
ご提供いただいたサンプル・臨床情報を利用して発表した論文【疾患別】
疾患分類 疾患名

神経・精神疾患 アルツハイマー病、気分障害、筋萎縮性側索硬化症（ALS）、双極性障害、パーキンソン病
眼科・耳鼻科疾患 アレルギー性鼻炎、加齢黄斑変性症、緑内障
内分泌代謝疾患 脂質異常症、痛風・高尿酸血症、糖尿病、バセドウ病

心疾患・脳血管疾患 アテローム血栓性脳卒中、冠動脈心疾患、胸部大動脈瘤、虚血性脳卒中、心筋梗塞、心血管疾患、心房細動、川崎病、頭蓋内動脈瘤、
脳梗塞、腹部大動脈瘤、末梢動脈疾患（PAD）

腫瘍性疾患 胃がん、肝がん、食道がん、膵臓がん、前立腺がん、大腸がん、胆嚢がん、乳がん、肺がん、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫、膀胱がん
消化器疾患 B型肝炎、C型肝炎、胃潰瘍、炎症性腸疾患、潰瘍性大腸炎、肝障害、クローン病、自己免疫性肝炎、十二指腸潰瘍
呼吸器疾患 結核、喘息、特発性肺線維症
腎・尿路系疾患 腎機能、腎結石、ネフローゼ症候群
婦人科系疾患 子宮筋腫、子宮内膜症

骨・結合組織疾患 関節リウマチ、後縦靭帯骨化症、骨粗鬆症、全身性エリテマトーデス、全身性硬化症、特発性側弯症、特発性大腿骨頭壊死症、
変形性膝関節症、腰椎椎間板変性症

皮膚疾患 アトピー性皮膚炎、ケロイド
歯科・口腔疾患 歯周炎
薬剤関連 副作用、薬剤応答性、薬剤性過敏症症候群（薬疹）
その他 BBJ登録者全体の特性、身体的特徴、統計等の研究方法、バイオマーカー・検査値

ゲノムデータ対応表・臨床情報

※BBJへの申請はホームページにて詳細をご確認ください。

※詳細はNBDCの利用案内をご覧ください。
　NBDCへの申請はご自身でお願いします。
※BBJのゲノムデータは「hum0014」をご覧ください。

研究開始

利用者

学術研究機関
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バイオバンク・ジャパン
試料・情報ご利用案内

ゲノムデータと臨床情報の利用
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東京大学医科学研究所 バイオバンク・ジャパン事務局
〒108-8639 東京都港区白金台4-6-1
TEL：03-5449-5122 / FAX：03-6409-2060  E-Mail：shiryo_h@biobankjp.net

●お問い合わせ先

バイオバンク・ジャパンでは、テータ利活用を促進するため、NBDCより個人別ゲノムデータ、臨床情
報の一部を公開しています。対応する臨床情報の提供を希望される方は、試料等利用審査会への申
請・承認後に利用可能です。

個人の遺伝情報に基づく医療を実現するための基礎的な研究基盤として、51疾患の患者から収集し
たDNA、血清、臨床情報を保管している、学術研究用の資源バンクです。2003年度より文部科学省
委託事業、2015年度より日本医療研究開発機構委託事業、2018年度より日本医療研究開発機構
補助事業として運営・構築されています。

これまでの研究成果

バイオバンク・ジャパン（BBJ）に関連した研究論文が国際的な科学雑誌に2020年12月末現在で、491
本掲載されました。疾患や薬剤に関連する遺伝子の他にも、身体的特徴やバイオマーカーに関する遺伝
子の発見がされています。その他には、BBJ登録者全体の特性に関する報告もされています。こうした研
究成果は、世界中の研究者に共有・活用され、ゲノム医療の実現へとつながることが期待されています。

バイオバンク・ジャパン（BBJ）では、27万人もの多くの患者さんのご協力により、DNA、血
清、カルテ情報などを収集し、それら試料・情報は、新しい診断・治療の開発などを目指す
多くの研究者や企業に活用いただいています。
これらDNA試料・血清試料・臨床情報・ゲノム情報の利用により、ゲノム医療の実現など疾
病の理解と克服へとつながる研究を進めていただく事が出来ます。
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2 試料等利用
審査会への申請・審査

研究が終了したとき

収集している臨床情報の調査票とバイオバンク・ジャパン保有数検索システムをホー
ムページで公開しています。調査票をご確認いただくと共に、検索システムにてご希
望の条件に近い試料検索を実施して保有試料数の概数をご確認ください。検索後、
調査依頼書をダウンロードできますので、必要事項を記入し、バイオバンク・ジャパン
事務局にご送付ください。以下の手順に沿って手続きいただき、有体物配布契約を交
わした上で、提供いたします。URL：https://searchweb.svc.biobankjp.org/

● 調査依頼書の送付
● 試料・情報保有状況を確認します。
● 臨床情報を用いて試料を絞り込みます。
● 提供後の解析に必要な臨床情報を選択していただきます。（項目は応相談）

● バイオバンク・ジャパンの「試料等利用審査会」に申請してください。
  電子審査が基本となり、Web上での申請となります。審査期間は約2週間です。

1.試料・データ利用申請書　2.申請書別紙A
3.セキュリティガイドラインチェックリスト　4.研究計画書
5.倫理審査承認書（所属機関から発行されたもの）の写し　6.その他

● 試料・情報を受領後、試料受領確認書を送付ください。
● 請求書発行日より30日以内にお支払いをお願いします。

● 毎年８月に、年次報告書を、ご提出ください。

バイオバンク・ジャパンの試料・情報

■ 第1コホート

■ 第2コホート

2003年6月から2008年3月までに、約20万名から収集したDNA、血清、臨床情報がベースラインと
なっています。（47疾患）
2008年4月以降も来院が継続している症例では、血清や臨床情報が収集されています。また、予後調
査の実施により、死亡診断書記載事項に基づいて、死因が確定した症例もあります。

2012年12月から2017年12月までに、約7万名から収集したDNA、臨床情報がベースラインとなって
います。（38疾患：第1コホートと共通の34疾患+新規4疾患）

▶DNA･･･複数の検査会社で抽出され、100ng/μlに濃度調整されたもの。
　　　　 DNA倉庫内を4℃に保って保管しています。DNAは血液由来のDNAになります。

▶血 清･･･協力医療機関で遠心分離後、チューブに分注されて凍結状態で納入されたもの。
　　　　 血清倉庫を-150℃に保って気相保管しています。

1サンプルあたり、DNAは5μg（50μl）、血清は1本（350μl～1000μl）になります。
解析に必要な個別の臨床情報が添付されます。

（1）条件によっては、保有数が限られている試料もあります。　（2）成果公表時には、バイオバンク・ジャパンから試料・
情報提供を受けた旨の記載をお願いします。また、試料の搬送費用をご負担いただきます。　（3）臨床情報データのみ
の提供希望の方で、必要臨床情報が５項目を超える場合は、原則東京大学との共同研究としての実施となりますので、
事前にご相談ください。

金額は、臨床情報も添付された1サンプルあたり、以下の通りです。
（1）学術研究機関 ： 5,000円（消費税別）　（2）民間企業 ： 10,000円（消費税別）
臨床情報データのみの提供の場合、1疾患あたり、以下の通りです。
（1）学術研究機関：100,000円（消費税別）　（2）民間企業：200,000円（消費税別）
※学術研究機関でも共同研究先に民間企業がある場合は、（2）が適用されます。

（2021年11月時点）

高脂血症 70,042

糖尿病 59,562

白内障 26,012

不整脈 25,354

脳梗塞 21,404

安定狭心症 20,723

心筋梗塞 16,637

大腸・直腸がん 14,887

心不全 12,890

前立腺がん 11,755

胃がん 11,393

乳がん 11,380

気管支喘息 11,202

骨粗鬆症 10,492

C型慢性肝炎 8,810

肺がん 7,866

尿路結石症 7,027

関節リウマチ 6,743

花粉症 6,280

子宮筋腫 6,216

緑内障 6,125

不安定狭心症 6,121

肝硬変 4,800

肺気腫（COPD） 4,584

閉塞性動脈硬化症（ASO） 4,568

肝がん 4,267

歯周病 3,957

脳動脈瘤・クモ膜下出血 3,942

てんかん 3,408

アトピー性皮膚炎 3,402

造血器腫瘍 2,671

B型慢性肝炎 2,666

バセドウ病 2,493

食道がん 2,427

子宮体がん 2,075

子宮頸がん 2,025

間質性肺炎・肺線維症 1,917

子宮内膜症 1,907

卵巣がん 1,610

ネフローゼ症候群 1,179

膵がん 1,091

肺結核 1,011

過敏性症候群（薬疹） 972

胆道がん・胆管がん 952

ケロイド 896

腎がん 887

認知症 820

筋萎縮性側索硬化症（ALS） 782

うつ病 541

脳出血 440

熱性けいれん 341

疾患名 症例数疾患名 症例数疾患名 症例数

バイオバンク登録症例数（51疾患：267,307名、441,552症例）

● 試料等利用審査会で承認された後、契約を取り交わします。
1.有体物配布契約申込書提出書類

提出書類

配布単位

費　用

留意点

提出書類

● 準備ができ次第、試料・情報を提供致します。試料は、東京大学医科学研
究所での引き渡し、もしくは搬送となります。

● 研究終了時には、成果報告をお願いします。
1.研究終了報告書　　2.試料・データ処分報告書
3.研究成果報告書

提出書類
1.年次報告書
2.セキュリティガイドラインチェックリスト


