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オーダーメイド医療の実現プログラム（ＢＢＪ）  

平成２９年度第２回ＥＬＳＩ検討委員会 

議事要旨 

 

1. 日時   平成２９年７月１２日（水）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 

         増井 徹委員、丸山 英二委員、（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） 

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）

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） 

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） 

原田 早季（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） 

       （文部科学省）陪席１名 

       （ＡＭＥＤ） 陪席１名 

 

4. 要旨 

（１）前回委員会以降の状況について 

・ 武藤から、前回からの経緯と議論について説明があった。６月の事後評価報告書での

指摘事項とその対応、７月５日に開催されたオーダーメイド医療の実現プログラム 

ＰＳ・ＰＯ会議の報告、ＢＢＪの匿名化システムについて、ゲノムデータの制限共有

方法についての説明があった。 

 

（２）本事業の事後評価について（文部科学省） 

・ 文部科学省から、本事業の事後評価について説明があった。文部科学省では、本事業も

含めたゲノム医療実現のための研究基盤の充実・強化に関する検討会を開催した。ここ

でまとめられた報告書について、事業評価の報告書を踏まえて説明があった。 

・ 事後評価では、総評として第１コホートの生存調査、第２コホートとして３８疾患、目

標であった約５万人、８万症例の試料収集、臨床情報の収集を行ったこと、第１期から

延べ５９件の外部機関に提供したことの確認が行われた。また、ゲノムデータについて
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は、第１コホートのＳＮＰデータ、全ゲノムシークエンスの解析データを幾つかの疾患

で取得をしたこと、一部のゲノムデータはＮＢＤＣを通じて非制限・制限公開をしたこ

と、ＢＢＪの試料・臨床情報を活用してさまざまな疾患研究を実施したこと、多数の論

文が成果として発表されたことが確認された。 

・ 一方で、利用という観点からは、利用を前提としたデータベースの整備、その試料（血

清）の品質評価等、試料・臨床情報・ゲノムデータというのを一括で配布できるような

仕組みの構築がされていなかったこと、追跡調査等で収集した事業、情報が限定的にし

か利活用されていなかったことが指摘され、全ゲノムシークエンス等の新しい解析手法

を用いた研究の推進等が今後の課題としてあげられた。 

・ 達成状況について説明があった。ＢＢＪの第３期の期間中に、政府がゲノム医療実現推

進協議会を設置し、ＢＢＪはゲノム医療研究を支える重要な研究基盤として、三大バイ

オバンクの１つとして位置づけられた。このように必要性という観点からは、この事業

は引き続き高いと評価された。 

・ 有効性という観点からは次のような指摘があった。研究基盤の構築について、第３期で

力点を置いて集めるとされていた疾患について優先的な収集がされたと言い難く、平成

２７年度から実施した臨床研究グループとの連携では、その収集された試料が外部機関

への配布が実施されていない。また、延べ５９件の配布が行なわれたものの、追跡調査

や生存調査や収集した情報の利活用は限定的であった。より多くの研究者による利活用

を促進するためには、利用を前提としたゲノムデータベースの整備等、総評で述べられ

たような措置を講じる必要がある。全ゲノムシークエンス解析への取組には、当初の計

画から遅れがあったこと、第２コホートについては解析が実施されておらず、研究ビジ

ョンが不明瞭との指摘もあった。 

・ 取得されたゲノムデータの公開については、一部のデータをＮＢＤＣから非制限・制限

公開をするとともに、共同研究の枠組みでゲノムデータと臨床情報の解析が実施可能な

環境が理化学研究所に整備をされた。しかし、公開されていないデータが多くを占め、

理化学研究所との共同研究のみで使えるということで、幅広い研究者の利活用を促進す

る環境が整備されたとは言い難い。 

・ 先駆的プロジェクトとして多くの患者の協力を得て実施する本事業の適正な推進に向

けては、情報公開、ＥＬＳＩ課題検討委員会の設置等の取組が評価をされた。 

・ 効率性の観点からは、研究基盤を構築する体制はおおむね妥当であると評価された。 

・ 今後の展望として、これまで構築したバイオバンクの有効活用を促進し、今後のゲノム

医療研究をはじめとする研究の進展に貢献できるように、このような課題に取り組むこ

とが必要である。 

・ 追跡調査に関しては、これまでに収集した情報の利活用が限定的であり、今後の追跡調

査の必要性ついてはニーズを踏まえて判断することが必要である。ＢＢＪが抱えるさま

ざまな課題を解決することで、より多くの研究者がバイオバンクやゲノム解析データな

どの研究基盤を利用できるように努めるべきである。 
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・ ゲノム医療実現のための研究基盤の充実・強化に関する検討会でＢＢＪの有効活用方策

についても取りまとめが行なわれた。ＢＢＪについては、主としてゲノムワイド関連解

析を目的に構築をされ、ゲノム解析に必要な資料の品質は確保されていること、収集規

模が大きく、一定範囲の臨床情報が付帯しており、疾患研究における大規模ゲノム解析

に有用な資料、情報が蓄積されている。 

・ 試料、情報を最大限に有効活用すべく、平成３０年度以降については利活用をさらに進

めるためのユーザー視点に立った取組を行っていくことが必要である。試料は有限であ

り、ゲノムデータ等の汎用性のある解析データとして共有し、ユーザーのニーズに応じ

て臨床情報や試料とともに解析データも分譲できるようにするなど、広く共有する仕組

みを確立することが必要である。 

・ ゲノム解析以外の用途については、今後利活用の幅を広げていくために、どのような用

途への利用が可能かをユーザー側で判断するための情報開示が求められている。ＢＢＪ

で進行中の試料の品質確認結果や、臨床情報の対応状況を迅速にユーザーに提供できる

ように、データベースや検索機能等の情報システムの抜本的な改善を図ることが必要で

ある。 

・ 追跡調査、生存調査は、事後評価の結果も踏まえ追跡調査等へのニーズ、これまでに蓄

積した情報の利用状況を考慮して慎重に見極める必要がある。このため、一定の年限を

設けて、各医療機関において対応表を保持しておくことが望ましい。 

・ バイオバンク設備を生かして中小規模バンクの試料を一元的に保管するナショナルバ

ンクとしての仕組みを構築するのが望ましいと期待されている。貯めるだけでなく活用

されるバンクが国として求められている。これが今後の方向性である。 

（委員からの意見・応答） 

 追跡調査の活用がいまひとつというがＢＢＪは当初コホートではなかった。コホート研

究であったとしても成果が出る、追跡のデータが活用され、１７年～１９年ぐらいで成

果がたくさん出てくると思う。まだ１３年、１４年の段階なので、活用されないのは当

然と思うが、そのあたりは評価委員会で指摘はなかったのか。 

 当初コホートとして始まったものではなく疫学的な観点からは違うという意見が

あった。事後評価委員会の中で、今後続けていくべきという議論はなかった。使わ

れているという実績があれば検討もあったと思うが、使われていたのは疾患名ぐら

いで、カルテ情報等はあまり使われていなかったという実態もあり、来年度以降も

数億円をかけて実施をするところは難しい。 

 海外のコホート研究、バイオバンクの研究では、情報の使用が多く、ＢＢＪの情報が使

えるのは非常に重要だろう。京大の山田先生は臨床情報のバイオインフォマティックス

がご専門で欠損値が多くても使えることがあり、試してみる価値はあるという。ＢＢＪ

は－６０度で血清血漿を保存している数少ないコレクションである。平成１５年からの

コレクションは、１人の疾患のある人で、継続的で、合併症の問題は保健医療的には一

番大きな問題で、そういう研究のための資源としてかけがえのない記録であることは確
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かだ。 

 協力者の医療の発展につなげたいという思いを継続していくことと、国の予算を投

じて行ったことを十分活用するということで、非常にバイオバンクを利活用するこ

とが重要と思う。ビッグデータのアナリシスをしている方々の話では、経済学的な

データの分野などでは、欠損値があって使いにくいようなデータでも、分析手法が

インプルーブされているので将来的には人工知能などを活用して、ある程度欠損値

のあるデータでも前よりも活用できる分野もあるようだ。今ある情報量を失わない

ようにして、利活用を将来的にも十分できるようにすることが重要であろう。 

 このとりまとめに基づいて今後の方向性の説明をしたが、一定の年限を設けて各医療機

関に対応表を保持しておくことが望ましいという今後の方向性が示されている。これを

踏まえて、どう実現をしていくのか、また、ＥＬＳＩ的な観点から課題がないのかとい

ったところのご意見をいただきたい。 

 

（３）連結の維持と同意撤回期限の設定について 

・ 武藤から、連結の維持と同意撤回期限の設定について説明があった。医療機関には予

算配分がない前提である。昨年の１０月のＥＬＳＩ検討委員会の提言は、第３期終了

後の医療機関の撤退または廃院が生じた場合、受付窓口を第三者機関に委託せず、撤

退や廃院を予定する医療機関に受付を１年置き、広報活動を行うとともに、参加者か

らの問い合わせや同意撤回に対応すべきと、倫理的な観点からの意見として承った。 

・ 追跡に関して７、８年の追跡が必要ではないかとのご指摘があり、データ共有方針を

一般市民に分かるような内容にして、ＳＮＰデータと共有するときには臨床情報が付

随することを広く知らしめるべきではないかと、ご指摘をいただいた。 

・ バイオバンクの事業で１２医療機関に別の予算が何らかの形で確保されることが前提

になるが、①今後の連結維持に同意した医療機関は、同意撤回の受付も継続していた

だくということでよいのではないか、②何らかの予算が確保されても、医療機関の事

情で協力しないという医療機関は対応不可であり、その場合は平成３０年３月末を撤

回の申出期限として、平成２９年の秋から半年間の広報期間をもって撤回の期限とす

る、③予算が全く確保できない可能性も十分ありうる。今後の連結維持に同意しない

医療機関だけでなく、全体の同意撤回の受付事務の継続が困難かどうかを同じように

検討していただき、広報する。 

・ 来年の３月までに何らかの予算を確保しなければ、連結の維持はできない。それらに

要する費用、システムの廃棄は、年度中に予算を確保して行わなければならない。 

・ 医科研にゲノムデータを移管する議論として、使えるデータベースにするということ

がある。東北メディカルメガバンクの取組は、試料・情報・分譲審査委員会が認めた

研究計画に対してゲノムデータの共有を許可し、原則オンサイト利用で、分譲申請が

承認され、ＭＴＡを締結した後、ゲノムのデータについては、仙台でスパコン利用申

請をして、ユーザーの領域内で作業し、集計結果のみを持ち帰る。オフサイト利用の
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ための専用のＶＰＮ回線を引いて、遠隔地の東大の徳永研などに拠点を置いている。

データは持ち出せず、集計結果のみを持ち帰るルールである。これは、基本的に理研

と全く一緒で、違う点は理研の基本ルールの理研の研究者が認めた研究計画に許可を

出す。東大で構築するときには、今の試料等配布審査委員会の改組した委員会などで

許可をする必要がある。理研では、ＶＰＮ回線をつながず遠隔地からアクセスができ

る状況にある。 

・ 東北メディカルメガバンクでも一括配布はしていない。分譲という言葉は適切ではな

いという議論もあり、データ分譲という、データをあげることはしていない。 

・ １２医療機関との関係、今まで理研が構築したデータ、１２医療機関様が協力してき

てつくったコントリビューターとしての立場を配慮し、東大としてのデータ利用方針、

提供方針を開かれた形でつくることを考える必要がある。 

（委員からの意見・応答） 

 １２協力医療機関に来年度以降予算の配分が困難という、背景と理由は何か。 

 プロジェクトを５年ごとに見直し、継続ありきではないというのが前提にある。

５年の節目に検討し、一旦終了するという考えである。蓄積されてきた試料・情

報については、有効活用しないといけない。１２医療機関になぜ配分できないの

かという論点というより、一旦プロジェクトは終わる。事後評価の結果も踏まえ、

そこで専門家の評価をした。 

 １５年で終わるのは、ＪＰＨＣ（多目的コホート研究）の先例を見ていると惜し

い。特に大きなプロジェクトの公的資金による研究の進め方はＪ－ＭＩＣＣ（日

本多施設共同コホート研究）も苦労している。事後評価委員の構成を見ていると

仕方がない感じは否めない。   

 文部科学省のリーディングプロジェクトとして予算がついて始められ、三大ゲノムバ

ンクの中でＢＢＪは一番歴史がある。ＢＢＪの先例があったことから後続のバンクで

ＥＬＳＩ委員会のような機関を設けるようになった。当初は文部科学省のプロジェク

トと説明文書の表紙に書いてあり、医療の貢献のためにと協力した患者さんが大勢い

た。 ＢＢＪの特徴としては、罹患している患者さんが時間を割き、自分のプライバシ

ーを犠牲にして、臨床情報やサンプルを提供しており、それを最大限利活用すること

を倫理的にも非常に重視してきた。疾患の合併症などは長丁場で１０年、２０年追わ

ないとわからない。文部科学省が始めた事業を切るのであれば、参加者に対する説明

責任を果たす必要がある。 

 試料と理研で解析したゲノムデータをいかに多くの研究者が使って、いち早く成

果に結びつけていくのか、非常にそこが重要だ。この事業自体は終わるがＢＢＪ

については引き続き利活用を進めて、多くの研究者に使っていただける形で運用

していくことが我々として説明責任を果たすことだと考える。 

 ここまで追跡情報が蓄積されてやめてしまうのは非常にもったいない。１０年、１５

年、２０年後に価値が出てくる年限と多くの先生が言う。専門的な意見も入れて議論
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し、追跡調査をしても全然価値がないというならば、やめてもよいと思うが、その検

討が十分に行われたようには思えない。利活用を考えなくてはいけないが、疾患の情

報の予後調査の重要性が評価されていない。 

 今時点でも長くて１０年のデータがあり、それを利活用して、どういった成果が

出されるのか、データがあっても活用される研究者がいなくては成果に結びつか

ない。研究者の先生方の話もお伺いをした上での結論になっている。ＢＢＪにど

ういうデータがあるのかを多くの研究者に知っていただき、研究を活性化して成

果につなげていくのが最優先であろうと考えている。   

 とりまとめで、一定の年限を向けて対応表を保持していくとあるが、ＥＬＳＩ検討委

員会の昨年の提言では、科学的にも社会的にも意義の高い解析を行うためには、あと

７、８年ぐらいは追跡する、要するに、追跡の解析データが出せるような状況にして

おくことが望ましい、それは学術的な意味、それが社会に応用されるという意味で望

ましいという提言を出した。その追跡調査がある程度の年限に可能にしていただく必

要がある。参加した患者さんは、オーダーメイド医療が実現してほしいという気持ち

で参加されている。そのための結果を出すことが、倫理的な観点から考えても重要な

ことではないか。 

 年１回の受診でフォローしているような患者さんに、同意撤回を知らしめるためには、

１年間掲示をしなければ、お知らせを目にすることもない。病院の掲示で済ませるな

らば、今から広報しても１年間ない。知らないうちに終わっていたという文句が出て

もおかしくないので、ご配慮いただけたらと思う。   

 連結を保つシステムは、コンソリデートできるだろう。一旦なくなってしまったとき

に、復活はできないので、松竹梅のように、どういう形でコンソリデートするのか。

今フルサイズなので、そうではないシステムができないのか。どうすれば最低限の努

力で実施して、興味を持った人が出てきたときに、それを部分的にでも使っていくこ

とができるのか。 

 グラントがついた、篤志家が申し出たとしても、永遠に連結が無理というところまで

持っていくのは得策ではない。それをどうつないでいくか。このプロジェクトが高い

レベルで論文的にも成果が出せたのは非常に強いサポートをいただいて、それに沿っ

たレベルの高い取組をやっていたから。ここを切り、たった３カ月、１年待っていれ

ばよかったのにな、惜しかったな、とはしたくない。   

 ここで連結を切ってしまうのはもったいないというところで、これから使えるの

かも含めて、今の段階では判然としていない。それを使った成果がプリミティブ

に出てきていない状況ではあり、保持する方法はないかと検討をお願いしている。 

 連結を維持するのは、臨床情報を積み重ねていくほか、本人が撤回を希望された場合

に研究利用の中止を可能にする。１２協力医療機関に予算を出すことは説明が難しい

ということだが、ＢＢＪから流すこともできないのか。 

 医科研から再委託で１２医療機関、５０の病院に流している。今後ＢＢＪの試料・
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情報をいかに有効活用していくかの優先度が高いので、そこに予算投入する。技

術的に医科研から流すかではなく、全体の優先度の中で決まる。   

 機械を置くスペースを病院に提供してもらうことだけでも費用はかかる。病院側が縁

を切りたいと思っている場合、お金が入らなければ、それを理由として設備、書類の

置き場所の提供も返上されることを危惧している。最低限この現状を維持する費用を

手当てする、その年度を限ることを前提としても必要と思う。   

 この報告書が書かれたときは、連結の維持の技術的なところを十分に把握してい

ない中で、やはり連結は一定期間維持した方がよいと、検討会でも議論があった。

どういう形で連結が維持できるのかを医科研にも検討をお願いしている。今後の

検討の中で具体的に詰めていく必要がある。   

 匿名化システム、連結と入力が一体になっていて、とても高性能でセキュリティの高

い仕掛けだとは思うが、維持するだけでも相当な費用がかかる。連結と入力、情報の

追加が一体になっているが、これを分離することはできないのか。具体的には、連結

表を一旦取り出し、予算がつくまで保持しておく方法があるのではないか。 

 非常に複雑なシステムで、時代の背景から対応表をバイオバンク側が持たないと

いう原則を貫いている。バイオバンクの外でコンソリデートしても、対応表だけ

にしても、預けるところは必要になる。ＣＳＶファイルのようなものを出力し、

紙でもどこかに預けるというような形、最低限それ以外の情報は全部バイオバン

クの側に集めるというような方向を考えるという可能性はある。ＳＥも踏まえて

どうするかを具体的に考えないと松竹梅も出てこない。 

 バイオバンクが対応表を持たない原則は何かしらの考え方で変えるということはでき

ないか。 

 当初発足したときは、バンクの構築に対して警戒的な見方があり、ＢＢＪは二重

匿名化を機械で行い開始した。その機械を協力医療機関に置き、匿名化されたデ

ータをＢＢＪに流す。それも場所を区分して匿名化に注力された。このシステム

を前提に、倫理の観点から言うと、「協力者にこれだけやっていますから大丈夫で

すよ」と言うことで同意をいただき、協力を得た。そこに関心を有している協力

者はいると思う。当時は市民団体の監視が厳しかった。その後研究に対する見方

が以前ほどは厳しくなくなり、個人を追跡することも支持されるようになってき

た。しかし、参加者への対応を考えると、簡単に連結を切って、同意撤回期間を

限定することには慎重にならざるを得ないというのが一方の理論である。他方、

撤回がどれだけあるかを考えると、多くはないようで、撤回の機会を与えること

を限定しても社会的な逆風は小さいとは思うが、そのあたりをどう考えるか問題

だと思う。 

 利活用を考えたときに臨床情報をどういう形で出すのかを議論して、場合によっては

患者さんに再同意が必要になる。再同意はせず、ポスターで提示する場合は、患者さ

んにコンタクトしなくてよいかの検討を済ませてからリンクを切らないと、切ってか
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ら残ったもので利活用と言われたとき、再同意が取れないから使えないという事態も

あり得る。閉めるときに何をすべきか検討が足りない。閉め方も、海外で閉めたとこ

ろを参考に議論して上手に閉める。残したものを利活用するのはもちろんだが、患者

さんとのリンクを外すときの検討が足りない。いろいろなケースを考えて、全部整理

し終えてから閉める。初めてのケースとして検討を踏まえて情報を残すことは、他の

バンクを閉めるときに、「ＢＢＪはあのようにやって全部閉めた」ことを情報として残

していく価値も十分あると思う。そう考えるためには時間が必要。 

 検討するための時間が与えられ、システム改修をする予算や、今年度中にやり切るこ

とが新たな負荷になる。厳格にスタートし、二重匿名が売りだったが、バイオバンク

ＩＤの扱い方を変えるという方針変更になる可能性が高い。予算と時間でこの匿名化

システムをモダンな計画に変えるということに加えて、緩めることによるリスクベネ

フィットの検討も行う必要がある。閉じ方については、ＯＥＣＤのガイダンス、他国

を参考にしていくべきだと思う。 

（了） 


