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「オーダーメイド医療の実現プログラム」 

平成２８年度第２回ＥＬＳＩ検討委員会 

議事要旨 

 

1. 日時   平成２８年５月３１日（火）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４Ｈ 

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） 

湯地 晃一郎（東京大学医科学研究所国際先端医療社会連携研究部門） 

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） 

永井 亜貴子（東京大学医科学研究所公共政策研究分野） 

神原 容子（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） 

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）前回からの継続審議内容についての確認 

・ 井上より、前回の審議内容について確認が行われた。引き続き、「試料の外部配布におい

てどこまでの臨床情報をつけるべきか」や、「いつから現在の項目となったのか」につい

て継続審議となった。また、ＢＢＪがサンプルを継続利用する際に、「情報自体について

どこまで連結を維持すべきか、仮に選択肢としてデータ固定をすることが可能であれば

どの時点で行うべきか」について研究者側のニーズを踏まえて出し合った意見を紹介し

た。 

 

（２）臨床情報の利用に関する経緯 

・ 武藤より、臨床情報の利用に関する経緯について以下のように補足説明が行われた。 

・ 第１期の平成１６年１０月１９日 第６回推進委員会で収集している臨床情報の項目

を公開していないことについて議論した。臨床情報項目は申請者が研究プロトコルを

作成するために重要な情報であることから、申請者が申請前に臨床情報の項目を知る
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ことができるような措置をとるべきであるという意見があった。この資料によると、

本報告書作成時点ではホームページに既に公開しているが、これは臨床情報の項目が

公開されているものであって、一人一人の患者の臨床情報が公開されているものでは

ないという注釈がついていた。 

・ 平成１７年２月２５日 優生思想を問うネットワークから受領した質問状に対して、

５月３１日 第８回推進委員会の資料「試料等配布に関するＥＬＳＩ委員会における

検討内容について」３頁で申請前に臨床情報を知ることができるような仕組みを作る

ことが重要との言及・対応済みとのコメントがあった。また、６月１７日 優生思想

を問うネットワークへの回答をウェブサイトに掲示した。試料配布時の依頼時に研究

機関から数項目の選択条件を提示し、それに基づいて試料を選択して配布する。   

臨床情報は一切開示しないので、個別の試料ごとに付随される臨床情報はないと示し

ている。第１期のインフォームド・コンセントでは、臨床情報に関しては、ゲノムを

解析するということが大変重視されており、診療情報の扱いについては簡単にしか記

載していない。 

・ 平成１８年３月２日に開催された第１０回試料等配布審査会において、配布申請書の

様式変更で、この段階で臨床情報の５項目の記載欄が設けられていた。これをなぜ  

５項目にしたかなどについての記録が見つからない。 

・ 平成２３年の１０月に、将来計画検討ワーキンググループが作成した報告書があった。

その報告書の中に、今後のバイオバンクのあり方について、公的バンクとして利活用

を促進することを明示された。多様な利用目的に応じた活用策の導入（費用の軽減、

手続の簡素化など）ということで、特に臨床情報の利用については言及がない。 

・ 平成２４年１１月２１日に行われた「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェク

ト今後のあり方に関する検討部会」（第２回）資料３－１「第３期に向けた議論のポイ

ント」では、「試料配 布実績の向上のため、費用負担、試料等配布の手続きの簡素化、

個人別臨床情報の提供項目を生データとして１０項目程度とすることなどについて、

利用者のニーズを踏まえて検討することとしたい」と具体的な提起が行われた。 

・ 平成２４年１２月の「オーダーメイド医療の実現プログラムの在り方に関する検討会

報告書」では、試料配布実績の向上のため、試料提供の際に付随する個人別臨床情報

について、可能な範囲で解析に必要な項目を提供することが国の方から求められたと

いう認識が示されていた。もう１つ、理研でのデータのことが明示されており、   

ゲノム解析データをより広く活用してもらう仕組みを検討する必要がある。これらが

第３期における本プロジェクトに求められた内容であった。実際には推進委員会も途

中でなくなった。その後、ＡＭＥＤができ、ＥＬＳＩ委員会が設置されないまま、   

一番大事な議論をするときに、このような議事録が報告書として残る形での検討は行

われなかった。このように国の要請でこの事業のありようが変わっていくときに要件

として付されたものではあるが、それをどこで意思決定して実際に始めたかというこ
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とになると、明確な記録は残っていない。 

・ 第３期平成２５年４月１日では、試料等配布審査会の調査依頼書様式変更において  

臨床情報１０項目の記載欄が設けられている。 

・ 平成２６年１１月には、１２医療機関の研究者の方々にデータを積極的に使っていた

だくために、データ利用の規程をつくった。その利用規定には、臨床情報の利用項目

についての制限などは一切記載しておらず、積極的に使っていただくということにな

っている。 

・ 平成２８年５月に「オーダーメイド医療の実現プログラムにおけるバイオバンク・  

ジャパンサンプルのゲノムデータに関するデータシェアリングポリシー（案）」を作成

した。まとめると、臨床情報の利用に関する経緯については追える記録は、本日全て

出したが、事業元が移行したため、不明な点がある。 

・ 久保より上記の内容について次のような補足説明があった。 

・ 当初は、検索や配布において５項目の臨床情報を提供することになっており、それぞ

れの臨床項目は群別情報でしか出さなかった。個別の臨床情報を用いた解析は、当初、

データ管理バンクが実施することになっていたが、実際は機能しなかった。     

２００５年から理研がゲノム解析を行い、解析結果としての集計データをバンクに  

保存するというシステムに変わった。 

・ 臨床情報については、年齢・性別のデータ、プラス３項目だったが、年齢・性別は基

本情報であることから年齢・性別を外して５項目に途中で変えている。このように  

変えたのは、第２期であった。 

・ 第３期のあり方検討会の報告書では、研究に必要な情報を出すということで、臨床情

報は出すということになった。個人別のゲノムデータや臨床情報もセキュリティーを

確保しつつ、より多く研究者に使ってもらう流れが来ている。 

・ 第３期開始時に、この報告書の議論を受けて実際にセキュリティーに配慮しつつ、個

人の臨床情報とゲノム情報をより広く使ってもらう形に変えた。「オーダーメイド医療

の実現プログラム」で収集・取得されたデータ利用規程（協力医療機関用）」が一例で

ある。この中では第１コホートの１０年間に集められた臨床情報と死因情報とゲノム

ＳＮＰ情報を必要な分だけ使えるようにした。申請を受け、事前審査として現実可能

な研究かどうかについて、理研と医科研の研究者がヒアリングをする。承認後、試料

等配布審査会で審査をし、手続きを行う。ゲノムのデータ、ＳＮＰのデータを使う場

合は、理研に来所し、閉鎖ネットワークのサーバーの中で解析していただく。臨床情

報と死因情報だけを使う場合は、医療機関に直接個人別のデータをお渡しする。 

・ 「オーダーメイド医療の実現プログラムにおけるバイオバンク・ジャパンサンプルの

ゲノムデータに関するデータシェアリングポリシー（案）」を現在作成中である。作成

経緯は、ＡＭＥＤより「ゲノム医療実現推進プラットフォーム事業（先端ゲノム研究

開発）」という公募が出ており、申請者はデータマネジメントプランを申請時に提出す
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る。ＮＢＤＣは、制限公開データと非制限公開データという２種類の枠組みを持って

いる。ＡＭＥＤは、さらに追加して制限共有データという用語をつくった。その公開

時期が、原則としてゲノム解析終了後２年、または論文採択時のいずれか早い時点ま

でにＡＭＥＤが指定する公的データベースに登録または自機関や代表機関等に保管し、

共有しなければならない。しかし、論文化されていない生データの共有になるので、

それについてデータシェアリングの方法検討している。 

・ 最後に、非制限共有データは、個人別ではない集計データであり、完全オープンで   

ＮＢＤＣから公開するという方法で考えている。このＮＢＤＣのデータベースの集計

データ、個人別データの公開については、この第３期のあり方検討会で東大医科研、

理研及び１２医療機関に、ＮＢＤＣへの個人別データを含めた公開、非制限公開と  

制限公開の２種類について各医療機関に依頼をして、各医療機関での倫理審査を通し

ていただいた。 

（委員からの意見・質疑応答） 

・ 第２期５年目の「今後のあり方に関する検討部会」あたりが新しい動きの始まりと  

思う。参加メンバーを見ると、これまでの経緯を把握されている人がわずかなようだ。 

・ データシェアリングポリシーは、いつから施行されるのか。 

・ １２医療機関の連絡会議が６月３０日に開催されるので、そこで同意が得られた

ならば固定したい。 

・ 専門用語と片仮名がたくさん並んでいるので、一般に対してわかりやすく書いて欲し

い。制限共有データと付随する臨床情報についてだが、その最終解析結果を得るため

に必要な個人別臨床情報項目とは、最終解析結果を得るためにとはどういうことを意

味しているのか。解析して必要な項目が後から出てくることがあるので、それについ

てはどのように考えているのか。とりあえず必要と思われる項目は全部もらい、結果

的に使わないものも出てくる可能性はないのか。 

・ 解析中に必要な臨床情報項目が増える可能性はある。外部試料配布を受けた研究者 

や、理研の中でデータを共有している研究者の中には、全データを欲しがる人は

時々いる。不必要な臨床情報の提供は避け、解析に必要な臨床情報は提供するよう

にしている。 

・ 制限共有の場合に、共同研究、要するに最後まで提供者の側も責任を持つという体制

だという解釈をしているがそれで大体間違いないのか。 

・ その通りである。 

・ ＡＭＥＤが作成したのが「データシェアリングポリシー」という名前で、「データ 

マネジメントプラン」というものもＡＭＥＤがつくったベースのものがある。それ

に基づいて各プロジェクトがデータやサンプルを持っているところは作成するこ

とになっている。バイオバンク・ジャパンサンプルの方針は平易な言葉と定義を明

確にして、ＡＭＥＤの提案との相違点などに気をつけながら作成したい。 
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・ データ共有に関してもＤＮＡのデータを共有するだけではなく、必ずそこに臨床情報

が付随するということが広く知られるとよいと思う。 

・ 連続性の維持という点では問題があるが、このような決定のプロセスは、この分野に

限らず行政が関わるいろいろなところで見受けられる。より一貫性が維持される会合

が役所において持たれ、方向づけが示されるべきであると考えている。ＥＬＳＩ委員

会等において検討しても果たしてその方向で進むのかというところが危惧される。他

方、提供者の方々、あるいは優生思想を問うネットワークなどの社会の目から見て対

応がなされていないというようなことは確かであり、何らかの対応をとるべきである。 

・ 長く続くプロジェクトにおいては、最初に決めたこと、最初に考えてきたこと（最初

のお約束）と時間の経過によって状況が変わってきたという部分について、どう対処

（手続論とそれをサポートするシステムなど）することができるのかというのは、ほ

かのプロジェクトも含めて大事なことである。 

・ 提供者との関係を考えると、コストをかけてよいのであれば、ダイナミックコンセン

トのように提供者、協力者の方と関係を継続的に持ちつつ、変化に応じて希望を継続

して伺う、交換できるというようなシステムがあればよい。それ以前に、あり方を検

討する、あるいはそのベースとなる記録を十分残しておくことは必要である。 

 

 （３）第３期終了に向けた議論～試料の利用や管理について 

第３期終了を想定した場合の残存する試料の取扱いやその対応について洪より報告が

あった。 

・ 第４期へ継続される場合には、第２期で実施したように、倫理審査委員会に変更申請

を提出し、試料等を継続的に保管・管理し、研究利用を行うことについて審査を行う。

参加者に対しては、第３期終了とともに第４期においてもいただいた試料を継続して

利用することについての情報をポスター、リーフレット、ウェブサイト、広報紙など

を作成し、協力医療機関に配布・掲示する。   

・ 試料を他機関に移管する場合 

  本プログラム事業が第３期で終了する場合であっても、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」に資する研究に継続して活かされることが大

前提となっている。そのため、財政的にバイオバンクを維持できなくなった場合には、

残存する試料等を他の機関に移管することが考えられる。 

説明同意文書にみられる試料の保管については、第１コホート、第２コホートともに

永続的に保管されることが前提となっている。しかし、第１コホートにおいては試料

の移管について述べられていないことや、移管における参加者への通知のあり方 につ

いて、移管の計画が決められた段階で、倫理審査委員会に変更申請を提出し、そのあ

り方について審査を経る必要がある。 

・ 試料を廃棄する場合 
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  第１コホート、第２コホートにおける同意内容を１２頁で確認したように、試料を  

廃棄することは、同意事項に反する。試料を廃棄することが想定される場合としては、

「科学的価値のある目的に役立たなくなったなど 」の理由が考えられるが、このよう

な場合においては、その根拠をもとに倫理審査委員会において審議を経る必要がある。 

・ 残存する試料の取扱いに関する対応（案） 

第３期終了において残存する試料を、第４期へ継続される場合、他機関に移管する場

合、試料を廃棄する場合の各々における対応について、同意説明文書に照らし合わせ

て検討した。いずれの場合においても、第３期終了後の試料等の取扱いについての情

報を、倫理審査委員会の承認を経て、協力医療機関において、公開し（ポスター、   

リーフレット、ウェブサイト、広報紙など）、拒否の機会を保障する。 

・ 試料を他機関に移管する場合や、試料を廃棄する場合には、次のような懸念事項が考 

  えられる。試料を他機関に移管する場合では、これまで東京大学医科学研究所にバイ  

ンクの基盤を構築したものを他機関に移管しなければならないために、コストや  

試料の品質担保に関するリスクが生じる可能性がある。 

・ 試料の廃棄の場合では、第１コホート、第２コホートともに、説明同意文書に試料を

使い切ること、永続的に保管することを明示していることから、参加者の意思を尊重

できなくなる。 

・ 以上で検討した結果、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の

品質を担保し、「オーダーメイド医療の実現」に資する研究に活かされるためには、  

試料は移管や廃棄を行わずに、東京大学医科学研究所で継続して保管・管理すること

が望ましいと考えられる。 

 

（４）講義：ＩＳＯ 国際標準化ＩＳＯ/ＴＣ２７６(Biotechnology)の状況 

・ 増井委員より、ＩＳＯ 国際標準化ＩＳＯ/ＴＣ２７６(Biotechnology)の状況について

ご講義をいただいた。 

・ バイオバンクの標準化では、①生物学的、化学的、物理的性質での品質と、②それ自

体の及び付随情報という情報の側面での質化、③流通、あるいは社会的信用を考えた

場合の倫理的な品質という、３つの品質を考えることが目的である。 

・ 標準化とその持つ意味について 

標準とは、１つの技術、１つの製品、１つのシステム、１つのビジネスモデル、１つ

の行動様式が国際的に広く受け入れられている状態であるが、標準化によって失われ

るものもあり、その二面性について理解する必要がある。ひとりひとりの体質に合っ

た医療を目指すＢＢＪにおいて、バイオバンク標準化を考える際に、多様性をどのよ

うに包み込むかが大変重要になる。 

・ 国際標準化（ISO9001 Introduction）の記述で興味深かったのは、ＩＳＯの取得は機

関が戦略的に決断する事項である。もうひとつは、国際標準の目的は、品質管理体制

の画一化、あるいは文章作成の画一化ではないということである。 
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・ 実際に国際標準化はビジネスであり、ＩＳＯ自身は国際標準化を進めることで富むこ

とが大変重要な目的である。この点、注意すべきである。 

・ ＩＳＯ／ＴＣ２７６（Biotechnology）の概要について 

議論は、平成１９年のＯＥＣＤの生物資源センターの実務要領（“Best practice 

guidelines for biological resources centres”）が基本になっている。ＩＳＯ／Ｔ

Ｃ２７６（Biotechnology）というのが意識されたのは、平成２０年国際標準化タスク

フォースができてからである。そこがワークショップを実施し、分野横断的な課題を

扱うということで、ドイツが提案をしてＴＣが新しく立った。現在、２５の国が、Ｐ

メンバー（議決権のあるメンバー）として、１４がオブザービングメンバーとして加

わっている。そこには、５つのワーキンググループがあり、ワークグループ１は、用

語の定義について、ワークグループ２は Biobanks and bioresources について、ワー

クグループ３は Analytical methodsについて、ワークグループ４は Bioprocessing と

いう再生医療製品を視野に入れたバイオテクノロジーについて、ワークグループ５は

共同研究者や製造委託者とのデータのやりとりについて検討を行っている。 

・ ワークグループ２（ＩＳＯ／ＴＣ２７６ ＷＧ２）における標準化の動きについて 

ワーキンググループ２は、全ての生物資源を対象とし、多様な形のバイオバンク、  

あるいはバイオバンキング、手順などが含まれている。実際につくる文書は分野横断

的、全体を覆う。バイオバンクとバイオバンキングを分けて考えているが、     

ISO9001との関係は重要である。日本からの提案は、既存サンプル、実際に規格に合わ

ないもの（non-conforming）についてである。最高の質であってもある意味では規格

に合わないし、質が低いものであっても規格に合わない。いずれにしても、テクノロ

ジーが進展していくということは２つの方向性があり、新しい質の生物資源が使えな

ければ困る。また、既存試料の新しい価値がそういう測定法から生まれてくる可能性

があり、この２つの方向性は考えながら、その最善の利用というものを目指して作成

している。 

・ ＢＢＪで標準化という考え方と、小さくて珍しいものを集めている標準化に適さない

ところとの連携をどうしていくのかが大事である。ＢＢＪのようなところでは、標準

化することが重要になってくるとともに、国際的にも求められるだろう。一方、小さ

なもの自体はそれぞれの特徴を生かして生きていく形になるだろう。 

・ 業務範囲（ＳＣＯＰＥ）に２つ大きな変更があった。１つは、９００１に関する関係

の記述がなくなったことと、もう１つは“therapeutics(治療法)”と診断“diagnostics

（診断法）”を除くという規定の部分が削除された。実際、バイオバンクのメンテナン

スコストの問題として臨床検査のシステムとバイオバンクが組んでいくべきである。

（結論として、7 月中に“therapeutic”は除外で決着） 

・ これに対して日本がどう対処するのかを検討すべき重要な時期にさしかかっている。 

  先ほどの持続可能と面からは、国際的にそれぞれのバイオバンクは資金がなくなった
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り、サポートがなくなったりしたときにどのように次のステージへ移行するのかにつ

いて計画を立てる必要性が示されていることからどこも同様の苦労をしている。この

ようなことを考えたときに、バイオバンクの継続性を考える時に研究者の熱意を失わ

せないということが大変大事だろうと思って動いている。 

（委員からの意見・質疑応答） 

・ バイオバンクも、ここでとられたデータと別のデータを接合させることによってより

大きなデータになって解析ができるというようなこともあるのではないか、その互換

性というような面での検討はされていないか。 

・ それがワークグループ５という中に入っている。ワークグループ２の枠組みの中

には、情報というのは入ってはいるが、互換性がある必要性についての議論はな

い。ワークグループ５の仕事。 

・ ＩＳＯという標準規格がバイオバンクについてもできる見込みであるのか。それは今

の見通しでいくとどのぐらいの未来なのか。日本のバイオバンクは、ＩＳＯを取得す

る方向に進んでいくのか。 

・ 改訂のあった文書がこれからバロットというか国際投票にかかる。国際投票は２

カ月の範囲で行われ、次はその後３年の間に文書を完成させて最終的なコミッテ

ィー・ドキュメントからインターナショナル・スタンダード・ドキュメントとい

うところへもっていかないといけないという制約がある。３年経つとまたもとに

戻るというルールがある。現状では、公式に変更されたドキュメントの１３９と

いう番号と、１３８は前の文書との比較文書になっているが、この記録が全くつ

いていない状態で上で述べたように“therapeutic” と“diagnostics”が除外さ

れた文書から削除されている。 

・ ワークグループ２だけでＩＳＯができるという可能性はあるのか。それとも５つのワ

ーキンググループが対象としている分野全部で意見統一がなされないと標準はできな

いということなのか。 

・ ドキュメント自体は１つのワーキンググループでつくる。ただ、最終的な投票、

インターナショナル・スタンダードになるところの投票は、ＩＳＯの加盟国全部

が投票することができる。とはいえ、全部が投票するとは考えていないので、  

投票者の過半数が賛成ならばそれで成立する。今の１３９とかという名前をつけ

ているが、ワークグループ２の中で議論をしていて、それはその文書としてでき

上がってくるということが予想される。特に別のグループの仕事と交差している

ところがあるので、ほかのグループからいろいろなクレームがあり得る。    

その場合は、コンベナーの会議という上部組織で議論をする。 

・ 最後のスコープの変更で、“therapeutics”と“diagnostics”が含まれるようになっ

たということになると、逆にマテリアルだけではなくてインフォメーションの規格化

ということが当然話題になり、最終的な目的は理解できる。ただ、逆にこの除外を外
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すことについて、どこがそれも入れないといけないという議論になったのか。要する

に実現不可能なことをスコープに入れてもあまり結局まとまらない。インフォメーシ

ョンのほうも規格化するとなると、それは最初から取り逃しのようなことになるわけ

で、そうしないと使えないとかというような議論というのは問題があると思われる。 

・ ＩＳＯ標準規格が資格ビジネスみたいな印象を与えている。 

  ・ ＩＳＯの中でいうよい品質とは、そのドキュメントどおりにやったものがよい  

品質である。物としてのよさとは全く別質の問題なので、このＩＳＯの議論をす

る場合は、そこは分けて考えないといけない。ＩＳＯは、バンクの運用ルールと

は全く別の世界で動いているビジネス用ルールである。 

・ 今の診断と治療のところに広げる話題だが、日本の他の委員の方、医療機器なり   

製薬メーカーの方のお名前が挙がっているが、この方々は、反対しない立場なのか。 

・ 実際に、ＷＧ４というプロセッシングのところは“therapeutic”を一応考えて動

いている。そこに対する断りがないというだけではなく、相談もなくこれは消さ

れてしまったので、ＷＧ４のコンベナーは怒っていた。“therapeutic”のところ

で考えると、別のＴＣ２１２という臨床検査ラボラトリーの ISO15189 とか呼ばれ

るものと深い関係があって、そこと一緒に仕事するというのがこの前議論で決ま

ったので“diagnostics”は入ってもよいと思っているが、やはり“therapeutics”

が入るというのはどうにも合点がいかない。（最終的に投票前に“therapeutic”

除外を明記） 

（了） 

 


