への周知は、長期にわたる研究に共通する大きな課題である。

研究進捗・成果に関する情報発信の課題
　第１期・第２期では、年１回の血清採取で MC と研究参加者の交流が可能だったが、第３期
の研究参加者募集では、インフォームド・コンセントと採血・臨床情報等の収集が終われば、
MC と研究参加者には直接の接点がなくなってしまう。そのため、患者さんと直接コミュニケー
ションが図れる唯一の機会としてのインフォームド・コンセントにおいて、研究参加に関する
同意を適切に得ることのみならず、中長期的に進捗状況や成果を知りたいときに見て頂ける情
報源を紹介する重要性が増している。
　また、第１期・第２期の参加者の追跡調査は継続しているが、MC との直接の接点が全くな
くなっている。通院を継続する参加者のなかには、用事がなくても MC の部屋を訪れて雑談を
していく方もいるという。研究参加者や MC の声を取り入れながら、研究進捗・成果に触れる
機会を提供し続けていくことが課題となっている。

洪 賢秀（ホン ヒョンスウ）

東京大学医科学研究所・公共政策研究分野・特任助教
専門：文化人類学、生命倫理
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科文部科学教官助手 /（株）科学技術文明研究所・研
究員 / 医療科学研究所・研究員を経て現職 / 洪賢秀「研究用卵子提供の何が問題なのか―韓
国黄禹錫論文捏造事件を中心に―」『テクノ／バイオ・ポリティクス―科学・医療・技術の 
いま』作品社 / 武藤香織、洪賢秀、張瓊方、永井亜貴子、山下恭司『「オーダーメイド医療
実現化プロジェクト」におけるインフォームド・コンセント〜メディカル・コーディネーター
の経験から』文部科学省「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」、社会との接点ワーキ

ンググループ、2012/ 日本人類遺伝学会、日本生命倫理学会、日本文化人類学会
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NCBN（ナショナルセンター（NC）・バイオバンク・ネットワーク）とは？
　我が国には 6 つの NC があり、その H22-26 年度中期目標前文には、「国が医療政策を効

果的、効率的に推進するため、国立高度専門医療研究センターには、疫学研究等による日

本人のエビデンスの収集や高度先駆的医療の開発及びその普及等、我が国の研究、医療水

準を向上させ、もって公衆衛生の向上に寄与することにより、医療政策を牽引していく拠

点となること」と定められています。すなわち、大学等と異なり、各担当疾患について特

化して、専門的・継続的に取り組む機関であり、その疾患に関する様々な専門家が集積し

ています。また、いわゆる high-volume center である病院と研究所とを併設していて、「臨

床に学び、臨床に還す」双方向性の TR（トランスレーショナルリサーチ）（図 1）を主眼

としています。

　そのため、各 NC の研究所

では、設立当初から、NC 病院

から得られる臨床試料・情報

を用いた研究が盛んでした（図
2）。そこで自然発生的に、各

NC にはそれぞれ特徴を持つバ

イオバンクが作られてきまし

たが、それらを連携させ、NC

外の研究者との共同研究等を、

もっと促進するためにネット

ワークを作りました（図 3）。

中央事務局は国立国際医療研

究センターにあり、各 NC が

保管する試料を総覧するカタ

ログデータベースを提供して

い ま す（図 4）。 バ イ オ バ ン

ク連携のために必要な様々な

課題を検討する作業／検討部

会が設けられており（図 5）、

本シンポジウムの第一のテー

ナショナルセンター・バイオバンク・
ネットワーク事業概要

図 1

図 2
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マである「NCBN の推進において抽出される ELSI 課題」は「倫理検討部会」で検討され、

NCBN の運営協議会に上げられ、決定事項を「中央研究倫理支援部門」が実施します。

図 3

図 4

図 5
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ナショナルセンター・バイオバンク・ネットワーク
（NCBN）

独立行政法人国立がん研究センター研究所 遺伝医学研究分野長
吉田 輝彦

　以下のシンポジウムの目的に対応し、NCBN について紹介します。
　１．各事業の推進において抽出された倫理的法的社会的課題とその対応状況について紹介
　２．必要な制度設計をめぐる社会的議論を喚起

NCBN の ELSI 関連課題その１：NCBN として整合性の高いインフォー
ムド・コンセント

　倫理検討部会で取り組んだ最初の仕事の一つが、各 NC でバイオバンク用に新規に採集する
試料・情報について、整合性の高い「包括性の高い同意」のための説明・同意文書の「コア・フレー
ズ」作成でした。はじめは、NC 共通の説明・同意文書を作ろう、せめてその「ひな形」を作ろ
うとしたのですが、作業を始めて見ると、各 NC の個性・特性・多様性が非常に大きく、むし
ろ説明・同意文書の統一はするべきではないとの意見になりました。これは考えてみれば当た
り前で、各 NC が対象とする疾患の多様性があるからこそ、別々の NC が設けられているのです。
たとえば、いわゆる生活習慣病（common disease）と、難病・希少疾患で大きく異なり、成
人か小児かでも異なります。成人も、働き盛り世代が多い NC もあれば、認知症の方が多い NC
もあります。長年、患者さんから試料・情報の提供を受けて、優れた研究を行ってきた各 NC
の個性を尊重するとともに、しかしバンキング部分などは NCBN として共通のコア・フレーズ
を決めました。国立がん研究センターの説明・同意文書の例を示します（図 6）。

NCBN の ELSI 関連課題その２：試料・情報提供者が被害を被った場合
の補償の考え方

　NCBN のバンキングは既存試料・情報＋単回の 20mL 程度の末梢静脈血採血が主ですので、
提供者が不利益をこうむる可能性として、身体的リスクは小さいと考えられます。一方、医学
研究において、臨床情報も分子情報も高度かつ広範囲のデータを用いる研究が増えてきて、新
たに「情報リスク」への対応を十分考える必要があります。すなわち、個人情報付きで個人の
臨床情報・分子解析情報などが漏えいした場合に、差別などの損害を受ける可能性です。現在、
検討が進められている疫学指針・臨床指針の「統合指針」案では、説明文書に、「⑰ 侵襲を伴う
研究の場合には、当該研究によって生じた健康被害に対する補償の有無及び内容」を記載する
こととなっています（H26 年 2 月 26 日第９回疫学研究に関する倫理指針及び臨床研究に関す
る倫理指針の見直しに係る合同会議資料 1）。しかしこの件はバイオバンクだけの問題ではなく、
NC 全体の懸案となっています。

NCBN の ELSI 関連課題その３：バイオバンクの意義を語り、NC のミッ
ションとパッションを患者さん・御家族に伝えること

　患者さん・御家族にとっては、研究において、個人情報・人権・生命倫理が守られることは
当たり前であり、補償を含め、その点をいくら主張しても積極的な協力は得られません。何よ
りも研究の意義と、研究にかける NC 側の熱意を分かりやすく、伝えることが重要です。各 NC
の疾患の特性を踏まえ、ホームページやパンフレット、外来のブース等で工夫をこらしていま
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す（例えばがんの例：図 7 ～ 9）。ELSI と国民への発信は表裏一体・車の両輪で取り組むべき重
要課題だと思います。

NCBN の ELSI 関連課題その４：試料・情報の分譲（配布）の検討
　冒頭で述べたように、NC がそのミッション上、当然の帰結として発達させてきたバイオバン
クは、自ら研究及びその延長である共同研究用でした。個々の研究毎に、その目的・方法に細
やかに対応し、必要な臨床病理・分子解析情報を取得するためには、自らもその疾患の専門研
究機関である NC との共同研究という形態が最大の効果を発揮すると考えられるためです。し
かし複数の調査の結果、特に産業界からは、よりユーザー側の研究の主体性・自律性・秘匿性
を尊重する「分譲」も、強い希望があることがわかりました。まず企業内で、分譲により予備
的検討を行い、ついで共同研究に移行・深化することも考えられます。しかし分譲を行うため
には多くの解決・決定すべき課題があり、倫理検討部会でまずは論点を整理しました（図 10）。
その後、国立国立精神・神経医療研究センター神経研究所の高坂所長を研究代表者とする H25
年度厚生労働科学研究費補助金特別研究「メディカル・ゲノムセンター等における個人の解析
結果等の報告と、公的バイオバンクの試料・情報の配布に関する論点整理と提言」が立ち上がり、
先行して国内のヒト組織を分譲しているバイオバンクのヒアリングを行うなど、検討を進めて
いるところです。

「２．必要な制度設計をめぐる社会的議論を喚起」：データベースとバイ
オバンクを組み込んだ、進化する医療に向けて

　最後に、シンポジウムの第２の目的に関して私見を述べます。コホートもバイオバンクも国民・
人類の健康と医療のためのものです。その際、予防法開発には原因（etiology）究明が、診断・
治療法開発には本態（biology）解明が必須です。最終的に健康・医療に関するデータベース
とバイオバンクは保険診療に組み込み、医療全体を進化する構造にすべきと思います（図 11、
12）。
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立がんセンター研究所リサーチレジデント、1997 年分子腫瘍学部長、2010
年より現職の国立がん研究センター研究所遺伝医学研究分野長。1999 年より
同中央病院併任、総合内科遺伝相談外来担当。
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