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オーダーメイド医療の実現プログラム（ＢＢＪ）  

平成２７年度第５回ＥＬＳＩ検討委員会 

議事要旨 

 

1. 日時   平成２８年３月２３日（金）１４：３０～１７：００ 

2. 場所   ＴＫＰ品川カンファレンスセンター カンファレンスルーム４Ｇ 

3. 出席者（敬称略） 

     （委員）北澤 京子委員、隅藏 康一委員、田村 智英子委員、 

丸山 英二委員、森崎 隆幸委員、増井 徹委員 

横野 恵委員（五十音順） 

（バイオバンク・ジャパン（ＢＢＪ）） 

久保 充明（理化学研究所統合生命医科学研究センター） 

村上 善則（東京大学医科学研究所人癌病因遺伝子分野） 

松田 浩一（東京大学大学院新領域創成科学研究科） 

平田 真 （東京大学医科学研究所シークエンス技術開発分野） 

武藤 香織（東京大学医科学研究所公共政策研究分野） 

井上 悠輔（東京大学医科学研究所公共政策研究分野） 

洪 賢秀（東京大学医科学研究所公共政策研究分野） 

石川 結（東京大学医科学研究所公共政策研究分野） 

山下 恭司（オーダーメイド医療実現化プロジェクト事務局） 

坂 利江（オーダーメイド医療実現化プロジェクト事務局） 

 

4. 要旨 

（１）ＢＢＪ近況報告：ＡＭＥＤのサイトビジット報告 

・ 村上より、ＡＭＥＤのサイトビジット報告が行われた。バイオバンクの構築と臨床情

報データベース化の説明が行われた後、ＡＭＥＤとの質疑応答について解説をした。

また、以下のようなＡＭＥＤからの今後の方向性を紹介した。 

  ①生存調査については、Ｈ２５、２６年度の生存調査の結果得られた具体的な成果を   

   示さないと、単に必要性を叫ぶだけでは予算獲得は難しい。 

  ②どのくらいサンプルを集めてどのくらい配布したかではなく、どの様な研究に貢 

献したかで評価される。 

  ③バイオバンクとしては、今後スピードと多様性が求められる。 

  ④「バイオバンクの再構築」がキーワードである。 

   （ア）他のバンクとの連携 

   （イ）新しい領域の開拓（品質管理など）：品揃え、品質を高める。 

   （ウ）ニーズを捉えて民間企業とも連携、人材育成も必要。 

・バイオバンクとして対応できる範囲のことを行うと、成果は十分に上げられると思って 
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いる。 

（委員からの意見・質疑応答） 

・ バンクのＩＳＯの基準がもうできているのか、その基準を遵守する場合のコストや追

加の投資は必要なのか。 

・ バイオテクノロジーという題名で立っているＩＳＯのＴＣ２７６ができた。バイ

オバンクとバイオリソースについての標準化ドキュメントをつくるという話をしてい

る。しかし、国際標準化団体が絡んでおり、議論を続ける必要がある。臨床検査期間

のＩＳＯの１５１８９は、取得に３００万円、維持費に２００万～３００万円、コン

サルを入れると８００万円ぐらいになる。 

・ 臨床情報は制限なく全部出しているのか。 

  ・ 必要な項目は全て出しているが、全情報は出さないようにしている。 

・ 海外のバンクはＩＳＯのようなものを取っているのか。 

  ・ 今は９００１ともう１種類をとり、手順チェックという形でやっている程度であ

る。 

 

 

（２）ＭＣ在籍数についての報告 

・ 坂より、ＭＣ在籍数についての報告が行われた。平成２８年度の業務計画を１２医療

機関から提出いただいた。現在１４２名がＩＣを実施している。徳洲会を含めると１

８９名になる。このうち、１日にＩＣを担当されているＭＣは全体で９７名、１１の

医療機関の一部にＩＣは担当せずに臨床情報の入力のみ担当している方が７名おり、

徳洲会は中央の事務局で７名が情報の入力を担当している。１１の医療機関では、事

務の専門の方が９名おり、１２医療機関で働いている方は全体として１６５名である。 

（委員からの意見・質疑応答） 

・ 今までＭＣは何人いたのか。 

  ・ 第２期終了前で２,０００人ぐらい。 

・ ＭＣさんにかかる教育費用を考えると、使えている人が少ないというのは理想的では

ない。 

  ・ キャリアパスにつながっていないというのが非常に大きい問題。例えば、中核病

院になるために、そういう資格を持っている人を何人雇わなければならないという制

度があるとよい。理想論としては、ゲノム医療が一般化して民間の間でも本人のキャ

リアパスにつながるという状況をつくるのが一番よいと思う。 

  ・ 第１期は徳洲会だけで予算が３億７千万ぐらいあったが、２８年度になると１億

５千万になっている。予算的な制限で人員が半分以下になっている。 

 

（３）第３期終了に向けた論点 

２０１６年度は、第３期終了に向けて以下のようなスケジュールおよび論点で議論するこ
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とにした。 

 

【第１回委員会４月１９日（火）】 

論点：試料・情報の継続利用において同意を要する範囲はどこまでなのか。 

・現状報告：同意説明文書における記載状況と匿名化の状況 

・講義依頼：横野委員 

講義テーマ：個人情報保護法改正に伴いＢＢＪの同意は有効なのか。対応すべき事項は

何か。 

 

【第２回委員会５月３１日（火）】 

論点：第３期終了後に試料の利用や管理はどのようにされるべきか。 

・現状報告：試料の配布および利用状況 

・ＢＢＪ側における試料配布および利用に関する課題 

・臨床研究グループからの試料受け入れにおける課題 

・講義依頼：講師未定 

講義テーマ：バイオバンクのＩＳＯ動向とＢＢＪにおける試料の管理に関する提言 

 

【第３回委員会６月２８日（火）】 

論点：ＢＢＪのどのデータをどこまで公開すべきか。 

・現状報告：ＢＢＪデータの提供および利用状況について報告 

・講義依頼：講師未定 

講義テーマ：ゲノム研究におけるデータ公開の動向とＢＢＪにおける課題 

 

【第４回委員会７月２６日（火）】 

論点１：第３期終了後も追跡調査は必要なのか。 

・現状報告：ＡＭＥＤの指摘とその対応 

論点２：第３期終了後に、医療機関の撤退、医療機関窓口（ＭＣ室）の解散によるＭＣの

キャリアパスをどう支援すべきか。 

・現状報告：ＭＣ体制、アンケート調査の結果 

 

【第５回委員会９月１４日（水）】 

第４回までの論点整理および対応における提言の確認 

「提言」は、委員会承認をもって確定し、最終確認後に丸山委員長名で提出する。 

提出された「提言」は、ウェブ上で公開を行う。 

 

続いて、本プログラム第３期終了後に撤退する医療機関（病院）が生じた場合においても、

本プログラムの目的や趣旨に同意いただき、試料・情報等の提供に協力いただいた参加者

の意思を尊重し、これまで収集・保管している試料等が「オーダーメイド医療の実現」に

資する研究に生かされるような対応策を講じるために、次の２つの論点について議論を行っ

た。 
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論点１）終了後に撤退する医療機関の課題と対応案 

Ａ.これまでの対応 

これまでの協力病院の撤退にあたり、ポスターを作成し、本プログラムから撤退するこ

とを掲示した。同意撤回希望者への対応や書類の保管については、日本大学医学部付属練

馬光が丘病院の場合は、本プログラムの継続的に協力している日本大学医学部へ同意書、

ドキュメントや匿名化端末を移動させ、参加者の同意撤回を引き続き受け付ける機会を設

けた。また、徳洲会の場合も本部に同意書や匿名化端末を移動させ、病院の撤退後も参加

者の同意撤回に対応できるような体制を取った。 

 

Ｂ. 第３期終了後の協力医療機関の体制変化の想定とその検討課題 

医療機関および病院における協力体制変化に伴う共通課題について、医療機関側とＢＢ

Ｊ側に分けて検討を行い、以下のような対応案をＢＢＪ側が提示した。 

Ｂ.a.受付窓口について（共通課題） 

・撤退後も医療機関にＢＢＪの受付窓口を設置する。ただし、撤退後に廃院となる場合に

は、本プログラムにおける当該施設の責任者は、最後まで責任をもって事前にＢＢＪ事

務局に速やかに連絡を取り、その対策を講じる。 

・医療機関および病院においては、参加者の意思を尊重できるように、撤退する医療機関

および病院に受付窓口を設置し責任をもって問い合わせや同意撤回に対応できる人員を

確保する。もし、対応できない場合には、第三者機関に委託し派遣の人材で対応する。 

・ＢＢＪ側が現実的に維持不可能となる時期を予測して同意撤回の受付期限を設けること

について、早い段階に倫理審査委員会で審議を行い、計画変更についての確認および承

認を得る必要がある。 

Ｂ.b.１.参加者の情報管理について（共通課題） 

・以前、撤退病院について、保有する情報を第三者機関に委託・管理をしてもらう（コー

ルセンターを設置するなど）可能性を検討したことがあるが、病院側から反対の意見が

あったため、検討を中止した。しかし、１２医療機関または一部の医療機関が撤退し、

当該医療機関が保有する参加者の個人情報を含む情報を保管できなくなった場合には、

上記で示したように倫理審査員会の承認を得て、同意撤回の受付期限終了後にデータの

全部もしくは一部を連結不可能にし、管理を行うことも検討する必要がある。連結不可

能にすればＢＢＪにおいても保管・管理が可能となる。また、データ公開を行うことで

利活用する。 

・医療機関がこれまで保管していた同意書、臨床情報、関連保管資料（紙および電子媒体）

などの情報、匿名化端末を当該医療機関の委託先となるところに保管する。この際に、

管理責任者を少なくとも１名（兼担可能）を確保する。ＭＣから引継ぎを受けた管理責

任者に対応してもらう業務の手順を構築し、参加者から提供された個人情報等を厳しい

セキュリティのもとで管理できるようにする。 

・撤退後に廃院となる場合には、ＢＢＪにおける当該施設の責任者と連絡を取り、同意書
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やドキュメント等の保管や同意撤回の受付窓口について対策を事前に講じる。 

Ｂ.b. ２.参加者の情報管理について（コホート別課題） 

・第１コホートにおける生存調査を実施する場合には、第三者機関に委託し、人材を撤退

医療機関または病院に派遣して実施する。 

・第２コホートにおいて、臨床情報データを固定するまでには時間を要するために、人員

および予算の確保ができるようにその対応策を早い段階で講じる。また、リクルート終

了時期や試料採取と臨床情報入力が終了できるように各医療機関の業務実態の把握をす

る。もし、撤退後においても業務が終了しない場合には、派遣人材のサポートにより終

了できるようにする。 

 

Ｃ.広報活動について（共通課題） 

・ＢＢＪ側は、医療機関および病院が撤退する情報を受けたら、直ちに撤退情報を開示す

るための資料（ポスター、リーフレット、ウェブサイト、広報紙）などを作成・配布す

る。 

・しかし、研究参加者は、これらにアクセスしない限り情報を得ることができないので可

能な限り長期間にわたる広報活動を行う。 

・医療機関または病院の撤退に伴い、参加者が抱く不安については、問い合わせ先を広報

媒体で明示し、相談に応じられるような体制を構築しておく。 

・広報資料に以下の内容を含める。 

 

論点２）終了後、試料・情報の継続利用において再同意の取得は必要か 

第３期終了後において「オーダーメイド医療」にむけて研究推進をするために第１コホ

ート、第２コホートの参加者から提供された試料・情報を継続利用するにあたり、再同意

が必要かどうかについて検討を行った。 

Ａ. これまでの参加者への意思確認の対応 

第３期終了後、試料・情報の継続利用において、第１コホート第１期の場合、同意説明

文書において「この研究予算は５年計画ですが延長される場合があります。その場合は、

引き続いて利用させていただきます」と明示し、継続利用について同意を得ている。第１

コホート第２期においては、倫理審査委員会での計画変更の承認、研究の実施状況の情報

公開（ウェブサイト公開、ポスター、パンフレットなどの掲示）を通して、参加者の同意

撤回または拒否の機会を設けることにより、試料・情報を継続利用してきた。また、第２

期の血清の提供・利用については、来院患者に同意を取得した。 

 

Ｂ.  説明文章および同意書における記載についての検討 

本プログラムが、研究参加者に対して試料・情報の継続利用について、説明文章などに

明示している内容を整理すると以下のようになる（表）。 
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表 説明文章等における試料・情報の継続利用について記載 

説明文章等の内容 第１コホート 第２コホート 

利用/調査対象 第１期（2003-2007） 第２期（2008-2012） 第３期（2013-2018） 

DNAの利用 ○ ○ ○ 

血清の利用 ○ ○ - 

臨床情報の利用 ○ ○ 
○ 

臨床情報の追跡 ○ ○ 

生存調査の実施 × 
×/オプトアウト 

○ 
（2011年7月より） 

終了後の継続利用 ○ ○ ○ 

データ公開 × 

× 

○ 
※【第３期開始広報用パ

ンフ】第３期の取組では、

国内外へのデータベース

登録を明示 

 

Ｃ. 対応案 

 平成24年度ＥＬＳＩ委員会においては、第１コホートの同意内容になかった生存調査実

施に関する再同意の要否について検討結果も踏まえて、研究計画の変更を伴わない場合に

は、ＢＢＪがこれまで収集・保管している試料・情報については再同意を取得せずに継続

利用できると考えられる。第３期終了後に伴う研究計画については、ＥＬＳＩ検討委員会

でのご助言に基づき、新たに倫理審査委員会の承認を得て、継続利用を行う。ただし、研

究計画の変更を伴い参加者から取得した同意の範囲を越える場合においては、具体的な研

究計画に基づく倫理審査委員会での審議および承認が必要となる。 

 

（委員からの意見・質疑応答） 

・ 丸山委員長から次回の委員会で「バイオバンクのISO動向とBBJにおける資料の管理に

関する提言」について増井委員に講義依頼をした。 

・ 撤退の際に、同意撤回通知書は病院の担当者に出すことになっているが。病院がなく

なった場合、どこに出せばよいのか。 

・ 受付窓口を設け、そちらに提出できるようにポスター等を通して案内をしている。

病院そのものがなくなると掲示できないので、掲示する期間などが大事になる。 

・ 同意撤回文書の最後に事務局の連絡文を書いておき、担当者に連絡がつかないときは、

こちらに提出してよいと書いておくことはどうか。 

・ バイオバンク事務局では個人名は管理していないため、事務局に電話があっても、

特定できない。撤退した病院では個人名をたどれないため、基本は不可能。 

・ 電子化して置くということはできるか。 

・ 個人名が入っているので、バイオバンク事務局はそのＰＤＦは受け取れない。病

院が責任を持って電子化しても永久的に持って置いてくださいというのか、何年
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間保管してくださいというのかは、決めないといけない。 

・ 第４回来院調査では追跡拒否、同意撤回は３１例で、今後同意撤回を受け付けるとし

て、同意撤回が減っていくと想定されるか。 

・ もっと減るだろう。第三者機関にしてもらうには、医療機関から個人情報を第三

者機関に出さないといけないという問題もあり、その承認はまだ得られていない 

・ 人を置くとか、兼担で置くということはできるか。 

・ 方策としてはあり得るが、それを医療機関側が承諾してくれるか。ＭＣ室が存在

して、医療機関の中での存在意義を認められての業務だが、その業務が終了した

時点で、その翌年からＭＣ室もデータ入力をする場所もなくなり、その医療機関

の中にＭＣ室が存在しなくなる。そういう状況で、どうやっていくか。 

・ 第三者機関を設けることについては、ほとんど来ない撤回のために、常時開店してお

けば費用はかかるので、既にある研究支援センターのようなところに同意書などを預

けて、委託することも考えられる。 

・ 第三者機関に個人情報を少ない同意撤回のためにいっぱい出すリスクと天秤にかける

と、同意撤回を受け付けないことをよしとしてもよいような感じもする。 

・ 追加情報なしでよいという踏ん切りがつけば、倫理審査委員会の承認で撤回は受

け付けられない、データは固定された、これからは解析のみという整理はできる

と思う。 

・ 医療機関が撤退するときは、臨床情報の収集もインフォームド・コンセントも、生存

調査も全てノーだと思う。撤退する場合は、医療機関に置いてある対応表は破壊して、

同意文、ＩＣの文書も全部シュレッダーをかけて連結不可能にする。医療機関にある

臨床データは医療機関側のコードで紐づいているので、そのデータベースは医療機関

に使っていただくデータとして残す。 

・ プロジェクトで収集した臨床情報をプロジェクトから離れた病院が勝手に使うの

は、よくない。もう使わないとしないとだめだろう。  

・ 情報管理は、同意書とかそれに関連することだけではなくて、臨床情報に問題がある

のか。それは、医療機関の持ちものか。患者さんとつながっている必要はあるのか。

個人情報の塊を持っていって、行ったり来たりすることのリスク、大変さというのは

かなり大きいと思う。 

・ どちらの持ちものにするかは、誰も議論したことはなく、共有財産という考え方。 

・ １０年よりは少し長いことを考えているが、例えば５０年まで持ってどうかとい

うような話になると、もう大体否定的になることが多い。【村上先生】 

・ データとして存在し続けていれば、将来に、この時代はこうだったと分析がされるか

もしれないし、データベースのテクノロジーとかも進歩すると思うので継続的に保管

しておくのも国の政策として保持して、アクセス制限をした上でアーカイブしておく

ことが必要。 

・ 臨床データ、生存調査のデータ、ゲノムのデータなども全部固定になると、その
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段階で既にアーカイブに近い状態。ＮＢＤＣにそれをデポジットして、制限アク

セスで使っていただく。それが一番いい最終形だろうと思う。 

・ 同意撤回を維持しなければならないタイミングや期間は永遠ではないと思う。維持し

なければ、バンクとしての機能や集めたものが無駄になるわけではないというところ

も考えていく必要がある。 

・ 第三者機関に移すということについて、すべての協力医療機関がノーと言われたのか。 

・ 生存調査開始時に、第三者機関で調査をしようと提案したが約半数は即座にノー

だった。それ以上無理だということで引き下がった経緯がある。 

  

第３期終了後の協力医療機関の体制変化の想定とその検討課題おいては、①受付窓口の

受付期限を設ける必要性、②撤退医療機関が保有する参加者の個人情報をいつまで連結可

能な状態で維持すべきかについて検討が課題として残された。そのため、次回継続審議と

なった。論点２については、委員の承認が得られた。 

 

（了） 

 


