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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３回ＥＬＳＩ検討委員会 

議事要旨 

 

1. 日時   平成２９年９月５日（水）１７：００～１９：００ 

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、森崎 隆幸委員、 

         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） 

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） 

原田 早季（東京大学医科学研究所公共政策研究分野） 

小原 好美（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）前回委員会以降の状況について 

・ 湯地から、前回の委員会以降の状況について説明があった。本年度で３期１５年に渡

る本事業が終了となる。東大、理研、１２医療機関の３種の枠組みがなくなり、１２

医療機関への予算配分が来年度以降行われない見込みである。文部科学省、ＡＭＥＤ

と折衝を続けたが、予算が配付されないと確定したことが前回以降の状況である。来

年度は予算なしの状況で、同意撤回をいつまで受け付けるか課題である。その他の進

捗として、血清試料の品質の評価を日本プロテオーム学会と行い、試料品質評価に関

する特許を出願した。 

・ 武藤から補足説明があった。事後評価が行われ、追跡調査や生存調査で収集した情報

の利活用が限定的であったとの指摘を受けた。より多くの研究者の利活用を促進する

ため、データベース整備を新たにすること、試料の品質評価、そしてゲノムデータの

公開、試料・臨床情報やゲノムデータサンプルの一括配布などをするよう示された。

試料・臨床情報、ゲノムデータの一括配布、今後の追跡調査の継続に関して消極的な

評価であった。 
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・ 文部科学省の「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」では、

東北メディカルメガバンク、ナショナルセンターのバイオバンク、およびＢＢＪも含

めた全体的な研究基盤の充実を検討する会ではなかった。この報告書にはＢＢＪにつ

いての指摘があり、一定の年限を設けて医療機関で連結対応表を保持しておくことが

望ましいという指摘があった。 

・ 事後評価後の文科省を含めたＰＳ・ＰＯ会議では、一定の年限を設けて連結対応表を

保持することについて課題とされた。そこで、文部科学省は、医科研が開催するバイ

オバンク連絡会議で、説明をするに先立ちＥＬＳＩ検討委員会の意見も聞きたいとい

うことから、前回は文部科学省に陪席いただいた。委員の先生方から非常にサポーテ

ィブな意見を頂戴したが、残念ながら予算には全く反映されなかった。 

・ 今後のＢＢＪでのデータ配布の体制については、理研と医科研で今まで一緒にやって

きた体制を完全に分け、理研のゲノムデータを医科研に移転して利活用の促進をする

よう強く指摘された。理研に依存していたものを医科研が引き取り、どのように進め

るか難しい問題である。 

・ 予算の配付がないと確定した状況で、連結の維持や同意撤回の受付をいつまでどのよ

うに行うか。３月末に事業が終了するという、周知の期間を半年設けたいため、１０

月からの掲示などの周知活動について議論いただきたい。昨年１０月にＥＬＳＩ検討

委員会の提言の中で、第３期終了後の医療機関の撤退・廃院などについて、受付窓口

を第三者機関には委託せず、撤退・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、問い合わせや同意撤回に対応すべきという助言は、文部科学省

にも説明をしてきた。 

・ 約２カ月の検討で、予算の問題と機器の老朽化から、匿名化システムの維持は不可能

である。機器類の維持には費用がかかり、連結維持だけの装置をどうするかを事業者

と検討中である。 

・ 生存調査を行う場合には同意書の保管が継続的に必要で、電子的な保管をするならば

その作業が要る。連結対応表を１２医療機関が保持できない場合、想定される事項を

検討した。 

（委員からの意見・応答） 

・ 医科研と理研の連携体制から、医科研単独体制とすることでどういう点が困難となる

のか。 

・ データを医科研で格納するだけなら金銭的に問題はなく可能だが、ゲノムを全部

一括配布となれば、お金も人も足りないことが問題で、それに対する予算が全く

配分されず、最低限の予算で何ができるかを検討しなければならない状況である。 

・ 情報の利活用が限定的であったという判断だが、１５年間に追跡調査・生存調査で得

られた情報の利活用について、理研を含めて検討する機会も予算もつかなかったと理

解している。結果として、試料提供等は限定的にされたが、それを超えてするだけの

ノウハウも実際は理研側でも対応できなかったのが現状である。限定的に利用し成果
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を何とか挙げてきたと理解をしている。この過程で、それができるような場をＢＢＪ

としてその必要性や、十分な予算措置が実際に行われたわけではなく、理研もゲノム

解析で何ができるか、疾患名での解析が主として行われてきたと理解をしている。そ

の上で連結の維持をして、今後どれだけのことができるかを予測するノウハウも情報

も持っていないという危惧がある。それを使うだけの基盤が日本の中に備わっている

のか。ＢＢＪだけではなく、東北メディカルメガバンク、ナショナルセンターのバイ

オバンクもどう使うかを議論し、どのように貯め、研究者に提供するか、その方策を

日本の中で検討して結論や方法が打ち出されたことはほとんどないと理解をしている。

連結の維持、同意書をどうするかは、今の制度の中で確認する必要はあるとしても、「使

いなさい」、あるいは「維持しなさい」と言われ、出口を示せず、言われたからすると

いうのも、ＢＢＪとしても不本意である。理研としても、何とか成果を出してきたが、

医科研と全く別個になり、理研としても実際に対応が必要だと認識はあったと思うが、

できなかったのが事実という点を何らかの形で表明をしてもよいのではないか。指摘

事項は一面としては正しいが、活用が少ないから、連結を残せば何とかなるという意

見に対して、それだけではできないことを示し、予算が要ることを表明すべき。 

・ ＢＢＪが矢面になったが、追跡フェーズを迎えるバンクのこれからの問題である。

文科省の検討会でそのような議論をして欲しかったが、難しかったということ。 

 

（２）第３期終了後の対応（案） 

【検討事項１：同意撤回の受付体制について】 

【検討事項２：第１期同意書の保管方法について】 

・ 神原から、同意撤回対応に関する調査について報告があった。調査方法は、調査票を

医療機関の代表者にメーリングリストで送付しメールでの回収とした。８月９日に送

付し、８月末で回収を終えた。回収率は、１２医療機関からは１００％で、複数の病

院の回答を含めて１４病院から回答をいただいた。 

・ 項目１「同意撤回に関する掲示をしていただくことは可能ですか」の問いに対し、「は

い」が１４病院であった。 

・ 項目２「平成３０年４月からも、引き続き同意撤回の受付対応は可能ですか」の問い

に対し、「はい」が１０病院、「いいえ」が４病院であった。「いいえ」と回答した病院

は、予算と対応できるスタッフの確保を理由にあげていた。 

・ 項目３「同意書の保管場所について、①現在、第１期の同意書は、ＭＣ室のある建物

などアクセスのしやすい場所に保管されていますか」の問いに対し、「はい」が１１病

院、「いいえ」が３病院であった。 

・ 項目３「同意書の保管場所について、②現在、第１期の同意書を保管するために、ス

ペースチャージ（場所代）を支払っていますか、③もし支払っている場合は、１カ月

当たりの具体的な金額を教えてください」の問いに対し、「はい」が１病院で「月５万

円として、年間６０万円支払っている」との回答であった。その他の１３病院は、現
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在の支払いはなく、うち３病院は次年度から場所代が発生するとし、金額は年間１０

万円～１千万円台を想定しているとの回答であった。 

・ 項目３「同意書の保管場所について、④関連指針に伴い、３年間保管するための場所

を確保できますか」の問いに対し、「はい」が１３病院、「いいえ」が１病院であった。

「いいえ」と回答した１病院は、冊子の保管は極めて困難であり、ＰＤＦ化したいと

の回答であった。 

・ 項目４「今年度内に第１期の同意書をＰＤＦ化するとしたら、現状のＭＣ人員で作業

できますか」の問いに対し、「はい」が７病院、「いいえ」が６病院、「条件つき可」が

１病院であった。「はい」と回答した病院は、ＰＤＦ化を進めたい、署名された同意書

の部分１枚ならば可能、スキャナーを確保できれば可能との回答であった。「いいえ」

と回答した病院は、正本としてのＰＤＦ化は困難、人員が少ない、同意書原本を保管

するのであれば、ＰＤＦ化は必須ではないことを理由としていた。そして、「条件つき

可」の１病院は、ＰＤＦ化が軽作業ならば可、そうでなければ不可との理由であった。 

・ 同意書のＰＤＦ化に関して、顧問弁護士への照会も行った。ある医療機関は「同意書

は原本で保管すべき」とのこと。また、別の医療機関では「完全な原本の証明力は高

いが、原本であっても切断しているもの、ＰＤＦであれば、それぞれ完全な原本より

証明力が低い。証明力を弱くするのであれば、弱いながらも証明力をアップするよう

な方法をプラスするとよい」との回答であった。 

 

・ 武藤から、第３期終了後の対応について、論点の説明があった。同意撤回の受付体制

について、項目２で「いいえ」と回答した４病院は、予算があれば可とのことだが、

予算を確保できる見通しは低い。掲示から１年間、予算がない状態で半年間維持して

もらうが、受付対応を医療機関側に拒否された場合、来年３月末での受付終了はやむ

を得ないか。一方、予算なしでも受け付けるという病院もあり、病院ごとに受付の対

応期間が異なってもよいのか、拒否する病院が１つでもあれば来年の３月末で終了と

するのか。医療機関が了承すれば、医科研もしくは第三者の委託先に個人情報の移転

をして、同意撤回の受付対応の継続、あるいは生存調査の継続を検討する余地がある

かないか。 

・ 第１期の同意書に限り、説明と同意の部分が一体化しており、保管にコストがかかり

問題になっている。第１コホートの同意書の保管場所は医療機関によって様々である。

ＰＤＦ化は予算が各機関についている今年度に行うしかない。指針でも求めている記

録の保管、あるいは生存調査の可能性を考慮して、全病院に同意書の署名のある１４

頁だけのＰＤＦ化を考えてよいかどうか。ＰＤＦ化する場合は、偽造が疑われない加

工方法、指示の証拠も明確に示す必要がある。 

・ ＰＤＦ化した場合、スペースや費用の観点から原本保管の継続が不可能な場合には、

原本廃棄してよいかとの質問があった。他方、ＰＤＦにはしないということを基本的

な考えとして表明している機関もある。 
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（委員からの意見・応答） 

・ 同意撤回の機会の仕組みをつくったとして、この先、同意撤回がどのくらいあるか。

コストパフォーマンスを考えると、少なければ無視してよいという考え。理由は、微々

たる可能性まで考慮して予算を投じることは現実的ではない。  

・ 第１コホートは、過去５年間で３件。第２コホートは、３種類の同意撤回種別を

設けているが、過去５年間で５０件に満たない。   

・ 第２コホートで、本来の撤回がＣに該当するが、Ｃが継続して年１桁の後半の数

あるのをどう評価するか。ゼロでなくても窓口を閉じるのも、半年間告知をした

上で閉じるのも、選択肢としてあり得ると思う。 

・ 心配される可能性は、クレーム対応にどうするか。医療機関が自分たちのリスク

をどう捉えるか。防衛的な対応をしたい機関もあれば、無視できるとする医療機

関もある。医療機関ごととするか、プロジェクト全体で同一にするかを考えなけ

ればならない。 

・ 連結対応表を医科研に全部集めて管理することを考えていないならば、医科研が１年

間対応するとしても、医科研以外で連結対応表を管理していなければ対応はできない。 

・ 文科省は、病院から全部集めて医科研に置けば、同意撤回ができ、生存調査もで

きてよいと言うが、医療機関が納得しないのではないか。 

・ 文科省が集めろと言うからには、管理する人の金は出すのか。あと１年でも医療

機関が納得しなければできない。参加者に対して均等の機会を与えるのかどうか、

医療機関による考え方の違いで参加者の扱いが違ってもよいのか。 

・ ＢＢＪの匿名化システムは厳重で複雑だが、１５年前よりも現在の方がハードルは低

いかもしれない。研究者側、医科研からは連結の難しさを緩め、第三者への委託が可

能か。 

・ 同意撤回のためだけに予算を投じて連結対応表を残す意義があるのか。連結対応

表を捨て、完全に匿名化して、あなたのプライバシーは守られているので、同意

撤回は受け付けないが、直接の危害は何も及ばないと説明すればよいのではない

か。３月末で受付終了し、医科研の事務局が説明できればよいのではないか。 

・ 連結対応表の破棄は現時点で考えていない。残すように言われているが、第２コ

ホートのデータ整備のため必要である。対応はできるが、撤回の受付をやめるか

どうか。後継事業を担う人たちがどう考えるか、また予算にもよる。 

・ 将来、データをクリーニングして使うときに、そのカルテを確認するために対応

できないと困るということか。 

・ 連結対応表に関しては、ビッグデータの解析技術が進み、いろいろなことができ

るようになることを考えると、情報量はできるだけ残しておいた方がよい。   

・ 同意撤回の受付対応期間は、病院ごとに違わないほうがよい。あの人は受け付けても

らえたのに、どうしてうちは受け付けてもらえないのかというクレームは容易に発生

しそうだ。プロジェクトで一貫して締め切りは決めた方がよい。  
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・ 協力者と対話をされるのが医療機関なので、医療機関ごとというのもあり得るが、

協力者の間で扱いが異なると、平等でないというのも非難しやすい。対等でない

という非難から防御するためには必要な観点だと思う。   

・ 撤回医療機関が出るときに、親病院が引き継いだものと引き継いでいない病院が

あった。その際、医療機関ごとに撤回はできないという手続をしたと記憶してい

る。医療機関として対応できないのであれば、この後管理できないので、参加し

た方の同意撤回は受けられないというのは、前例からあり得るのではないか。 

・ このシステムが連結対応表であって、それを統合して１台のパソコンに集約するとい

うのは、当初の考え方からすると、セキュリティは弱くなるのか。 

・ 匿名化せず、バイオバンクＩＤと直接カルテＩＤを結合したものを端末には残す

よう検討を進めている。静脈認証も担当者が変わるので、無くする方向である。 

・ ある医療機関は独自で紙の連結対応表を作成していた。紙の量は随分あり、紙を捨て

るにも金がかかる。紙での連結対応表が他にもあるかわからないが、少なくともコン

ピューターの中だけではなく、連結対応表がある可能性があり、全体を見た方がよい。     

・ バイオバンクＩＤとカルテ番号がリンクする連結対応表ではセキュリティが弱くなる

感じがするが、プライバシー保護に重点を置いたがゆえに、データが使いにくく活用

できないことは患者さんには不利益である。患者さんにいただいたデータを活用する

ためだと説明すればよいのではないか。 

・ 参加者は自分の情報、試料を提供することで、オーダーメイド医療が実現するこ

とを望んでいる。データを使い、オーダーメイド医療に資する結果を出すのが一

番の責任ではないか。同意撤回が１年から半年になっても、予算がないので半年

にさせていただくということで、どこがいけないのか。   

・ 倫理指針の大事にすべき点として、提供者・協力者を守りつつ研究を進めるとい

う２つの課題があるので、その問題をどう考えるかは難しいと思う。   

・ 同意撤回受付体制で、匿名化によって具体的な不利益がなく、期間の制約もあり得る。

撤回自由の保障を主張する人が出てくる他方、研究推進のために参加したという方も

いることを踏まえなければいけないが、バランスも重要で、具体的な不利益が存在し

ないことから、「掲示から１年間の同意撤回受付対応を医療機関側が拒否した場合は、

平成３０年３月末で受付終了としてよいか」は許容されてよいのではないか。病院ご

とに同意撤回受付対応期間が異なることがある程度許容できるのか、それとも基本的

な取扱いは来年３月末で、あるいは病院によっては慎重に捉え、それ以降も対応を用

意しておき、その用意があることを公表する、しないことも両方考えられるが、基本

線は３月末でまとめざるを得ない。「医療機関から医科研もしくは委託先に個人情報を

移転し、同意撤回受付対応の継続をすることは可能か」については、医科研委託先が、

１台のパソコンで連結対応表関係を収めるとのことだがパソコン自体は協力医療機関

に預け、基本的にプロジェクトがスタートした仕組みからして、この方法は難しいこ

とにならざるを得ないと思うが、協力医療機関が全部投げ出したいのであれば、その
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際には検討せざるを得ない。そこまではいかない方が望ましいということでまとめて

はどうか。 

・ 同意撤回受付体制について、平成３０年３月末までを基本線にして、病院側の対応と

してはないとした場合に、新たに小型端末を１年間置くことは、特にそれを希望する

ところがなければしないということか。 

・ いいえ、端末だけ置かせてもらう。どこかに保管しておき、連結を維持するとい

う指示だけ従っておく。後継事業で研究者が予算を取り、再度動かす場合に活か

すことになるかもしれない。 

・ その管理を十分されないままあることになりはしないか懸念がある。そのように

なるのであれば、別のところに集約した方がセキュリティは保持されるのではな

いか。 

・ 協力医療機関の意向を踏まえてになると思う。  

・ 医療機関が端末の管理の問題を考えてどこかに預けたいという場合、個人情報の移転

を希望される場合には、同意撤回も希望すれば移動するのか。それとも、基本的には

３月末までの同意撤回期限なので、医療機関が自分でしたいということでなければ、

端末は外に委託をしても、その後の作業はないことを公表するのか。 

・ 撤回対応のための対応の維持と、研究対応のための対応の維持とがあると思う。 

・ 仮に端末の安全な保管が難しく、どこかに預けるとしても、同意撤回の受付は３

月末で終わりとし、安全に保管するのは、将来のこのプロジェクトの再起動のた

め、研究の目的という趣旨で理解している。 

・ 移転をすれば、受け付けることはもちろんロジカルにはできるので、プロジェク

トとしての対応方針はきちんとしておくべき。   

・ 将来のために備える場合の費用と、撤回対応まで用意する場合の費用は違うのだろう。

後者が大きいので、最低限、将来に備えて維持するという考えではないか。委託の問

題、個人情報を移動することは、１台のパソコンのシステムを医療機関から第三者に

委託するならば、それは医療機関側の委託なので、ＢＢＪの匿名化システムに抵触は

しないで整理はできるのではないか。ＰＤＦ化について、医療機関の意見も違うが、

倫理指針で同意書の電子的保管は新しいガイダンスには否定的に書かれていた。 

・ 電子的な同意書の保管あるいは作成保管は、指針では変化はないが、治験データ、臨

床のカルテでさえ電子的な保管を認めている。この研究の場合に認めないのはバラン

スがとれていないため、認めていただき、進めていただく。その場合の対象は、署名

がある１４頁だけと、全頁と、それを紙で保存するということだが、実質的に他の箇

所は同じなので、署名のあるところだけでよいと思うが、時期によって内容が異なる

のか。署名の箇所にはバージョンの日時が書かれておらず、細かく見ると気になると

ころはあるが、組み方等で識別できるかもしれない。 

・ ラボノートをＰＤＦ化してよいかという質問を受けたことがある。ラボノートは

偽造しようというモチベーションがある可能性があるが、この件は、集合体にな



8 

 

って価値があるので、特定の同意書を偽造するモチベーションはほぼないと思う。

偽造が疑われないようというのは、特定の個別のデータに意味があって、偽造の

モチベーションがあるようなラボノートや治験のデータであり、話が混同してい

る。 

・ ＰＤＦ化しないとお金がかかる病院と、ＰＤＦ化が無理で紙で保管したい病院がある。

どちらかに決めると片方から文句が来るだろう。ＰＤＦ化したければよいという結論

にならざるを得ないか、皆同じ対応にしないとだめなのか。 

・ ＰＤＦ化は医療機関によって賛否両論がある。保管にはお金がかかると言われて

いるものに対して、不公平が生じないようにすることも考えている。我々として

はＰＤＦでよいと思っている。 

・ ＰＤＦ化を義務づけるより許容するかどうかの問題で、許容するという方向性を

出せればと思う。外注するにせよ、時間的・労力的なコストの試行が必要ではな

いか。裁断機とスキャンスナップを何台か買って、作業すればよいと思うが、認

証の電子署名、仕組みがついてタイムスタンプが得られるのかどうかをトライア

ルでするのが重要ではないか。 

【第３期終了案内の広報について】 

・ 洪から、第３期終了案内の広報についての説明があった。ポスターは、Ａ３サイズと

し、左側にリーフレットを入れる透明のプラスチックケースを貼り、Ａ４サイズを三

つ折りにしたリーフレットをこのプラスチックケースに入れる。ポスターには最低限

必要な内容だけ盛り込み、詳細はリーフレットに文言を入れる。 

・ 広報紙のバイオバンク通信第１９号を作成中である。第１９号の表面の４頁に、「事業

終了についてのお知らせ」、これは今後の対応についての案内も一緒に盛り込む予定で

ある。同意撤回の受付については、本日の議論で基本方針が決まれば、文言修正をす

る予定である。 

（委員からの意見・応答） 

・ 後継事業の委託先が東京大学に決まれば、概念的には新たな広報になるが、継続的な

ものと受け取れるような、そういうことも考えてよいのか。  

・ ５年×３で毎回切ってきたと言うのは研究費を出す側の政府の説明であって、協

力者は、そうは思っていない。違和感なく、善意に基づく部分が続くように最大

限配慮したい。 

・ 事業の継続がないことから、諸般の事情等で区切りをつける必要がある。事業終了の

お知らせと、今後の研究利用について、何らかの形でこの通信の中に盛り込まれ、逆

に活用されることを伝える内容も最終回として盛り込むのがよいのではないか。 

・ ホームページの研究成果を見ると英語しかない。研究成果に関しては、疾患名・全疾

患共通で何報出たか、患者さんが具体的にこういう研究ができたとわかるよう、リー

フレットやホームページに説明するとよいのではないか。 

・ ポスターの「引き続き研究のために大切に利用させていただきます」に、「引き続き医
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療を発展させるための研究のために」を一文言入れるとよいのではないか。   

・ 今日の意見交換で、「掲示から１年間の同意撤回受付対応を医療機関側が拒否した場合

は、平成３０年３月末で受付終了としてよいか」については、半年で可とし、基本的

なところは統一すべし、しかし医療機関によっては、多少の取り扱いの差は、協力者

に親切なところをプラスしても許容できる。それから、「医療機関から医科研もしくは

委託先に個人情報を移転し、同意撤回受付対応の継続をすることは可能か」について

は、難しいのではないか。それから、ＰＤＦ化は進める方向で、この委員会の意見を

まとめることができた。     

・ 治験のＰＤＦの保存は、副作用や訴えられた場合に必要だが、この研究はミニマ

ムリスクであり、同意書を保管しても使うことが想定されないのでは。お金をか

けてバージョンを全部正確に取らなくても適度な労力でよいと思う。 

・ 紙で残した場合でも偽造がなくなるわけではなく、紙のイメージをそのまま電子

的に保存し、本人の筆跡と合わせて真偽を確認することで、変わらないと思う。 

・ 電子化は実際細かいところが出てくると思う。日付が抜けていたときに書き加え

ると偽造・変造になるのかなど、それらを拾い上げて統一的なルールをつくる必

要がある。同意撤回受付の１年間の対応を求めるかどうかは、１年間が望ましい

というスタンスでいくのか。どうしてもということでなければ、３月末で終わっ

ていただくのか。 

・ 終わるのを基本とし、施設で追加をサービスされるのであれば拒まない。 

（了） 


