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開会挨拶
東京大学医科学研究所 公共政策研究分野

武藤 香織
本日は、年度末の大変お忙しいなか、本シンポジウムにご参加いただき、まことにありがとうご
ざいます。開会に先立ちまして、本シンポジウムの趣旨と私の立場についてお話しさせていただき
ます。
私は、本シンポジウムを主催しております文部科学省の「オーダーメイド医療の実現プログラ
ム」において、この 10 年、倫理的な課題を検討する仕事に携わってきました。また、きょうお招き
しているゲノムコホートとバイオバンクの 6 つの研究事業とも倫理的な問題に関する情報交換を
してきました。
しかしながら、各事業の皆様が一堂に会して同じ問題を話し合ったり、社会からのご意見を頂戴
したりする機会はいままで一度もありませんでした。
その背景には、それぞれの研究事業が別々の省や担当課の管轄下にあることや、事業の開始時期
が異なるなど、いろいろな理由があると考えられますが、国民の皆様から貴重な試料・情報をいた
だいて研究を行うにあたっては、十分にお互いを理解し、社会の皆様のご意見もいただいた上で進
めていく必要があると考え、本シンポジウムを開催させていただくに至りました。
本日、皆様のお手元にはプログラムのほかに、各事業の内容を記した資料をお配りさせていただ
きました。きょうは時間も限られておりますので、各事業の成果や進捗状況に関する詳しいお話は
残念ながら割愛させていただきますが、ぜひ資料をご覧いただき、ご関心のある研究事業について
はお問い合わせいただいたり、各事業で催されるシンポジウム等にご参加いただければありがた
く存じます。
また、きょうは企業の方々も非常にたくさんお見えになっていると聞いております。企業の皆様
方のゲノムコホート研究、バイオバンク事業への期待が大変に高くなってきていることも実感し
ておりますので、ぜひ率直なご意見、ご質問をいただき、後半のディスカッションで議論させてい
ただきたいと思っております。
最後に、きょう登壇される方々は研究の責任者の方もいらっしゃいますし、倫理面を担当する方
もいらっしゃいます。いろいろな立場でご参加いただいておりますが、それぞれの立場での見え方
の違いもぜひ皆様に感じとっていただきたいと思います。また、各研究事業の代表者の方が会場に
お越しになられておりますので、ディスカッション時に、どうしても事業の代表者でないと答えら
れないようなご質問があるような場合は、ぜひお答えをお願いしたいと思っております。
長いような短いような時間になるとは思いますが、ぜひ皆様、最後までご参加いただき、また楽
しんでいただければと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
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基調講演

ゲノムコホート研究と
バイオバンクにおける倫理的配慮とは
玉腰 暁子
北海道大学大学院医学研究科 社会医学講座 公衆衛生学分野

本シンポジウム最初の講演という

「久山町研究」
（九州大学で 1961 年か

が、数千人規模で、研究室の研究費

ことで、コホート研究、バイオバン

ら行っている福岡市糟屋郡久山町の

ででもできるようなかたちで地域に

クの倫理的課題の全体についてお話

住民を対象に脳卒中、心血管疾患な

密接に関係した研究がなされてきま

ししたいと思います。

どの疫学調査）が有名だと思います

した（表 1）。

本日ご参加いただいている方々
は、コホート研究やバイオバンクに
対してご関心がある方々だと思いま
すので、すでにご存じのこともある
かと思いますが、まず概要をお話し
して、その上で現在課題として挙げ
られている事柄について述べます。

コホート研究のこれまで
コホート研究は、ご協力いただく
方々最初にいただいた情報から、そ
の方々の状況によって選別して、時
間をかけて追跡することで病気のリ

図1

ストを検討していく研究です。たと
えば、タバコを吸う人と吸わない人
を比較して、時間をかけて肺がんに

表1

コホート研究例

コホート研究のあり方の変遷（私見）

なった人の割合を比べる、といった
ものがコホート研究のあり方です
（図 1）。要因の組み合わせ、病気の
組み合わせによって多岐にわたる検
討ができますが、一方で非常に時間
がかかる研究でもあります。
コホート研究は、日本において
もずいぶん古くから行われていま
すが、近年は、より関心が高まって
いると思われます。古いところでは

3

間が与えられていた状況でしたが、
数年単位で結果を出さないと打ち切
られてしまうという研究者側にとっ
ては厳しい状況でこの研究は開始し
ました。これが「 JPHC-NEXT」にな
ると、補助金ではなく、事業費、つま
り事業を行うことに対して予算がつ
くかたちで行われています。
以上のように、研究のデザインそ
のものは変わりませんが、コホート
研究と一口に言っても時代によっ
て、取り巻く社会の状況は変わって
いっています。このような状況で、
協力者の方々の基本的な情報と病気
図2

コホート研究のながれ

の情報を組み合わせて見ていくわ
けですが、基本的な情報はより詳細
に、しかし簡便に安全に取り扱う方
向になってきています。情報をつな
ぐためには当然、個人情報が必要に
なりますので、これを適切に管理し
ていくことが求められます（図 2）
。
本日この後に紹介のあるゲノムコ
ホート研究は、図 2 の「体質」の部分
で、遺伝子多型などゲノムを用いる
ので、コホート研究のなかでもとく
にゲノムコホート研究とよばれてい
ます。

バイオバンクとは
図3

バイオバンクの定義

バイオバンクは、バンクという名
前のとおり、何かを貯蔵して、使っ

4

私が関係しているのは、
「 JACC

コンセントはとらずに、地域の代表

ていくための事業です。ある集団、

Study」という研究です。文部科学省

の方との申し合わせのみで研究を

または特定の集団に関する生体試

の補助金で行われてきました。久山

行ってきたという地域もあります。

料、そしてそれに関連する情報が一

町研究と比べると、規模が非常に大

2005年には「J-MICC Study」
が始ま

定に整理された状態で保管されて

きくなっています。がんなどについ

りますが、これもがんを念頭に置い

いるということがバイオバンクの

て検討する場合、一定の期間をかけ

ていて、規模としてはJACC Studyと

定義です。本日、この後にお話しが

てもなかなか病気の方が出てきませ

同じくらいですが、疫学の指針、ゲ

あるバイオバンク以外にも、様々な

んので、大きな数でやらないと結果

ノムの指針、個人情報保護法といっ

かたちで、様々な試料を集めて保

が出ないからです。JACC Study が

たものが整理され、研究実施にあ

管、あるいは分譲しているバンクが

始 ま っ た 1988 年 当 時、個別のイン

たっての配慮事項はずいぶん変わっ

あります（図 3）。これは日本だけの

フォームド・コンセントをとった地

ています。また、文部科学省の補助金

動きでなく、世界各地で医療研究の

域もありますが、インフォームド・

については、それまでは長い研究期

ためのバンクが立ち上げられてい

図4

世界のおもな大型バイオバンク

バイオバンクについての
課題を考える
図 6 はゲノムコホート研究とバイ
オバンクの関係を模式的に表したも
のです。ゲノムコホート研究は対象
者から情報や試料の提供を受けて研
究を行いますが、バイオバンクでは
多くの場合、バンク自体が試料を集
図5

大型バイオバンクをめぐる課題

めるのではなく、コホート研究など
で集めた試料の提供を受けて成り
立っているという側面があります。

また、研究者の立場から見て研究

もちろん直接集める場合もあります

をするという側面では、単に保管し

が、ゲノムコホート研究とバイオバ

目的を持って、生体試料が保管され

て出すという部分は研究からは離れ

ンクは、おおよそ図 6 のような関係

ているわけですが、これらは多目的

てしまいますので、これに携わる研

になります。

に利用が可能です。生体試料の利用

究者のインセンティブをどこに置

そして、バイオバンクからデータ

に関してバイオバンクを評価する場

くのかという問題もありますし、逆

の提供を受けて利用する「二次利用

合、きちんと管理されていることが

に、インセンティブがないのであれ

者」
がいますが、対象者からするとず

基準になるのか、あるいは利活用に

ば、管理はどこかきちんとできると

いぶん遠くまで情報や試料が受け渡

重きを置いて、いかに使ってもらっ

ころに任せたほうがよいという考え

されて研究に使われるという状況に

ているかで評価するのかなど、バイ

方もあるかと思います。現在、バイ

なります。この後にお話しがあるバ

オバンクの適切な状況をどう考える

オバンクについて挙げられている課

イオバンク・ジャパンや東北メディ

のかについての議論はまだこれから

題の例を図 5 にまとめます。

カル・メガバンクなどは、コホート

ます（図 4）。
バイオバンクには、秩序立って、

だと思います。

研究として自ら集める機能を持ちな

5

図6

ゲノム・コホート研究とバイオバンク

がら、バイオバンクとしても機能す

となると思いますが、これをどのよ

される可能性や地域を特定される可

る、両方の役割を担っています。

うに進めるのかが課題となっていま

能性を十分に検討した上で情報は提

研究で集めた情報をバイオバンク

す。どこで倫理審査をするのか、ど

供されていかなければなりません。

に提供する、あるいは、研究で集め

のような方法で情報公開していくの

提供にあたっては、きちんとした契

た情報を最初に意図してはいなかっ

が適切かなどについて、社会的に、

約を交わして相手先を特定する、あ

た新しい研究に利用するといった場

あるいは研究者集団のなかでのディ

るいは相手先の研究計画が妥当で

合があり得ます。また、何人かの研

スカッションが必要になると考えて

あり、一定水準の研究がきちんとで

究者が集まって新しいテーマを発案

います。また、同意撤回の範囲がど

きることを確認すること、セキュリ

し、共同研究に発展していくことも

こまで可能なのかに関しても検討す

ティ環境が整っているかの確認など

あります。新しい研究の場合、対象

る必要があります。

が必要になります。また、研究が終
わった時点でどのようなかたちで情

者が承知している一次同意の範囲か
ら離れることもありますので、現在
は、特別な使い方、提供に同意いた
だく時点で予定している研究の範囲

6

情報の取り扱いに
ついての課題

報が廃棄されるのか、あるいはその
後も保管されていくのかに関しても
取り決めをした上でデータを動かし

から離れたところでも使われる可能

バイオバンクから二次利用者への

ていく必要もあると思いますが、こ

性があるといったことも含めた広範

提供、あるいは、新しい研究や共同

の点に関してまだ研究者間でのディ

同意のとり方がなされています。し

研究で情報を使うケースは多く行わ

スカッションが必要だと思います。

かし、かなり前に始まった研究の場

れています。この場合、情報そのも

最近は、公的研究費を受けた場合

合は、広範とは言っても、対象者が

のが必要に応じて動いていくわけで

には、公的なデータベースに結果を

承知している範囲を超える場合も当

すが、ある程度情報量が増えると、

載せるように義務づけられていま

然出てきます。その場合には、一次

個人が認定される可能性が高まって

す。バンクから、ゲノムコホート研

同意の範囲を確認した上で、倫理審

きます。個人の同定ができない場合

究から、あるいは二次利用者から出

査、対象者、あるいは地域に対する

でも、地域が同定されることによっ

てきたデータが蓄積されていくわけ

情報公開と拒否の機会の保証という

て何らかの差別につながることも考

ですが、これらのデータを別の研究

かたちで研究を成り立たせていくこ

えられます。ですから、個人を特定

者が利用申請をして使うことによっ

図7

コホート研究・バイオバンクによる社会全般への成果の還元に関する方策

て、研究自体は促進されますし、そ

ますし、きちんとしたセキュリティ

で、情報以上に気を使わなければな

の結果が第三者に検証される、ある

対策の必要性、あるいは集められた

りません。

いは若手の教育に使えるといったか

データそのものの特性にきちんと説

したがって、契約が必要であると

たちで、メリットはもちろんあるの

明をつけなければ利用しにくいと

いうこと、そして、量が限られてい

ですが、こういった場合、やはり一

いったようなことを考えると、制限

ることを考えると、やはり適切な研

次同意の範囲がどこまでかが問題に

つきのアクセス、あるいは共同研究

究ができる機関に渡さなければ、対

なってくるでしょう。

に近いかたちでの利用が望ましいと

象者の好意が無になることもあり得

思います。

ます。これも私たちが考えておかな

かなり以前から行われている研究

ければならない問題です。

では、そこから新しく始める研究が
一次同意の範囲に含まれていない場
合が多いわけですが、その際には、
試料等の提供者に対する通知、個別
の通知は難しいかもしれませんが公

生体試料の取り扱いに
ついての課題
生体試料の取り扱いについても、

また、情報の場合にはあまり問題
にならないかもしれませんが、とく
に生体試料の場合には知財に関して
も、どこがどのように持つのかにつ

開するかたちでの通知をする、最初

情報の取り扱いと同じように考える

いてあらかじめ取り決めておく必要

の収集機関に対する説明をする、あ

ことができます。

があります。

るいは計画の変更に関する倫理審

共同研究のようなかたちで研究を

二次利用者からすると、ある意味

査、機関の長の承認という手続きを

行う場合、あるいはバンクから生体

で集める苦労なしに情報あるいは

経るなどの手続きが必要になりま

試料が二次利用者に移動する場合が

試料を使えることになるわけです

す。

考えられますが、共有していくこと

が、対象者から離れていって顔が見

また、公的データベースに関して

で研究が促進される、あるいは迅速

えにくくはなっていますが、そうい

は、オープンアクセスにして誰でも

化するといった研究面でのメリット

う方たちに対する感謝、はじめに集

使えるようにするのか、制限つきの

は大きいのですが、繰り返し述べた

めた、あるいはバンクとして保管し

アクセスにとどめるのか、といった

ように、同意の範囲が問題になりま

てくれているところに対する感謝は

問題があります。データの特性、つ

すし、また、ゲノムについては当然、

当然必要になると思いますし、状況

まり個人が特定されるおそれがあり

個人の特定性の問題も出てきますの

によっては、たとえば論文の共著に

7

入っていただくようなことも必要か

る、あるいは今後の研究への協力を

もが生まれる前から追跡するような

もしれません。また、収集に伴う労

促進するという意味でも非常に重要

研究の場合には、インフォームド・

力や保管・管理の費用や労力は並大

な意味を持ってきています（図 7）。

アセントを、いつ、どのような範囲

抵のものではありませんが、どうし

対象者個人、対象地域、あるいは

でとっていくのかといった課題も考

てもものだけを扱うとそれを忘れが

地域の担当の方々に対する研究成

えられます。また、研究者にとって

ちになるので、その労力についても

果の還元はもちろん、社会、一般の

は、研究を評価されるという部分に

思いをはせることも重要だと思いま

方々全体に対しても還元が必要に

おいて、バンクの運用など研究その

す。

なってくるでしょう。たとえば、古

ものではない側面を含んでいるもの

生体試料、あるいは情報の利用に

い時代に始められた循環器のコホー

についてどのような評価を下して、

関しては学術機関が対象なのか、企

ト研究で言えば、減塩対策が高血圧

そこに携わる方々のキャリアを伸ば

業が対象なのかによって対応を分け

を抑制し、ひいては脳卒中を減らし

していくのかという問題もあります

なければならない場合もあるかもし

ていったという実績もあります。こ

し、研究費をきちんと確保しなけれ

れません。利用をどう分けるのかに

れから、どのような方策で還元して

ばコホート研究にしてもバンク事業

関してもこれから検討が必要になる

いくかに関してもディスカッション

にしても続けていくことができない

と思いますし、出す・出さない、そ

が進めばよいと思います。

という社会的な大きな問題もありま
す。

して費用の負担をどうするかといっ
たことも考えていかなくてはならな
いでしょう。

おわりに

コホート研究、バイオバンク事業
の共通課題についてきちんと認識

以上述べてきた課題以外にも、た

し、対応し、検討していくこと、そ

とえば、時間的に長期にわたる研究

して課題への対応を実施していく

においては、研究手法が新しく開発

ためには、本日のような交流の場、

されるといった広がりを持ってきま

意見交換の場は非常に重要だと思

これまで研究者は、研究の結果を

すので、研究の広がりを可能にする

います。また、関係する人材の育成

論文にして公表することに重きを置

ような説明や同意のあり方をどうす

や、ELSI（Ethical, Legal and Social

いてきましたが、対象者に成果をき

るのかといった課題があります。そ

Issues、倫理的・法的・社会的問題）

ちんと還元できるように考えていく

して、この後にお話があると思いま

の問題に関する費用の確保などが求

ことが、研究に対する信頼性を高め

すが、エコチル調査のように、子ど

められていくと考えています。

研究結果の還元に
ついての課題

玉腰 暁子（タマコシ アキコ）

PROFILE

北海道大学大学院医学研究科社会医学講座公衆衛生学分野 教授
専門分野：疫学、公衆衛生学
名古屋大学医学部卒業 / 名古屋大学大学院医学研究科助教授 / 国立長寿医療センター治験管理室長 / 愛知医科大
学医学部公衆衛生学特任教授 /2012 年より現職 /2003 年日本疫学会奨励賞受賞 / 日本疫学会理事 / 札幌市廃棄
物減量等推進審議会委員 / 札幌市エイズ対策推進協議会委員 / 厚生科学審議会臨時委員（科学技術部会）等
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第１部

様々な研究現場の倫理的課題と対応

次世代多目的コホート研究（JPHC-NEXT）
における倫理的課題への取り組み
末永 泉
国立がん研究センター がん予防・検診研究センター

フォームド・コンセントという概念

きのジャーナルに掲載されたものを

はなかったこともありますし、先に

成果として取り扱っています。いま

玉腰先生もお話しされていた JACC

でこそこういったことはあたりまえ

はじめに、次世代多目的コホート

Study と同様に、研究試料やデータ

になっていますが、一昔前まではメ

研究（ JPHC-NEXT）について簡単に

は連結可能匿名化で扱わなければ追

ディアの取材はむしろ国内での学

紹介します。

跡情報が追加できませんので、対象

会発表、研究者へのインタビューが

JPHC-NEXTは、2011年にパイロッ

集団、対象地域、社会への情報や成

主流で、論文を読んでの取材はあま

ト研究が始められた、地域住民ベー

果の公開を、研究対象となることを

りなかったと思います。JPHC では、

ス の 分 子 疫 学 コ ホ ー ト 研 究 です。

拒否する機会を設けながら進めてき

英語の論文が成果物となりますが、

DNA や DNA 産物の解析を前提にす

ました。

その内容を日本語で簡単に説明する

次世代多目的コホート研究
（JPHC-NEXT）とは

資料を作成して対象者に案内した

るヒトを対象としたコホート研究で

図 1 は、JPHC で の 研 究 成 果 の 還

す。1990 年 開 始 の JPHC、日 本 の 保

元についてまとめたものです。▲が

り、対象地域で講演会を開いたり、

健所ベースの前向き研究という意味

ついている時期にニュースレターを

Web サイトに掲載したりというこ

を持つ研究があるのですが、これが

対象者の方に送付して、研究計画や

とまでを含めて研究成果の還元と考

先代の研究にあたり、その次の世代

成果についてお知らせしています。

えました。これを引き継いで、研究

という意味で JPHC-NEXT と名づ

JPHC では、開始当初から査読つ

成果公開を対象集団、対象地域、世

けられています。先代のコホート研
究があって、この JPHC-NEXT があ
るということが大きな強みになって
います。

研究で得られた科学的成果の
社会還元活動
JPHC での倫理的対応は、科学的
成果の社会還元を中心に行われて
います。追跡情報を収集中なのでま
だオープンな研究なのですが、解析
計画ごとにインフォームド・コン
セントを得ることは非常に困難で
す。JPHC が始まったときにはイン

図1

JPHC での科学的成果を社会へ還元する活動（1990-2014）
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概要版 検索画面
図2

シングルレポートの研究班による広報：リサーチニュースと概要版

界全体へと広く行うことを前提に、
JPHC-NEXT の研究計画も組み立て
られています。
JPHC では、シングルレポートの
研究班による広報を行っていまし
た。当時は、研究班自身からの情報
発信はユニークな活動でした。生活
習慣病とがんに関するトピックへ
の関心は社会的にも非常に高く、リ
サーチニュースを発行した研究はほ
ぼすべて新聞記事として取り上げら
れています。
2004 年 に リ サ ー チ ニ ュ ー ス の E
メール配信を始めました。当初はす
べての結果について配信をしていた
のですが、途中からは選択して伝え

図3

研究成果の紹介例（概要版）

るようになりました（図 2）
。図 2 の
右側は概要版検索画面です。成果の
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ます。

いったリサーチニュースを出すと新

数が 200 以上もありますので、見た

図 3 は、2005 年に『British Journal

い成果を探しやすいように、たとえ

of Cancer』という雑誌に掲載された

取材に来る方々は、科学部や医療

ば「大腸がん」をクリックして「 この

論文の例です。概要版に書かれてい

班の記者であり、概要版をしっかり

条件で検索」というところをクリッ

ることは、野菜・果物をたくさん食

読んで書いていただいているので、

クすると、JPHC から出た大腸がん

べても大腸がんになるリスクは変

内容を誇張している記事はないので

に関する成果の概要の一覧が出てき

わらなかったということです。こう

すが、見出しは派手につけられてい

聞社から取材があります。

中身も「野菜をたくさん食べれば大

ます（図 4）
。

書き方になっています。

週刊誌的なメディアが新聞の後追

腸がんの予防につながる、というの

すごくジャーナリスティックな切

いで取材に入るのですが、そうする

は、国立がんセンターのホームページ

り口だとは思うのですが、内容につ

とますますあおられていき、最後に

にも書いてある『常識』だ。どうして

いてこの研究の解析を担当した東北

は「衝撃の最新研究 がん予防常識の

そんな常識に反するような調査結果

大学の坪野吉孝教授は「 がんも種類

崩壊」という、それこそ衝撃的な見

が出たのだろうか？」
（ AERA、2006

によって性質が異なります。全体と

出しが出てくるような事態となり、

年 6 月 6 日号）などと、あおるような

して野菜をたくさん食べれば、どの
がんにも同じように予防効果を発揮
するというこれまでの考え方は、単
純過ぎたのだと思います」と的確に
答えています。これがさらに 10 年経
つうちに同じ要因でも、たとえばア
ウトカムによって、がんでリスクは
上がるが、循環器では下がるという
ような複雑な結果も出てきますが、
そういう情報もすべて成果としてお
伝えしています。
今後、JPHC-NEXT では、要因、
がんのリスク、遺伝情報という 3 つ
の角度からの結果を伝えていかなけ
ればならないので、よりうまく伝え
る技術も必要になってくると考えて
います。
JPHC の成果還元の応用編として
は、年齢、性別、喫煙・飲酒習慣、身
長と体重を入力すると、10 年間にが
んになる危険度、そして循環器病に

図4

研究成果の新聞報道

図5

なる危険度の予測が示される Web

JPHC のデータから予測モデルをつくる
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図6

エビデンスからガイドラインまでの遠い道のり

システムがあります（図 5）
。図 5 は
私が条件を入力して出た結果です。
がんの危険度は平均値よりやや高
く、循環器病の危険度はかなり高い
と出ています。右側の図を見ると、
私は飲酒量が多いので、がん、循環
器、その他の病気になるリスクが少
し高いと出ています。これを見るこ
とで、私は少しお酒を減らしたほう
がよいのかなといったように、生活
習慣改善に結びつくようなかたちで
の研究成果の公開も行っています。
もっと広く一般に研究成果を還元

図7

JPHC の実績と JPHC-NEXT の特色

していくためには、ガイドラインの

データを集積しなければならないの

かたちにまとめていくのが望ましい

です。
これはかなり遠い道のりです。

と思いますが、エビデンスからガイ
ドラインまではかなり遠い道のりな

私がいま何に悩んでいることは、
ゲノム研究に特徴的な諸問題をどの

JPHC-NEXT におけるイン
フォームド・コンセントの問題

ようにインフォームド・コンセント

ばこを吸う人は吸わない人よりが

JPHC-NEXT とその先代にあたる

私たちが行っている住民ベース

んのリスクが 1.5 倍高いといった結

JPHC との大きな違いは、遺伝的情

のコホート研究では、インフォーム

果が出るのですが、これは JPHC で

報を用いることを最初から想定して

ド・コンセントを健診会場でとって

集めたデータだけによる結果です

いることです。また、共同研究の範

います。健診を行う前に説明を聞い

ので、ガイドラインをつくるために

囲が拡大されていますので、情報の

ていただき、健診の流れのなかでイ

はもっといろいろな研究が必要で、

利活用の問題について考えなければ

ンフォームド・コンセントと血液

のです（図 6）
。
JPHC の研究成果、たとえば、た
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なりません（図 7、表 1）。

に反映させればよいのかということ
です。

表1

JPHC-NEXT のインフォームド・コンセントの方法

図8

特定健診会場でのインフォームド・コンセント

などをとるかたちで行っています

研究目的で実施された解析結果、生

かで、説明文書をつくろうという試

（図 8 左上）
。健診は大きな会場で行

体試料にしろ遺伝情報にしろ、それ

みです。武藤先生や玉腰先生たちと

うこともあれば、小さな会場で行う

は原則として個人には通知しないと

一緒に JPHC-NEXT に足りないとこ

こともあります。大半は「 みなさん

いうインフォームド・コンセントに

ろを足しながら標準プロトコールの

の役に立つなら」と善意で参加して

なっています（図 9）。

説明文書をつくっていきました。
ここでの課題は大きく 5 つありま

くださるボランティアであり、イン
フォームド・コンセントの内容をど
こまでどれだけの時間をかけてどう
説明するのが適切と言えるのかは、

標準プロトコール
説明文書の作成

す。1 つは、研究目的は生活習慣病
予防という非常にカテゴリカルに
なっているものを、もう少しデータ

いま、JPHC-NEXT をもとに標準

を運用することなどを考えるとジェ

また、結果は原則として一人ひと

プロトコールの説明文書を作成して

ネラルにしていかなければならな

りにはお返ししません。ただし、ピ

います。これは、これからの分子疫

いということです。2 つ目は、たと

ロリ菌抗体などによる胃がんのリス

学コホート研究を日本に広めるため

えば、共通番号制や疾病登録データ

ク等あらかじめ約束した項目につい

に、そこで使われる標準プロトコー

ベースなどを使用して追跡情報を

てはお返ししています。それ以外に

ルをつくろうという壮大な計画のな

入手できるといったように、将来つ

少し悩ましいところです。
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いのですが、それは、臨床的な意味
がわかっていない配列だけを返して
も仕方がないという科学的な側面も
あります。しかし、いま返せないい
ろいろな理由を払拭するためには、
まず誰もが研究成果の恩恵を受けら
れるように、社会的な側面を整備す
る必要があります。つまりお金持ち
や知識のある人だけが恩恵を受けら
れるような状態ではいけないわけで
す。そうならないためには、健診の
図9

JPHC-NEXT の結果の返却について

あり方や健康保険との関係も見直し
ていかなければならないでしょう。

くられる可能性のある制度を使え

いて委員会を設置するなど、遺伝情

また、予防医療の枠組みが定まっ

るようにしておかなければならない

報についてももう少し積極的にいろ

て普及している状態にならないと、

ということです。3 つ目は、遺伝情報

いろ考えていかなければならないと

結果をお返ししても診療を受けると

からの個人の特定可能性がないわけ

いうことです。標準プロトコールの

ころがなくなってしまいます。

ではないことを対象者にどのように

説明文書の作成にあたって、これら

遺伝情報を自分の健康のために上

伝えていくのかということです。4 つ

の課題について議論してきました。

手に利用できるような社会になって
いないと、結果をお返しすることが

目は、公的データベースへの提供も、
企業も含む不特定多数の研究者が

おわりに

データを利用する可能性も書いてお
かなければならないことです。5 つ目

現在は、遺伝情報を対象者に返せ

は、遺伝子解析の結果の開示等につ

る段階ではないのでお返ししていな

末永 泉（スエナガ イズミ）

難しいので、そのための合意を形成
できるようなコミュニケーションを
実施していけたらよいと思っていま
す。

PROFILE

独立行政法人 国立がん研究センター
がん予防・検診研究センター・予防研究グループ研究員
京都大学文学部哲学科卒業。フリーライター、東芝病院研究部（肝臓病のウイルス学・免疫学・遺伝学）コー
ディネーターを経て 2004 年から国立がん研究センター予防研究部で研究成果の社会還元を担当。2012 年
より現職。再生医療、終末期医療や子どもの健康に関心があります。
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第１部

様々な研究現場の倫理的課題と対応

日本多施設共同コホート研究（J-MICC Study）
：
ゲノムコホート研究の「倫理的」課題とは？
田中 英夫
愛知県がんセンター研究所 疫学・予防部

判断において普遍的な基準となるも

倫理と研究

の」
と書いてありました。

研究者として、倫理という言葉
をよく耳にするのは「倫理審査委員

疫学研究者から見たゲノムコホー

会」です。倫理審査という名前では

本日は、日本多施設共同コホート

ト研究の倫理的課題とは、この倫理

ありますが、実際には研究計画の全

研究（J-MICC）
の立場と言うよりは、

という言葉の定義に拠ると、研究活

般にわたる事項について審査を受け

一研究者としてお話ししたいと思い

動を行うなかで人として守り行うべ

るという立場に研究者はあります。

ます。

き姿勢を持つことに関する諸課題と

ですから、倫理審査委員会から承認

いうことになります。そしてその課

を受けることが研究活動を進める上

倫理です。では、倫理とはいったい

題に対する姿勢は、普遍的な基準か

で死活的に重要になっています。さ

何でしょう。辞書には「人として守

ら方向づけがなされるということに

らには承認されたとしてもその時期

り行うべき道・道徳。善悪、正邪の

なると思います（図 1）。

が遅れるようなことがあると研究費

本シンポジウムのキーワードは、

図1

研究における倫理とは？
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を取れないという事態にもなりま
す。私は、倫理審査委員会で承認さ
れることは、いわゆる「正しい姿勢」
がその研究、研究組織にあるという
信用保証を得る、みそぎを受けると
いうことだと思っています。
倫理審査委員会は、1990 年代中頃
からできてきました。以降、研究者
にとって「正しい姿勢」というのは、
自ら考えたり判断すべきものではな
く、その筋の専門家に決めてもらう
もの、あるいは自分たちはその決定
に従う立場にあるもの、という認知
が形成されてしまっていると私は感

図2

じています。ですので、ひとたび「○

アルコール摂取量と胃がん発症との関係

○は倫理的課題」とくくられてしま
うと、私たちの仲間は、自分たちは
それについて思考する立場にない、
と捉えて、そこで思考が止まってし
まうことがけっこう多いのです。
たとえば、先に末永さんがお話し
された広報活動としての研究成果の
還元に関することは、倫理や法律や
社会問題として考えるのが適切なの
だろうかと私自身は思っています。
これは、研究組織をマネージメント
する立場からすると、研究活動に付
随する重要な社会的活動に限られた
人的資源や予算をどれだけ割けるの
かというマネージメントの話である

図3

飲酒習慣の胃がん発症への影響の強さは ALDH2 の
はたらきの強さによって生まれつき異なっている

と感じます。このような考えから、
私はこのシンポジウムを「日本のゲ

症例対照研究を紹介します（図 2）。

大量摂取と関係があるという結果が

ノムコホート研究とバイオバンク事

従来、胃がんとアルコールの因果

出ました（図 3）
。このことから、ゲ

業を発展させる上での諸課題の特定

関係ははっきりしていませんでし

ノムコホート研究の目的は、個別化

とその克服」とよびかえてもよいの

た。アルコールを大量に飲んでも、

予防の推進と認識していますが、そ

ではないかと思っています。

図 2 のグラフにあるように、飲まな

の個別化というキーワードにおい

い人と比べてとくにリスクが上がる

て、その目的は、より体質等を加味

傾向はありませんでした。これは、

したカスタムメイドのリスク評価に

ピロリ菌感染を調整しても同様の結

基づいた情報の提供であり、しかも

果だったのです。

安全閾値がどの辺にあるのかという

ゲノムコホート研究の
目的とメリット

ところが、アセトアルデヒド脱水

ことまでも体質に応じて決めること

愛知県がんセンターの松尾恵太郎

素酵素を分解する体質の有無別に遺

で、無駄な予防行動をしなくてもよ

先生
（現・九州大学）
が中心となって

伝形質を分けて評価すると、お酒に

いようにするというメリットがある

行った、初診患者さんを対象とした

弱いタイプの人では、アルコールの

のではないかと思います。

ゲノムコホート研究の一例として、
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要になり、それが通ってから愛知県
がんセンターの倫理審査委員会で承
認をもらうという流れになります。
これを進めると同時に、オーダーメ
イド医療の実現プログラムと東北
メディカル・メガバンク、J-MICC、
JPHC が連携して実施するゲノム解
析における試料情報の授受に関する
合意書を作成することになりまし
た。この合意書の作成については 8
月から 11 月までの 3 か月くらいで久
保先生と何度かやりとりして作成に
図4

飲酒習慣の胃がん発症への影響の強さが ALDH2 のはたらきの強さ
によって異なっていたのは、お酒に弱いタイプの人がお酒を飲み
すぎると、萎縮性胃炎になりやすいから

コミットしました。
さらには、J-MICC は生体試料が
中央事務局のある名古屋大学に保管
されているので、名古屋大学の倫理
審査委員会でこの共同研究の実施承

お酒に弱いタイプの人がお酒をた

このプロジェクトは、JPHCと東北

くさん飲むことによって起こる胃が

メディカル・メガバンクとBBJとの

認を得るという手続きが必要です。

んのリスクは、実は慢性委縮性胃炎

共同で行うことになりました。理研

これらは研究者にとって本当に面倒

のリスクを上げることを介して関係

はすでに横断研究等でJ-MICCと共

くさい、忍耐力の要るものですが、

しているということが、同じ松尾論

同研究関係にあったので、東京大学

非常に重要で決して外せない欠かせ

文で示されています（図4）
。これは愛

医科学研究所、東北大学、岩手医科大

ないステップです。

知県の県民を中心にしたデータです

学、国立がんセンターに新たに共同研

ので、全国でこのような傾向が再現

究機関になっていただきました（図5）
。

そ し て 2 月 ま で に 1 万 4,000 件 の
DNA を理化学研究所に出したので

できるのかということ、また、より詳

共同研究機関になっていただくに

すが、その対象は、研究参加者から

細な安全閾値を見るためにはより大

は、研究計画の変更が必要になりま

他の研究に使用することの同意が得

規模なケースが必要ですので、今後ゲ

す。そのためには J-MICC の運営委

られているものとしました。また、

ノムコホート研究を発展させる上で

員会での承認が必要で、その後に研

中央事務局、名古屋大学から検体を

確かめていきたいと考えています。

究モニタリング委員会での協議が必

理化学研究所に送付する前に、各サ

共同研究における
事務的取り扱いの例
2013 年 度 か ら、J-MICC は バ イ オ
バンクジャパンとゲノムワイド関連
解析（ GWAS）の共同研究を行うこ
とになりました。バンクは患者デー
タを持ち、一般住民コホートは一般
健常人のデータを持っているので、
互いに協力することで大規模な症例
対照研究を、GWAS を使って行うと
いう試みです。研究プランは理化学
研究所の久保充明先生からご提案い
ただきました。

図 5 平成 25 年度に開始した BBJ との GWAS 国内共同研究の
J-MICC から見た事務的取り扱いについて（ご紹介）
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イトはこの同意を得られている事実

握のために個人情報の提供を研究者

て同意を得ることが困難である場合

について再度確認をして、これを成

が受けること、罹患情報を提供する時

の条件が政令で定められ、その同意

り立たせたのです。共同研究を行う

点で生存している研究参加者からは

に代わる措置として厚生労働大臣

にあたり、このような手続きが内部

その提供について同意があることを

が定める指針に従った措置が講じら

で動いていました。

条件に可能とするとされています。

れている場合は、経過措置として全

コホート研究の本質は追跡をする

国がん登録データベースとリクルー

がん登録推進法による全国
がん登録データベースの構築

ことです。長期間追跡して、その方

トされた方の個人情報との突合によ

ががんになったかどうかということ

り、がん罹患のデータ提供が可能に

を把握するのはきわめて骨の折れる

なるということが、附則第 2 条に明

最後に、私が考える、当面の倫理

難しい作業ですが、2016 年以後に関

記されています。この政令にどのよ

ではなく、法的な関心事を述べます。

しては、このデータベースを使うこ

うに定められ、この指針がどのよう

2013年12月6日にがん登録推進法が

とで、理論的にはもれなく把握でき

に書かれるかによって、J-MICC そ

るようになるわけです。

の他の 2015 年以前に始められてい

議員立法で成立しました。
これにより、
2016年1月以後にがんに罹る方のがん

し か し、2015 年 12 月 以 前 に 開 始

る研究にこのデータベースが使える

罹患情報は国立がん研究センターに

されている調査研究では、全国がん

かがかかってきます。これからの動

集められ、全国がん登録データベース

登録データベースは存在しません

向を注意深く見守るとともに、デー

が構築されることになります。同法の

ので、研究参加者にこの全国データ

タの有効活用が実現する方向で、必

21条3項4では、このデータベースか

ベースを使うという説明と同意が取

要に応じ、発言していきたいと思い

らコホート研究参加者のがん罹患把

れていません。そこで、さかのぼっ

ます。

田中

英夫（タナカ ヒデオ）

PROFILE

愛知県がんセンター研究所 疫学・予防部 部長
専門分野：がんの記述疫学研究、がんの分析疫学研究、慢性ウイルス性肝炎の疫学研究
1986 〜 88 年 大阪府立病院での臨床研修 /1988 〜 2007 年 大阪府立成人病センター調査部 勤務 /2007
年より現職 / 分子疫学コーホート研究活動の運営と生体試料・データの発展的活用、がん登録資料の整備と
発展的活用についての研究に従事 /2000 年 日本疫学会学術奨励賞 /2008 年 日本公衆衛生学会学術奨励賞
/ 国際がん登録学会アジア代表理事 / 日本癌学会評議員 / 日本疫学会評議員 /NPO 法人地域がん登録全国協
議会理事長等
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第１部

様々な研究現場の倫理的課題と対応

子どもの健康と環境に関する全国調査
（エコチル調査）における倫理的課題と対応
須田 英子
国立環境研究所 環境健康研究センター

の親子を対象として行われる調査

員会が設置されていて、エコチル調

です。2011 年 1 月から丸 3 年かけて

査の進行に伴って生じる、あるいは

行ってきたリクルートが 2014 年 3 月

生じることが予想される倫理的課題

エコチル調査という愛称でよばれ

で終了しました。5 月末現在の登録

への対応や、インフォームド・コン

ている「子どもの健康と環境に関す

者数は母親が 10 万 3,000 人、父親が

セントや結果の取り扱いなど、調査

る全国調査」における倫理的課題と

5 万人、子どもは 8 万 2,000 人となっ

における重要事項について専門的立

対応についてお話しします。

ています。まだ妊娠中の母親参加者

場からの指導や助言をいただいてい

エコチル調査の目的は、環境要因

もいますので、今後出産とともに子

ます（図 2）
。このような体制で検討

が子どもの健康に与える影響を明ら

どもと父親の登録者数は増えると思

を行ってきた倫理的課題のうち、本

かにすることです。環境省が企画立

われます（図 1）。

日は 4 点についてお話しします。

エコチル調査とは

案し、国立環境研究所のなかに設置

エコチル調査では、コアセンター

されているコアセンターが中央事務

に運営委員会が設置されていて、そ

局となり、全国15か所のユニットセ

こで調査にかかわる重要な事項につ

ンターで連携して取り組んでいます。

いての意思決定がなされます。この

健康な子どもを調査対象とする
ことについての倫理的な課題

全国の 15 地域で妊娠初期の妊婦

下に、医学、看護学、法学、社会学と

1つ目は、健康な子どもを調査対象

をリクルートし、その妊婦とパート

いった分野の外部の専門家を中心と

とすることについての倫理的な課題

ナー、生まれてくる子ども、10 万組

して構成されている倫理問題検討委

です。エコチル調査の対象は一般集
団ですので、多くの参加者は現時点
で健康上の大きな問題を抱えた状態
にはなく、したがって調査対象とな
ることによる直接的な利益は大きい
とは言えません。意思決定の制限能
力者である子どもを調査対象とする
場合の条件として、ヘルシンキ宣言
（フォルタレザ改訂 2013年10月）の
第28条には「被験者候補に代表され
るグループの健康増進を試みるため
の研究、インフォームド・コンセント
を与える能力がある人々では代替し
て行うことができない研究、そして

図1

子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）概要

最小限のリスクと負担のみ伴う研究
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図2

エコチル調査の実施体制

以外には、被験者候補の利益になる
可能性のないような研究対象に含ま
れてはならない」
と書かれています。
エコチル調査でも、子どもを対象に
調査を行うことについて慎重にいろ
いろな問題を検討します。とくに採血
などの侵襲を伴う調査については、長
い時間をかけて根気よく検討を重ね
ました。エコチル調査では、研究計画
の立案の段階から倫理的な課題につ
いても合わせて検討を行っています。

図3

採血などの侵襲を伴う調査についての検討事例

子どもからの採血についての検討

備にはどのようなことが必要か、そ

期の母親をリクルートしますので、

ですが、具体的には、その研究は小

れをどう実現していくかを検討しま

まだ生まれていない胎児の調査参加

児の健康のために重要性が非常に高

した。その結果、子どもの採血は図3

について、妊娠中の母親から同意を

いということを十分に説明できるか

のように、子どもがリラックスできる

受領します。このとき、父親の意見

ということ、そしてエコチル調査の

よう、たくさんのスタッフがかかわっ

も確認することになっています。

集団でなければその研究はできない

て子どもと保護者のケアをしながら行

のかということについて、研究計画

う態勢を整えて実施しています。

を策定する早い時期から時間をかけ
て議論しました。その上で、子どもの
負担を可能な限り軽減し、調査に伴
う健康被害や事故等のリスクを最小
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母親が子どもを出産した後お亡く
なりになったり、あるいは諸事情に
より母親が親権を失った場合には、

インフォームド・コンセント
における課題

あらためてその時点で新しい親権者
に調査参加にかかわる意思確認を行
うことになっています。しかしながら

限にするための実施方法について議

エコチル調査におけるインフォー

論し、また、全国15か所で展開する

ムド・コンセントは、母親・父親につ

その間に参加者やその家族に発生す

ときに実現可能な方法であるかとい

いては本人から、子どもの調査参加に

るいろいろな変化、家族関係や生活

う点についても検討しました。また、

ついての同意は親権者からいただく

状況、あるいは健康状態における変

倫理的な要求を満たす実施環境の整

ことになっています。実際には妊娠初

化などから派生する親権の動きを逐

13年間の長期にわたる研究ですので、

次に把握することは、実際には容易
ではありません。近年では家族関係や
親権のあり方が多様化していること

調査で得られる結果の参加者へ
の通知にかかる倫理的な課題

体的な項目や通知方法に関する検討
体制を整備することです。コアセン
ターに設置している専門委員会にお

もあり、親権者からの同意の有効性

エコチル調査では、いろいろな調

いて各分野の専門家の観点から検討

を維持していくこともエコチル調査に

査項目があり、健康状態や生活環境

し、そこにさらに倫理的、社会的観

おいては大きな課題となっています。

に関する検査結果や測定結果、医師

点も含めて総合的な検討を加えた上

インフォームド・アセント
（賛意）

の診察や専門家による発達検査の結

で、最終的には運営委員会において

という問題もあります。ヘルシンキ

果など、いろいろな結果が出てきま

意思決定する体制を整えようとして

宣言（フォルタレザ改訂 2013 年 10

す。参加者個人にかかわる結果につ

います。

月）
の第 29 条には「インフォームド・

いて、エコチル調査では、あらかじめ

2 本目の柱として、上記の体制で

コンセントを与える能力がないと思

参加者が知りたくないとの意思表示

の検討においてよすがとなる、結果

われる被験者候補が研究参加につい

をしていないときには、原則として

の通知にかかる基本方針を策定しよ

ての決定に賛意を表することができ

お知らせすることになっています。

うとしています。この基本方針には

る場合、医師は法的代理人からの同

お知らせする理由の 1 つには、そ

意に加えて本人の賛意を求めなけれ

れが参加者との継続的なコミュニ

①結果を通知する・しないの判断

ばならない。
被験者候補の不賛意は、

ケーションの 1 つと位置づけられて

における具体的な検討項目（結

尊重されるべきである」と書かれて

いるということがあります。長期間

果の科学的意義、臨床的意義、

います。

の調査における参加者との関係の醸

参加児とその家族に及ぼす［利

エコチル調査では、参加者（子ど

成、調査協力への動機づけ、謝意の

益・不利益・重要性などの］
影響、

も）が説明内容を理解できる年齢に

表明など、いろいろな意味があって

適時性など）

達した後に、調査についてわかりや

結果のお知らせをしています。しか

②通知すべきでないとする判断基準

すい言葉で説明し、その理解を得

しながら、これにはいろいろな問題

③結果通知の方法について検討す

るように努めることになっていま

もあります。たとえば、結果の科学

べき事項（誰からどのように知

す。しかしながら、説明を行う適切

的意義や臨床的意義を説明すること

らせるべきか、結果とともに提

な時期は何歳なのか、その時期の子

が困難な場合があります。またエコ

供すべき情報など）

どもへの説明内容はどのようなもの

チル調査の場合、その時点で健康上

④個別の対応を要する場合について

が適切か、そして、どのようにして

の大きな問題を抱えた状態にはなく

⑤結果の通知に関する参加者から

子どもの意思を確認するのかといっ

日常的に医学的なフォローを受けて

た課題があります。さらに、何歳の

いない参加者が多いわけですが、そ

時点で意思確認をするかわかりま

ういう方に異常があるような結果を

せんが、その際にその時点から先の

お知らせすることによって、負の影

まだ実施していない調査についての

響を及ぼすことが強く懸念される場

意思確認をするのか、それともさか

合も考えられます。そして、基準値の

エコチル調査はリクルートが終了

のぼってそれまでの調査についても

ない検査項目をどのようにお知らせ

し、長期にわたり参加者の追跡調査

意思確認すべきなのかといったイン

するか、また基準値がある検索項目

を行うフォローアップ期に移ろうと

フォームド・アセントの範囲という

では基準値を外れた結果をどのよう

しています。妊娠中から出産後 1 か

問題があります。そして、もしもそ

にお知らせするべきかなど、一定の

月健診時くらいまでは、母親と子ど

のときに子どもが嫌だと言ったら、

配慮を要したり、場合によってはあ

もは定期的に医療機関に通院してい

それが親権者の意向と対立するもの

えて知らせないと判断すべき項目も

ますので、そこを場としてリサーチ・

だったら、どのように子どもの意思

あるかもしれません。

コーディネーターとの定期的で直接

を尊重するべきかという問題もあり

このような問題に細かく対応して

ます。この問題については、現在作

いくために、エコチル調査では現在

業が進んでいる疫学指針改正の動向

2 本柱での取り組みを考えています。

も注視していかなければなりません。

1 本目の柱は、結果を通知する具

以下の項目が盛り込まれます。

の問い合わせへの対応

参加者との継続的で
協働的な関係の醸成

的な接触の機会があります（図 4）
。
これに対しフォローアップ期に
は、1 か月健診が終わるとほとんど
の参加者は医療機関から離れますの
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の多分野の専門家から構成される委

◆

員会の設置に向け準備を始めていま
す（図2参照）
。このような体制を整
え、今後、フォローアップ期の参加者
とのコミュニケーション、そして新
たな関係醸成に向けた取り組みを発
展させていきたいと考えています。
図4

リクルート期の参加者との関係

今後の検討課題

◆

今後の検討課題としては、多様な
参加者とのコミュニケーションが挙
げられます。エコチル調査の対象は
一般集団ですから、参加者は本当に
多様です。一人ひとりの参加者に、
13 年間の最後まで調査にご協力いた
だくためにどのような方策をとって
図5

フォローアップ期への移行

いくのかを検討していくことも課題
です。また、13 年間続く調査のイン

で、エコチル調査と参加者の結びつ

なると考えています。さらに、一部

フォームド・コンセントを調査の最

きは弱くなってしまいます。
以降は、

の参加者（約 5,000 人）に対する数年

初でいただくわけですが、説明内容

6 か月ごとの質問票調査を通しての

に 1 度以上の詳細な調査が始まりま

を覚えていてもらうことも難しく、

結びつきが主となります。つまり参

す。これは家庭訪問、医師や専門家

また研究も進んでいきますので、調

加者から見ると、6 か月に 1 回、エコ

による医学的な検査等が行われる詳

査にかかわる重要なことについての

チル調査から質問票が届き、それに

細な調査です。これらを進めていく

理解を確認してもらうための情報提

回答して謝礼を受け取るという間接

ときには、参加者への連絡や参加者

供等を行っていくことも必要です。

的な関係になります。そのような顔

からの問い合わせ・相談なども増え、

さらに、参加している子どもたちも

が見えないおつき合いになるとき

きめ細かな対応が重要になると考え

成長して、エコチル調査について理

に、いかにして高い追跡率を維持す

ています（図 5）。

解ができるようになっていきますの

るかが課題になります。

以上のようなことに対応するため、

で、今後は参加者（子ども）との継続

また、今後はこれまでに収集して

現在エコチル調査では、1）参加者対

的なコミュニケーションについても

きた生体試料の分析が本格化します

応にかかるより幅広い課題について

考えていかなければなりません。

ので、これに伴い、参加者への結果

検討するための専門委員会の設置、2）

の通知も本格的に始まります。先に

参加者への結果通知について、倫理

つ、今後の調査体制を整える準備を

述べたような課題への対応が必要に

的・社会的な観点から検討するため

進めています。

以上のような課題にも取り組みつ

須田 英子（スダ エイコ）
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第１部

様々な研究現場の倫理的課題と対応

東北メディカル・メガバンク計画（ToMMo）
における倫理的課題と対応について
境田 正樹
東北大学大学院医学系研究科

東北メディカル・メガバンク
計画の実施体制

とともに、協力者の生体試料、健康

れた推進本部が事業全体の方針を計

情報・診療情報等を収集して 15 万

画し、それを東北大学と岩手医科大

人規模のバイオバンクを構築するこ

学が実施するかたちになっていま

東北メディカル・メガバンク計画

とです。そして提供いただいた情報

す。共同事業ですので、両大学の下

の事業目標は、東日本大震災の被災

等をゲノム情報等と併せて解析する

に東北メディカル・メガバンク計画

地住民の健康不安解消への貢献、そ

ことにより、東北発の個別化医療の

推進合同運営協議会という組織を

して東北発の次世代医療の基盤を整

基盤を開発し、創薬等の新たな産業

置き、その構成員として両大学の総

備することです。具体的には、宮城

を創出することを目指しています

長、機構長、副機構長が入り、両大

県および岩手県を中心とした被災地

（図 1）
。
実施体制は、文部科学省に設置さ

の住民を対象に健康調査を実施する

図1

学が緊密な連携体制を構築して事業
を実施していきます（図 2）。

東北メディカル・メガバンク計画の概要
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図2

東北メディカル・メガバンク計画体制図

手医科大学の間での知的財産の案
件について検討する「知的財産委員
会」が組織されています。さらに、倫
理・法律・社会的な課題を検討する
「 ELSI 委員会（倫理的・法的・社会
的課題検討委員会）
」も設け、事業全
体が適正に行われているかを監視す
図3
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東北メディカル・メガバンク計画の事業実施体制

る体制を敷いています（図 3）。

さらに宮城県では、地域の医療機

ることで、仮に今後またそのような

関や介護施設、薬局、歯科などの間

ことが起きたとしても、その際には

を結ぶ情報通信システムネットワー

別の診療所でも自分の受診結果を見

クを整備する「地域医療情報連携基

ることができるようになります。さ

東北メディカル・メガバンク計画

盤（ MMWIN）
」という事業が、厚生

らに、各医療機関等が連携すること

の事業は、大きく「地域医療支援・コ

労働省と総務省の予算によって実施

によって、診療の重複などを省くこ

ホート調査」
「バイオバンク構築」
「ゲノ

されており、東北メディカル・メガ

ともできます。

ム情報等解析」
に分けられます（図4）
。

東北メディカル・メガバンク
計画の事業内容

バンクは、MMWI とも連携をしな

東北メディカル・メガバンク計

地域医療支援事業では、巡回型医師

がら事業を進めています。東日本大

画推進合同運営協議会の下には、分

支援制度により、医療の過疎地域へ

震災における津波被害のあった地域

譲について審査する「試料・情報分

の医師の支援を、コホート調査事業

の診療所では、多くのカルテが流さ

譲審査委員会」
、提供いただいた遺

では、医療関係人材が長期健康調査

れてしまい、それまでの診療内容が

伝情報等の協力者の方々への開示

を行い、岩手と宮城の地域住民の健

わからなくなってしまうという事態

について検討する「遺伝情報等回付

康調査、三世代コホート事業は、妊婦

も起こりました。MMWIN を構築す

検討委員会」、そして、東北大学、岩

2万人をリクルートして、生まれてく

る赤ちゃん、父親、祖父母の方にもご

るアレルギー、うつ、心臓疾患など

を行い、病気の発症の状況、死亡や

協力いただいて調査を行うものです。

を中心に疾患の発症に関連する要因

転居情報なども集めていきます。こ

バイオバンク事業は、健康調査で

とその防止法等を分析することを中

うしてバイオバンクに蓄積された

心に進めていきます。

情報は、東北大、岩手医大だけでな

収集した生体試料や健康情報・診療

く、外部の企業、他の大学への提供

情報等を蓄積してバイオバンクを構

バイオバンクの構築の概要を図

築し、先に述べた試料・情報分譲審

5 にまとめます。まず、住民から血

査委員会の審査を経た上で、生体試

液、尿、調査票によるいろいろな情

健常人や患者からいただいた、血

料等を次世代医療の実現を目指す研

報を取り、それから体質などに関す

清、血液細胞、尿、DNA、そして健

究者等に分譲しています。

る情報、その他の検査情報がバイオ

診結果はバイオバンクの鍵となる

バンクに集められます。さらに、一

要素です（図 6）
。これらを全ゲノム

度リクルートした後も定期的な調査

解析、エクソーム解析などを行い、

ゲノム情報等の解析については、
被災地において今後増加が懸念され

も行っていきます。

自動処理装置を使って DNA を抽出
し、リムズという情報解析システム
を使って倉庫に備蓄していくことに
なります。応用・実用化としては生
命科学の基礎研究、分子標的薬、バ
イオマーカーの探索、新しい診断方
法の開発、個別化医療を実現して公
衆衛生に貢献していくことを考えて
います。

倫理的課題と対応①─蓄積
される情報の取り扱い─
東北メディカル・メガバンク計画
図4

東北メディカル・メガバンク計画の事業全体の構成

図5

における倫理的・法的問題の検討に

東北メディカル・メガバンク計画のバイオバンク構築（概要）
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あたっては、まず、血液や尿などの
生体試料のほかに、バンクにどのよ
うな情報が蓄積されていくかという
ことを整理することが非常に重要だ
と考えています。
健康医療等情報として、住民をリ
クルートするとき、また、追跡調査
のときには、参加住民から個人の属
性情報を入手することになります。
生年月日、性別、居住地、生活習慣
情報や環境情報、既往症、食生活、
どんな運動をしているか、飲酒・喫
煙などの生活習慣、東日本大震災で

図6

バイオバンクの鍵となる要素

どのような被害を受けたか、それに

情報量にはなっていませんが、10年

ちの好きな研究をやらせてください

よりどのようなストレスを受けた

後には15万人の方々の様々な情報が

というのが楽ではありますが、住民

か、職業、居住環境といった情報を

蓄積されている豊かなバンクになっ

の方々の自己決定権をいかに尊重す

入手します。さらに、血液検査、ヘ

ていくでしょう。そこまで到達した

るか、住民の方々とのコミュニケー

リコバクターピロリ検査、アレル

ら、その15万人分の情報を基に、薬

ションをいかに構築するかというこ

ギー検査、呼吸機能検査、口腔内検

剤の応答性や薬剤の副作用に関す

とも私たちの大きな目的ですので、

査、心電図検査といった健康調査も

る情報も含めて、個人に応じた治療

研究目的としては 3 つの対象を掲げ

行い、診療情報なども入手します。

法が開発されるでしょうし、予防法

ました。その目的の範囲内で今後い

こういった情報に加えて、遺伝子

も開発されるでしょう。それを住民

ろいろな個別研究を行っていきます

解析研究の成果としての遺伝情報が

個々人に還元していくことが私たち

が、個別研究を行うにあたって以下

蓄積されていきます。2013年11月30

のプロジェクトの大きな目的なので

のルールをつくっています。

日に東北メディカル・メガバンクと

す。さらには、開発された一人ひと

ルールの 1 つは、個別研究をする

してすでに1,000人の全ゲノム解析を

りに合った治療法で治療を受けた後

上では必ず倫理委員会の審査を経る

行ったということを公表しましたが、

も、その治療情報をもう一度バンク

ということです。倫理委員会での議

今後も数はさらに増えていくと思い

にフィードバックして、その人の遺

事内容は原則公開します。そして、

ます。全ゲノム解析により、個人の

伝子と治療法との相関関係を調べて

どのような個別研究が行われるかに

全ゲノムの配列情報がわかるわけで

いくこともできます。遺伝子変異を

ついての情報を常に Web サイトで

すが、今回解析した1,000人のゲノム

持っている人のなかで病気になった

公開し閲覧できるようにします。研

で約1,000万強の遺伝子多型を新たに

人、病気にならなかった人、薬を飲

究参加者はいつでも参加をとりやめ

見つけました。それぞれの遺伝子多

んだ人と飲んでいない人の予後情報

ることができることにしています

型の情報には単一遺伝病の疾患関連

との相関関係も調べられるでしょう

し、とりやめる方法についてもいく

遺伝子もあるでしょうし、多因子疾

し、おそらく10年後には多くの研究

つかの選択肢を提示して、そこから

患に関する遺伝情報もあるでしょう。

成果が出るだろうと期待しています。

選んでもらうようにしています。

この遺伝情報はまだ未解明の部分も
多いですが、その情報の意味をこれ
から調べていくことになります。
さらに、疾患関連遺伝子を持って
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2 つ目は、その個別研究にだけに

倫理的課題と対応②─個別研究を
行うにあたってのルールづくり─

は参加したくないが、メガバンクの
研究参加自体は続けたいという人の
ために、分譲留保ルールをつくりま

いる人の遺伝的要因と環境因子との

住民をリクルートする際には、説

交互作用についての統合解析情報な

明・同意文書を渡しています。その

どがどんどん蓄積されていきます。

際、私たちの研究内容は非常に幅広

3 つ目としては、試料・情報の分

ですから、現時点ではまださほどの

いため、白紙委任、包括委任で私た

譲に関して、試料・情報分譲審査委

した。一部の研究にだけ参加しない
ことも認めたということです。

員会を新たに設け、これに外部有識
者にも入っていただいて、公平・公
正な手続きの下に審査する体制を整
えました。遺伝情報の開示に関して
も、大変重要な事柄ですので、遺伝
情報回付検討委員会という独立した
公平・公正な委員会を設け、そこで
検討した後に開示することにしてい
ます。さらに、情報セキュリティ体

図7

中国における遺伝子配列解析検査に関する通知（2014 年 2 月 9 日公布）

制や MMWIN との連携などについ
かたちでよいのか、どちらかに主眼

の住民の方々の差別や偏見につなが

試料・情報分譲については、バイ

を置くかたちであっても、成果の還

るリスクもあります。また、研究機

オバンクからどういった情報を分譲

元を義務づければ開発のみでもよい

関において計算ミスなど何らかの原

するかはものすごく難しい問題で

のか、などを議論している最中で

因で誤った研究成果が公表されてし

す。バンクに蓄積された情報でかな

す。

まい、参加住民が不利益を被る危険

ても検討しました。

り多岐にわたる研究が可能となりま

個別研究をWebサイトに公開す

性もありますので、公表前に私たち

すが、協力者個人の詳細な情報を外

る場合にも、企業からすれば企業秘

にきちんと報告してもらうなど、一

部研究に出せば出すほど研究成果は

密ということがありますので公開し

定のルールを定めることが必要だと

出やすくなりますが、他方で、本人

てほしくないとの申し入れもありま

考えています。

のプライバシーが侵害されたり、本

す。したがって、なかなか詳細に記載

人が特定できたりというリスクは高

できないこともありますので、その

まります。ですから、研究を進める

範囲も検討しなければなりません。

という目標と情報の管理、プライバ

審査項目としては、外部研究機関

シーの保護という要請をどう調和さ

の遂行能力、実績、目的、情報管理

遺伝情報の回付については、アメ

せるかが大きな課題です。

体制、その機関の倫理委員会の承認

リカでは遺伝情報差別禁止法があり

このプロジェクトにおいて、東北

を得ているか、知的財産をどう取り

ますが、日本ではまだ整備されてい

大と岩手医大はバイオバンクの構築・

扱うのか、どう成果を還元するの

ないため、早急な対応が求められて

運営とともに自らも遺伝子解析研究

か、海外や研究機関への分譲をどう

います。

をすることがミッションになってい

するか、などが検討事項となってい

ます。しかしながら、バイオバンクに

ます。

倫理的課題と対応④─遺伝
情報の回付について─

遺伝情報のなかには、特定の病気
に罹りやすいという情報や、生殖上

一旦入った情報は東北大であれ岩手

分譲、情報提供については、渡し切

の決断にも重大な影響が及ぶ情報も

医大であれ、ほかの研究機関と同じ

りではなく、事後の情報管理体制の

ありますが、その情報は、血縁者に

条件の下で試料や情報の分譲を受け

チェックも必要なのではないかと考

対してもかかわりを有しますし、就

ることにしています。内外の区別はつ

えています。また提供先に全ゲノム

職や保険加入、結婚などに対してス

けないということで、バイオバンク

情報の閲覧を許可した場合には、ど

ティグマ（社会的烙印）が押されてし

の公益性を守ることにしています。

んな研究をされるかわかりません。

まって差別につながるということが

ですから、まず研究内容、範囲をきち

あるため、アメリカでは 1990 年代か

んと定めるということと、その他の

ら差別禁止法の制定について議論が

研究はしないということが約束され

ありました。

倫理的課題と対応③─研究目的の
設定、研究成果の公開にあたって─
研究目的の設定においては、研究
成果の還元と次世代医療の開発とい

なければならないので、提供後もそ

遺伝情報を回付する際の精度管理

のチェックをきちんとしていかなけ

のあり方も非常に難しいことです。

ればならないでしょう。

中 国 で は 2014 年 2 月 に 遺 伝 子 配 列

う2つがともになければならないの

研究成果の公表にあたっては、公

解析検査に関する通知（図 7）を出し

か、もしくはどちらかに主眼を置く

表の内容によっては、特定の被災地

て、遺伝子解析ビジネスに対して規
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制をしています。日本もこれを参考

には開示請求、訂正請求、利用停止

報保護法は、2015 年に改正される予

にしなければならないところもある

の制度がありますが、個人情報は余

定なのですが、これは Suica の履歴

と思っています。

剰・縮減による訂正可能性があるこ

を企業が利用していたという問題を

とを前提としているわけです。よう

受けて、今後このようなビッグデー

するに、間違えたり余計なことが書

タの利活用を図るとともに、その情

いてあったり、足りなかったりとい

報管理を整備することが意図されて

全ゲノム配列がわかる時代になる

うことがあるわけですが、DNA 情

います。このなかで、取得した個人

と、遺伝情報の多義性についてもも

報領域にはそもそもそういった可能

情報の本人による開示・訂正・利用

う少し着目しなければならないで

性はないわけです。個人情報の内容

停止等の請求を確実に履行すること

しょう。

は一般に確定的、限定的です。私が

が求められています。ただ、全ゲノ

遺伝情報は、慶應義塾大学の山本

どこの大学のどういう職業かという

ム配列情報というのはこれにふさわ

龍彦先生による類型化では「化学物

ことは確定しているし限定的な情報

しくありません。独立した第三者機

質として存在している段階」
「シー

ですが、DNA 情報領域はアイデン

関を設置し、分野横断的な統一の見

ケンサーから出力される塩基配列情

ティティ形成の原材料で、今後そこ

解、事前相談、苦情処理、立入、行政

報」
「 30 億塩基対の単なる配列の情

からいろいろな遺伝情報が無制限に

処分の実施等の対応を迅速かつ適切

報」
「その配列の多型の意味がわかっ

獲得されます。まだわからない情報

にできる態勢を構築することが盛り

ている段階の情報」
「単一遺伝病で

が次から次へと日々どんどん出てく

込まれていますが、遺伝情報を取り

あるという情報」などとまとめられ

るわけです。知らない情報が毎日出

扱うのは私たちの研究機関だけでな

ています。領域別についても、全域

てくるので、確定できないし非限定

く、医療機関、遺伝子解析業者など

配列とか、塩基配列のなかで遺伝子

的という特質があります。したがっ

多岐にわたりますので、分野横断的

とされている領域とか、非遺伝子領

て、そもそも個人情報保護法という

に考えていくのはなかなか困難なこ

域、タンパク質に翻訳されるエクソ

のは、自己情報をコントロールする

とではないかという気もします。

ン、翻訳されないイントロン、など

ことを前提にしていますが、遺伝

マルチステークホルダープロセス

といったいろいろな意味があるで

情報のうち DNA 情報領域はコント

という、情報の種類によって、自分

しょう。

ロールできないという特質があるわ

たちの情報を扱うのにふさわしいガ

けです。

バナンスのしくみを自分たちでつく

遺伝情報の特殊性と法整備

したがって、とくに全ゲノム配列

りなさいという制度がありますが、

でまだ意味がわかっていないもの、

以上のような遺伝情報の特殊性に

これを山本先生は「 DNA 情報領域」

ついて今後十分に検討しなければな

今後はこういった制度も検討してい

と定義されていますが、この情報が

りません。先に田中先生ががん登録

かなければならないことになりま

きわめて特殊な情報だということに

法の問題点についてお話しされてい

す。このような動きのなかでは、遺

ついてまず理解しなければなりませ

ましたが、私はパーソナルデータの

伝情報を取り扱う様々な機関が連携

ん。私たちの個人情報は、個人情報

利活用の保護についての法制度の行

することが非常に重要になるでしょ

保護法で規制されていて、個人情報

方が大変気になっています。個人情

う。

境田

正樹（サカイダ マサキ）

PROFILE

東北大学大学院医学系研究科・医学部 客員教授 弁護士（第二東京弁護士会所属）
大阪大学臨床医工学融合研究教育センター 招へい教授（2010 年～）/ 内閣官房 医療情報及び遺伝子情報
の法制度に関する検討チーム委員（2012 年～）/ 東北メディカル・メガバンク倫理・法令ワーキングチーム
委員長（2012 年～）等 / 有斐閣「法学教室」2009 年 5 月号「スポーツ立国化に向けて～ J リーグ・ドーピ
ング紛争が残した課題」/ 民事法研究会「Law & Technology」2014.1.「東北メディカル・メガバンク計画
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（編集委員）/ ほか多数
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第１部

様々な研究現場の倫理的課題と対応

オーダーメイド医療の実現プログラム（BBJ）
における信頼構築への試みと諸課題
洪 賢秀
東京大学医科学研究所 公共政策研究分野

オーダーメイド医療
実現プログラムの概要
オーダーメイド医療実現プログラ
ムでは、個々人の体質に合わせて最
適な予防法や治療法を選ぶことので

いただいています。表 1 は、対象疾

の担当や臨床情報等の入力を担当し

患である 38 疾患の内訳になります。

ているメディカル・コーディネーター
（ MC）の養成支援、広報紙の発行、

社会との接点ワーキング
グループのおもな活動

きる医療を目指すために、バイオバ

図 3 は、BBJ の実施体制を示した

ンク・ジャパン（BBJ）
を構築し、疾

ものです。私は、図のなかほどにあ

患関連遺伝子で薬剤応答の関連遺伝

る「社会との接点ワーキンググルー

子などの解明を行っています。

プ」
で活動を行っています。

関連調査研究なども行っています。

BBJ で実施してきた
倫理的対応
こ こ で は、こ れ ま で BBJ で 実 施
してきた倫理的対応のうち、3 点に

図1に、本プログラムの久保充明

社会との接点ワーキンググループ

絞ってお話しします。1 点目は、イ

プロジェクトリーダーが作成した

では、おもに、倫理的配慮事項への

ンフォームド・コンセントの実践と

BBJの研究ロードマップを示します。

助言、方針の決定、研究計画の変更

その課題、2 点目として、研究計画

2003年からこれまでに整備してきた

に伴う倫理的手続きへの対応、イン

の変更に伴う手続きへの対応、3 点

研究基盤を基に、現在は2つのコホー

フォームド・コンセントの補助資料

目として、研究進捗・成果に関する

ト研究を同時に実施しています。

の開発などの活動を行っています。

情報発信の課題、の 3 点について紹

そして、インフォームド・コンセント

介します。

1 つ目は、これまで登録された患
者についての追跡調査で、第一コ
ホートの研究となります。オーダー
メイド医療実現に向けた研究のた
めに日本国内の研究機関や企業に
DNA や血清等を配布しています。
2 つ目は、医療機関のご協力の下
で新たに 38 疾患の患者を対象に 10
万人を目標に研究参加者を募集して
います。こちらが第二コホートの研
究になります。
図 2 は、研究に参加してくれる患
者を募集している協力医療機関の一
覧です。北海道から沖縄まで日本全
国で 12 医療機関、53 施設からご協力

図1

オーダーメイド医療の実現プログラム（BBJ）における研究ロードマップ
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図2
表1

協力研究機関一覧（12 医療機関）第 1 期 65 施設、第 2 期 56 施設、第 3 期 53 施設
対象疾患（38 疾患）

図 3 「オーダーメイド医療の実現プログラム」の実施体制
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報に関する説明文書の解釈で、死因
情報が果たして診療情報で診療記録
に含まれるものと見なしてよいかど
うかという検討です。3 点目は、死
亡診断書の控えが各医療機関の管理
体制によって異なる場合に、その位
置づけが変わるかどうかで、これら
を取り上げて検討してきました。
当初の説明文書には死亡診断書に
関する記載がなかったために、死因
情報が死亡診断書に含まれるかどう
かを、厚生労働省の診療情報等の提
供に関する指針や、死亡診断書記入
図4

追跡調査の対象と方法

マニュアルの定義を確認しました。
その結果、死亡診断書が診療記録に

1．インフォームド・コンセントの

2．研究計画の変更に伴う手続きへ

含まれると捉えることはできないと

の対応

考えました。しかし、死亡診断書は

BBJ で は、適 正 な イ ン フ ォ ー ム

私たちのワーキンググループの

診療情報としての死因情報が表現さ

ド・コンセントを担う人員として

活動において最も検討に苦労した

れた 1 つの形態であることから、診

MC を継続的に養成しています。こ

のは、研究計画の変更に伴う追跡調

療記録に準じる情報として取り扱う

れ ま で MC 講 習 会 で は イ ン フ ォ ー

査への倫理的な手続きへの対応で

としても提供者に不利益を与える可

ムド・コンセントの標準化を目指

した。BBJ では当初のケースコント

能性はきわめて低いと本プログラム

してきました。またこれまで、イン

ロールの研究から、患者コホート研

では判断しました。

フォームド・コンセントを実施する

究へのデザイン変更がありました。

にあたり、現場でどのような倫理的

そのために、追跡調査を実施するた

考え方について、BBJ とは独立の立

な問題が生じているのかがあまり明

めの倫理的手続きへの対応を行う手

場から ELSI の助言を実施している

らかにされてこなかったため、イン

始めとして、2009 年に推進委員会に

ELSI 委員会に意見を伺ったところ、

タビュー調査を通してその実態を明

て予後調査検討ワーキンググループ

私たちと同じような見解を持つとい

らかにしようとしてきました。その

を設置して、同年 8 月に協力医療機

う答申をいただきました。ただし提

結果、声かけからインフォームド・

関の連絡会議において倫理的論点に

供者に対してより具体的な情報提供

コンセントに至る一連の過程におい

ついて検討が行われています。

をすることや、今後のプロジェクト

実践とその課題

これに加えて私たちのこのような

て、患者の体調、年齢、そして知識

図 4 は私たちが行っている追跡調

のあり方について MC をはじめとし

などに応じての対応が MC には求め

査の流れをまとめたものです。研究

て協力医療機関への情報提供に努め

られていることが明らかになり、と

変更に伴い、当初の説明・同意文書

る周知活動が求められています。

くに MC の経験や資格などによって

に明示されてこなかった調査内容を

このようなご助言の下に、既存の

その差が生じていることが見えてき

新しく調査する必要があったため、

媒体であるポスター、Web サイト、

ました。そこで、この課題への取り

来院調査、住民票調査で死因調査を

そして広報紙、シンポジウムを通し

組みとして、調査結果を報告書とし

行うことになりました。なかでもと

て今後の本プロジェクトのあり方に

てまとめました。MC のインフォー

くに来院調査については、倫理的な

関して、また、MC をはじめとする

ムド・コンセントにおける成功や失

争点と思われていました。

協力医療機関の関係者への情報提供

敗の経験を共有していくことで経験

来院調査におけるおもな倫理的な

を実施してきました。しかし、当事

の浅い MC にとって今後役立つので

論点は 3 点ありました。1 点目は、当

者である被来院者への周知には限界

はないかという期待を持っていま

初の同意範囲を超えるものかどうか

があり、周知活動のあり方が課題の

す。

ということです。2 点目は、死因情

1 つになっています。
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3．研究進捗・成果に関する情報発
信の課題
2012 年 7 月に本プログラムの評価
が行われましたが、そのなかで広報
活動については「通り一遍の広報活
動の観がある」
「成果を一般の人々
に広報するための取り組みを改善
する必要がある」という厳しいご意
見をいただきました。このような指
摘を踏まえ、少しでも広報活動を改
善していく取り組みとして、イン
フォームド・コンセント用の補助
ツールや研究者向け、協力医療機関
向けのツールなどを開発してきまし

図5

研究進捗・成果に関する情報発信の課題

た（図 5）
。
通の課題でもありますが、新しい

ム側から参加者に再びアプローチ

ド・コンセントの後に採血、臨床情

解析技術の進展やその方法の導入、

することが非常に難しい状況にあ

報収集後に研究参加者と MC、プロ

また、共同研究や連携に伴いイン

ります。そのため、研究参加者との

グラム関係者との直接の接触をする

フォームド・コンセントの内容が非

信頼関係を築けるようなコミュニ

機会がありません。また、研究参加

常に複雑化しています。説明を受け

ケーションのあり方について、今後

者が中長期的に進捗状況や成果を知

る側である患者、そして説明する側

さらなる検討が必要だと考えていま

りたいときに見ていただけるような

である MC、各々が研究の詳細を把

す。ほかのコホートとの共同研究が

情報源とは何なのか、そして、情報

握し、理解することがさらに難しく

始まっていますが、参加者や社会に

発信はどのように続けていくべきな

なっている状況です。とくに説明す

対してよりよいコミュニケーション

のかということに非常に頭を悩ませ

る側の MC においては、より専門的

のあり方についてお知恵をお借りし

ています。

な知見が求められており、このよう

て、協力態勢をつくっていけること

な状況に対応できるように継続的な

を願っています。

しかし、現在ではインフォーム

おわりに
─今後へ向けて─

研修プログラムを実施していくこと
が当面の課題となっています。

オーダーメイド医療の実現プログ
ラムは、ご協力いただいている多く

また、一般住民コホートとは異な

の患者の皆さん、MC、協力医療機

まとめに代えて今後の課題につい

る集団的特徴を持つ患者コホート

関の方々に支えられています。最後

て少し触れておきたいと思います。

では、研究計画変更やお知らせなど

にこの場を借りて深く御礼申し上げ

長期にわたる大型研究事業の共

が生じた際に、MC や研究プログラ

ます。

洪 賢秀（ホン ヒョンスウ）

PROFILE

東京大学医科学研究所・公共政策研究分野・特任助教
専門：文化人類学、生命倫理
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科文部科学教官助手 /（株）科学技術文明研究所・研究員 / 医療科学
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第１部

様々な研究現場の倫理的課題と対応

ナショナルセンター・バイオバンク・ネットワーク
（NCBN）における ELSI 関連課題
吉田 輝彦
国立がん研究センター研究所 遺伝医学研究分野

本日は、ナショナルセンター・バ

代謝疾患・免疫異常等関連、成育疾

いろいろな専門家により容易にアク

イオバンク・ネットワーク（NCBN）

患関連、老年疾患・長寿研究関連の

セスするためのネットワークをつく

について簡単に紹介し、そして、
「各

6 つの NC が参加しています。これま

ろうというのが NCBN のコンセプ

プロジェクトの ELSI に関しての課

で、6 つの NC それぞれが自らの研究

トです（図 2）。

題について」では、NCBN から選ん

を行いつつ、バイオバンクを草の根

だ 4 つの事案について述べます。最

的につくってきました。そのなかで、

が持つ試料数を掲載しています。立

後に、必要な制度設計をめぐる社会

共通の問題もあるし、さらにがんと

ち上げから少し調整しているところ

的議論を起動する点に関して私見も

糖尿病の関係であるとか、認知症の

で、間もなく定期的な更新、多くの

含めてご説明します。

方のがんの治療をどうしたらよいか

NC に つ い て は 1 か 月 に 1 回 の 更 新

とか、この 6 つの NC が専門に研究

を目指しています。各サンプルの性

している疾患を横断的に見る研究や

別、年齢の分布、検体として血液が

対策が必要になってきたということ

あるのか、病理組織があるかといっ

もあり、ワンストップで NC のバイ

た統計も出しています。また、これ

疾患研究を考えた場合には、病気

オリソースや情報に、そしてもっと

まで、各 NC が個別の研究として長

になる前の情報やサンプル、そして

大事なことは各 NC に在籍している

年にわたって患者のサンプルを集め

ナショナルセンター・バイオバンク・
ネットワーク
（NCBN）の概要

NCBN の Web サイトには、各 NC

病気になった後の情報やサンプルの
両方が必要です。簡単に言うと、病気
になる前の情報は、原因を究明して
予防法につなげ、病気になった後の
情報は、病気の本態を解明して治療
法やQOLなどにつなげることになり
ます（図1）
。ナショナルセンター
（NC）
は、国立高度専門医療研究センター
ですから、病院で集めた患者さんの
情報と試料を用いた研究が主体にな
ります。患者の情報と、その病気でな
い人の試料を比べることで、原因究
明・予防法開発の研究もある程度で
きるということになります。
NCBN には、がん関連、循環器病
関連、精神・神経病関連、感染症・

図1

ナショナルセンターの役割
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NCBNのELSI関連課題その1
─NCBCとして整合性の高い
インフォームド・コンセント─

性がある「包括性の高い同意」をつ

使えるかどうかもリストとして出

以下、NCBN の倫理検討部会等で

きではないということに至りまし

しています。場合によってはほかの

議論してきた 4 つの課題について紹

た。これは考えてみればあたりまえ

施設には提供できないとか、共同研究

介します。

で、各 NC が対象とする疾患の多様

て研究してきたので、バイオバンク
という発想の前の個別研究のための
試料や情報も数多く蓄積していま
す。これらを二次利用、別の研究に

くるため、まず説明・同意文書を統
一できるかということを検討しま
した。結論として、むしろ統一すべ

なら可能とか、いろいろな状況があり

1 つ は、NCBN と し て、各 NC で

性があるからこそ、別々に NC が設

ますが、そういった情報もNCBNの

バイオバンク用に新規に採用する

けられているわけです。そもそも生

Web サイトで見ることができます。

試料・情報について、NC 間で整合

活習慣病、あるいは難病・希少疾患
を扱っていたり、子どもと成人、成
人も働き盛りの年齢から認知症の
ある方など様々ですから、説明・同
意文書を統一することはできないの
ですが、バンキング部分などについ
ては、共通のフレーズを決めてそれ
ぞれの説明・同意文書をつくってい
ます。たとえば、がんセンターでは、
説明・同意文書に「バンク」という
言葉を導入して、それを NCBN と協
働してやっているということ、個別
の計画に関してそれぞれ倫理審査委
員会の承認を受けるということ、そ
して、共同研究のために企業等を含
む研究者に試料・情報を提供すると
いうことを含めています（図 3）
。

図2

NCBN のコンセプト

図3
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整合性の高いインフォームド・コンセント

図4

バンキングをめぐるアメリカの状況

NCBNのELSI関連課題その2
─試料・情報提供者が被害を
被った場合の補償の考え方─
2 つ目に問題になったのは補償の
問題です。NCBC のバンキングは、
既存試料・情報に単回の 20mL 程度
の末梢静脈血採血が主ですので、提
供者が不利益を被る可能性として、
身体的リスクは小さいと考えられま
す。その一方で、医学研究において、
臨床情報も分子情報も高度、かつ広
範囲のデータを用いる研究が増えて
きて、新たに情報リスクへの対応を

図5

バイオバンクの意義をアピールする方法

十分に考える必要があります。情報
リスクとは、個人情報つきで個人の

よび内容を記載することとなってい

る法律があります。もともと1991年

臨床情報・分子解析情報などが漏洩

ます。そもそも侵襲とは何かとか、

にできたものをようやく改定しよう

した場合に、差別などの損害を受け

あるいは介入とは何かというような

ということでパブリックコメントが

る可能性です。とくに、がん研究セ

ことから喧々囂々と議論されている

2011年に終わっていて、その後、ま

ンターなどでは研究の大半が疫学

と思いますが、その補償をどうする

だ動きは見えませんが、時間をかけ

指針適用研究ですが、現在、統合指

かが問題となっています。

てやっているのだろうと思います

針が検討されていて、公開されてい

米国では、コモンルールと言われ

（図4）
。改定が必要になった要因とし

る案では、侵襲を伴う研究の場合に

ている、ヒューマン・サブジェクト・

て、昔のように限られたアカデミア

は、健康被害に対する補償の有無お

リサーチを行う場合のおおもとにな

だけでなく、一般病院も研究に参加
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するようになったことや、多施設共同

神的」
と記載されていますが、社会的

研究、観察研究が増えてきたことが挙

なリスクも出てくるだろうというこ

げられます。また、データベースがイ

とです。補償については大きな課題

ンターネットで公開されるようにな

なのですが、これはまだオープンクエ

り、身体リスクに加えてインフォメー

スチョンで、バイオバンク倫理検討部

患者・家族から見れば、いくら個

ションリスクが出てきたということ

会だけの問題ではなくてNC全体に

人情報について人権を守るとか、き

が大きな問題として挙げられます。日

もかかわる問題でもあり懸案事項と

ちんと補償すると説明しても、そも

本の統合指針では侵襲を「身体的・精

なっています。

そもそれは当然だろうと思われるで

NCBN の ELSI 関連課題その 3
─バイオバンクの意義を語り、
NCのミッ
ションとパッションを患者・家族に伝える─

しょう。むしろ私たちは、提供して
いただいた試料・情報を用いて行う
研究の意義、そして何よりも研究へ
の情熱をわかりやすく患者に伝える
ことが大事だということが指摘され
ました。したがって、ELSI 関連の問
題と言ってよいと思いますが、国民
への発信は本当に研究と表裏一体で
あり、車の両輪として行っていくべ
きだと考えています。
研究の意義のアピールポイントと
して、1 つは、バイオバンクから新
しい発見をする、シーズを見つける
ということが挙げられます。たとえ
ば、医薬品や診断方法のシーズを見
つけることや、すでにほかの分野な
どから出てきたシーズ候補を実際の
ヒトの試料・情報で検証するという
2 つの目的が考えられます（図 5）
。
図6

Web サイトでの研究成果の公開

各 NC で 出 さ れ た 成 果 は Web サ
イトで閲覧できます（図 6）
。たとえ
ば「研究活動・成果」というところ
をクリックしていただくと、セン
ター別に論文の数なども出していま
す。共同研究の実績や、おもな研究
についてはポンチ絵も出していて、
論文についてはわかりやすいように
サマリーなどもつけています。こう
いったものを各 NC についてリスト
にしています。
一例として、バイオバンクのサン
プルを使って探索的な基礎研究に近
いところを基盤研の資金で行って、
さらに出てきたシーズが厚労科研費
で医師主導治験になったという研究

図7
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バイオバンクのサンプルを使っての研究例

があります（図 7）
。重要なのは、最

図8

試料の分譲・配布にあたっての検討課題

初の出発となったバイオバンクとい

しかし、ユーザー側の調査をする

アで区別すべきか、日本の法人税を

うものは、競争的資金では維持でき

と、とくに産業界からは、ユーザー

納めているかどうかで区別すべき

ないインフラストラクチャーである

の研究の主体性、自立性、あるいは

か、といった様々な論点があります

し、民間では扱えない高度な臨床病

研究計画そのものの秘匿性を尊重す

理情報があるということです。こう

る分譲のかたちにも強い希望がある

現 在 は、次 第 に 分 子 網 羅 的、オ

いったものが多くの研究の基礎に

ということがわかりました。まず分

ミックスの時代になってきて、試料

なっているということ示していま

譲であたりをつけてから共同研究に

そのものに準ずるようなデータが出

す。

移行したいという希望があるといっ

てきています。とはいえ、私たちも

たことなどもわかり、そういった要

まだ現在のオミックス解析の技術を

望に合った分譲、あるいは配布を

過信してはならず、希少なサンプル

行っていくにあたって考えられる問

であれば、その全部を使ってしまう

題について議論しています。

ことは避けるべきとは思いますが、

NCBN の ELSI 関連課題その 4
─試料・情報の分譲（配布）の検討─

（図 8）。

4 つ目の課題として議論している

倫理検討部会で行った論点整理

バイオバンクと網羅的な分子情報の

のは、分譲・回付のあり方です。NC

の段階ですが、たとえば、どのよう

データベースをほぼカップルで進め

の特質というのは、単にサンプルや

な臨床情報、あるいは試料品質関連

ていくことも議論されています。

情報があるだけではなく、そこにそ

情報をつけるのかということ、そし

の疾患についての専門家が集まって

て、費用をどう設定するかといった

いることです。基礎研究者、臨床医

ことを議論しています。血液に関し

学の専門家、薬事の専門家、公衆衛

てはバイオバンク・ジャパン等の

生、疫学関係研究者等、いろいろな

先行例があり参考にできるのです

データベースやバイオバンクをど

分野から集積していますので、共同

が、手術組織などのサンプルに関し

のように維持していくかを考えたと

研究という形態が最大の効果を発揮

ては千差万別で難しいので現在検討

きには、上述したように非常に多く

するだろうと考えられます。

を行っています。企業とアカデミ

のインフォメーションリスクがあり

データベースとバイオバンクを組
み込んだ、進化する医療に向けて
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ます。プライバシーは守り切れない

な時代ですから、いかに人権とプラ

とが必要なのだろうと考えています

時代に来ているとの指摘もありま

イバシーの両方を守るかということ、

（図9）
。最終的には、保険診療のなか

す。ゲノムだけではなく、道を歩け

このうちプライバシーは守り切れな

に疾患登録、あるいはバイオバンク

ば監視カメラがあり、スマートフォ

いかもしれないということを認識し

といったシステムを組み込んで、そ

ンを使えば GPS で位置が特定され、

て、リスクを分担して、かつ社会の基

れが医療を進化させる基本的なエン

E メール等の通信内容もモニターさ

本的な通念として差別をしない、許

ジンであるという考え方を浸透させ

れているかもしれません。このよう

さないという流れをつくっていくこ

ることが必要と考えています。

図9

バイオバンクの最終目標（私見）

吉田 輝彦（ヨシダ テルヒコ）
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研究と倫理の関係
【長神】本日はたくさんの方々にお集まりいただいたこと
に感謝いたします。
本日登壇しているメンバーは現場の担当者の方々
ではありますが、それぞれのプロジェクトを背
負っての公式の発言をするというよりも、一研究
者としてそれぞれ皆さんの思いを発言していただ
いたほうが実りのあるシンポジウムになると思い
ます。よろしくお願いします。
本日は、いろいろなかたちで倫理関連の課題をそ

かといったこと、あるいは決められたことに従う

れぞれの立場からお話しいただきましたが、専門

立場にあるのではないかといった分類がなされる

とする分野で全部が全部同じではなく、共通して

のではないかと思います。この十数年来、倫理審

いる部分も違った部分もあるということが見えた

査委員会というものが日本国内で定着してきたな

と思います。

かで、医学研究において、倫理という言葉の意味、

田中先生のお話のなかで、疫学研究において倫理

何が倫理なのかということがぼやっとしたかたち

関連の判断が外に委ねられているため、倫理課題

で使われてきたために、研究者が思考停止に陥っ

に対して思考停止に陥る可能性があるとありまし

てしまうという現象が起きていることについてや

たが、それはある意味、倫理課題は外に預けるの

や危惧の念を抱いているということです。

ではなく、コホートないし疫学の中心課題として

ですから、このようなシンポジウムで倫理的な課

きちんと捉えるべきだということをおっしゃった

題を扱うことで、日本のゲノムコホート研究、バ

のでしょうか。少し補足していただければと思い

イオバンク研究活動が発展的に推進され、結局は

ます。

国民の健康に役立つようなものになるようにつな
げていくことだと考えます。そのような同じ目的

【田中】言葉というのは大事だと思います。ネーミングに

を持って議論していければと思います。

よって、人々の頭のなかで、その意思をどの引き
出しに分類するかということを決めてしまいま

【長神】
ありがとうございます。私もプロジェクトのなか

す。そのしまい込まれた引き出しのありかによっ

で広報や倫理を担当していますが、ややもすると

て、自分たちのかかわりの距離や、かかわってよ

倫理を担当していると事業の外に立つという感じ

いのかどうか、かかわるべきではないのではない

もおぼえます。外部性はある程度必要なのですが、
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事業を進めていく上での倫理の問題と、外部性を
担保した上での審査の問題とを少し分けて考えな
がら、コホート研究、バイオバンクの今後を見据
えて、倫理課題を議論していきたいと思います。
ここからは会場からいただいたご質問を交えなが
ら議論を進めたいと思います。

研究 者と倫理担当者との
意識のずれをどう埋めるか
【武藤】非常にたくさんの、しかも細かいご質問をいただ
いております。すべてにはお答えできないとは思

とがあります。やはり研究を進めていく上で倫理

いますが、これはこのシンポジウムのなかでとい

的な手続きを踏まなければならないというところ

うよりも、いつか第二弾のシンポジウムも含め

のバランスで軋轢を生んでしまうところがあるの

て、今後、私たちで何か共通のものをつくってお

で、そこが課題です。

答えしていく必要があると感じました。それくら
いたくさんのご質問をいただきましたことをまず

私のバックグラウンドは薬学で、製薬会社で創薬
【須田】

お礼申し上げます。そのなかで、比較的ここで議

研究を行っていた時期がありますので、研究者側

論できそうなものをなるべくたくさん取り上げた

のマインドもある程度は理解できるとは思ってい

いと思います。

ますが、いまは倫理側の立場から研究にかかわっ

はじめの質問は「研究者と倫理を担当している人

ています。

たちの間の『意識のずれ』をどのように感じてい

研究者と倫理を担当している者のコミュニケー

るか」
というものです。

ションということでは苦労した経験があります。

「研究を進めるにあたって、

ある程度統一された

だいぶ以前のことですが、ゲノム研究のプロジェ

倫理基準が必要だと思うが、現在はワーキンググ

クトで、研究計画等が先々までかたまっており、ス

ループと倫理の専門家の間で異なった基準がある

ケジュールも非常にタイトな状態のところに倫理

ような気がする。こういう基準を互いにすり合わ

の専門家が後から入っていくというかたちでかか

せるためにはどうすればよいのか」という質問内

わったことがあります。もうプロジェクトがだい

容です。いま登壇されている方々は、バックグラ

ぶ動き出しているところに、倫理的な立場からは、

ウンドが医学だったり、法学だったりといろいろ

研究者側からすれば水を差すようなことでも発言

な方がいらっしゃいますが、ご自身の立場とそう

せざるを得ないというような場面もありました。

ではない立場でどのように互いの意識をすり合わ

現在携わっているエコチル調査においては、私は

せているかについて、個人的な見解で結構ですの

コアセンターにいますので、いま研究がどういう

でエピソードをお話しいただければと思います。

状況にあって、いま何が議論されており、短期的、
あるいは中長期的に何が起ころうとしているか、

【末永】私は、立場としては研究者で、もとは医学分野で
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研究者が何をしようとしているかといったことを、

はなく哲学出身ですが、科学者の立場でコホート

十分ではないにしてもある程度知ることができま

研究を行っているという背景があります。

す。そのため、いま議論されていることの何が倫理

先に田中先生がお話ししていたことは非常によく

的に課題となりそうかを私なりに少し察知して、

わかります。倫理は手続き的なところがあります。

検討が必要なところについては研究計画が定まっ

この手続きを守らなければいけないとか、ここを

てしまう前に問題提起するチャンスもあります。

外すと危ないとか、そういうことばかり考えてい

そういう意味でコミュニケーションがとりやすい

るとちょっと窮屈なものに見えてしまうというこ

状況にあると個人的には思っています。

非常に難しい課題だと思います。社会との接点ワー
【洪】
キンググループでの活動経験から申し上げますと、
実際の支援活動として、倫理審査の書類を作成する
にあたっては、こちらでは専門的な内容がわからな
いということがありますので、実際に研究に携わっ
ている研究者とのコミュニケーションを通して進
めています。そのなかで、考え方のすり合わせが行
えている部分もあるのではないかと考えています。

また、
広報資料等を作成したり、一般市民向けの
ミニ講演会を行うなどのアウトリーチの活動のな
かで、一般市民との情報公開やコミュニケーショ
ンを通して研究者側、実際に倫理的な対応をして
いく側、そして参加者とのコミュニケーションを

たとえばがん登録推進法も総合科学技術会議で議

とっています。

論を始めてから 10 年もたってようやく立法され
るなど、法律が常に現場に遅れている実態があり

【長神】ありがとうございます。私は東北大学の東北メ

ます。これをどのように解決すべきでしょうか。

ディカル・メガバンク機構において広報と倫理

法律家も大々的な意識改革が必要では？」という

を担当しているのですが、たとえば、調査項目、

法律家の先生からのご質問なのですが、手短にコ

調査対象地域、あるいはどのようなプロセスで調

メントをいただければと思います。

査・研究を行うかを決める際の会議の場、あるい
は決定の場に倫理や広報の担当者が同席して決め

おっしゃるとおりだと思います。私も弁護士です
【境田】

ているかも大事なことだと思います。須田さんが

が、法律家にとってある意味でものすごく衝撃的

お話しされたのはそれに近いことだと思います

なのは、全ゲノム配列がわかる時代、これは私た

し、田中先生のお話も、調査や研究を行う前の段

ちがまったくコントロールできない情報が次々に

階から倫理面の課題についても話し合っていくと

明らかになる時代がもう来ているわけです。さら

いう視点を持ちながら決めているかどうかも関係

にこれからシーケンサーの価格が下がれば、日常

することなのだろうと思います。

的な医療の現場において全ゲノム配列を調べて治

東北大学東北メディカル・メガバンク機構の場合

療する、予防するといったことがもう何年か先に

には、解析の対象、あるいは疫学の研究などにし

も実現しそうな時代です。アメリカではすでにい

ても、計画を決める場に倫理の立場で考える人間

くつかの病院で行われています。そのなかで、私

が入ってその立場から自由に発言することを許さ

たちはそういった情報をどう生かすか、また、そ

れていると言いますか、そういうプロセスで事業

ういった情報をどう守るかということが問われて

計画が進められています。

いる時代だと言えます。
全ゲノム配列がわかるということは、おそらくい
ままで治らないと思っていた病気が治るように

情報をどう生かすか、どう守るか
─法 的 課 題 へ の 対 応 ─

もなる、また、遺伝的にいままでは必ず罹ってし
まったであろう病気を回避できるという、これま
で私たちが予想もできなかったメリットがある反

【武藤】境田先生へのご質問です。
「 2015 年に個人情報保

面、デメリットもあると思います。さらに言うと、

護法の改正を目指すということですが、日本のゲ

たとえば子どもや血縁者に病気の因子が見つかっ

ノムコホート研究とバイオバンクの ELSI 上の課

た場合、自分もそうなのかということがわかっ

題、とくに法的課題に対応するには、この法律の

てしまうという、深刻な状況が出ることもあるの

改正のみでは不十分であるのは自明です。自戒を

でしょう。ですから、いままで想像もできないメ

込めて伺いますが、こういうバイオ医療分野で、

リットもあれば、深刻な事態が将来起こる恐れも
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あるのです。

いて、疾患研究の専門家とコンタクトを取りなが

私たちに経験のない事態が起きると想定されるな

ら、データの限界、解析の限界、サンプルの限界、

かで、それに対してどのように法制度を整備して

臨床情報の限界があるということを深く理解した

いくかは大きな課題です。ご質問にあったとおり、

上で行っていくことが何よりも大事だと思います。

個人情報保護法の改正だけで対応できるものでは
ないと思っています。研究者の方々、倫理の専門

吉田先生にもう 1 点あるのですが「ナショナルセ
【武藤】

家、法律の専門家、皆で議論して理解を深めてい

ンター・バイオバンク・ネットワークでのサンプ

かなければならない課題だと思っています。

ルの分譲に関して、試料提供契約（ MTA）で行う
のか、それともコホート研究で予定されているの
でしょうか」という質問をいただいています。も

各コホート研究、バイオバンク間での
情報の共有 、分 譲 に お け る 課 題

う決まっているのでしょうか。
【吉田】
私たちは、たとえばナショナル・センターの研究

【武藤】ありがとうございます。次に吉田先生に質問が来

者がかかわる、すなわちナショナル・センターの

ています。「各コホート研究、バイオバンクの連

理事長が研究審査委員会（ IRB）に諮って許可し、

携について、ゲノム情報の共有は比較的容易と思

所属する職員が直接の責任を持って行うものを

われるが、他の生体試料由来のプロテオーム、メ

共同研究・受託研究と言っています。それに対し

タゲノム情報、医療・健康情報などについては、

て、分譲あるいは配布というのは、共同研究・受

前者はプラットフォームの違い、後者では収集す

託研究以外ですから、そういった意味ではナショ

る項目が統一されていないので、現状では共有の

ナル・センターの研究者や理事長には研究の内容

ためにすり合わせが必要なのではないかと思う

の詳細は知らされず、したがって直接の責任を持

が、その点はどうされているでしょうか」という

たないかたちだとも言えます。どんな研究にも無

ものです。コメントをお願いします。

条件で、たとえば軍事目的の研究にも配布するわ
けではなく、一定の審査はしますが、基本的にナ

【吉田】ゲノム情報に比べてほかの情報のデータの標準化

ショナル・センターの研究者が担う責任は限定的

や規格化が十分ではないというご指摘ですね。

であるかたちが分譲・配布であると私は理解して

それは確かにそのとおりで、解析技術だけではな

います。したがって、MTA は試料をやり取りす

く、その前の試料のプロセッシング、たとえば血

るときにかかわるので、共同研究であっても分譲

管を結紮したときから変化が始まってしまってい

であっても必要なのですが、いわゆる共同研究契

るわけですから、どのように試料が採取され、保

約・共同研究審査は、分譲のときには行わないと

管されたかといった情報を得るところも含めてま

いうのが私の理解です。

だ技術的検討が必要です。医学・生物学では、当
然ながらゲノムだけではない、ほかのオミックス
情報も必要であるということが明らかになって

対象者への謝礼の意義は？

いるわりには、まだまだ解析技術も進歩が必要な
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状況だと思います。ですから、公開されたデータ

【武藤】
ありがとうございます。次は対象者への謝礼に関

ベースになってきれいに整形された情報だけがあ

する質問です。
「エコチル調査では対象者に謝礼

れば十分であると誤解されるドライ系、インフォ

をお渡しするとありました。10 万人の対象者に 13

マティクス系の専門家もいるのですが、ウェット

年間で謝礼は予算の何％ですか。また、ほかのコ

系・臨床病理系の研究者に対しては単に謝辞を述

ホート研究でも謝礼をしているのでしょうか。謝

べるだけではなく、データそのもの、あるいは疾

礼をする意味、および謝礼をする、しないで研究

患概念そのものにも、データベースの字面や数字

成果や影響について大変に気になりますので、教

だけを信じていたのではわからないいろいろな

えていただければと思います」というものです。

問題が含まれているということを理解していただ

謝礼に関するお考えや、謝礼の金額や内容を決め

るときの費用についてなど、エコチル調査に限ら

してもその効果などの調査を行っているようです

ずお伺いします。

が、基本的にきょうお越しいただいている 4 つの
コホート研究の場合には調査票に記入していただ

【田中】J-MICC では、それぞれの 11 の研究サイトがリク

く負担を軽減すると言いますか、労力に少しでも

ルートしていて、謝礼を出す、出さない、出す場

報いるという観点で謝礼を出しているということ

合にお金にするのか、図書券にするのか、また額

ですね。

をどうするかといったことを各サイトで決めて
います。謝礼を出すのは少しでも参加率を上げた
いという目的もあるとは思いますが、出した場合
と出さない場合で参加率がどれだけ違うのかの

被災者のために─東北メディカル・
メガバンク機構の事業について─

データはとっていません。愛知県がんセンターで
は、謝礼ではなくウェットティッシュを配ったの

【武藤】
次に、東北メディカル・メガバンク機構について

ですが、まったく参加率が上がらなかったという

ちょっと厳しいご質問が来ています。
「東北メディ

ことがあります。謝礼や謝礼による効果などにつ

カル・メガバンク機構においては、被災地、つま

いては、とくにそれが問題として運営委員会で議

り弱い立場の人たちが研究対象となっていること

論になったことはありません。

について、どのような検討がなされたのでしょう
か？ そこが倫理的な問題だと思います」というも


エコチル調査では、
決して高額というわけではあ
【須田】

の、それから「東北メディカル・メガバンク機構

りませんが、調査に協力していただくときには基

は 10 年で 500 億円という巨額の税金を使うが、適

本的に謝礼相当の金券をお渡ししています。倫理

切に運用されているのか？

的な観点から言えば、不適切にインセンティブを

ク機構はどうなっているのか？

引き出すような額ではありません。時間的な拘束

まいを余儀なくされるなど弱い立場で、精神的、

など負担をかけていることや、わざわざ来ていた

経済的にも大変な状況に置かれているが、被災者

だいて検査を受けてもらうということに対して、

は弱者ではないと広言されているので、そのこと

謝意を表明することや交通費にあてていただくな

についてどうお考えですか？

ど、時間的・身体的負担に対する補填という以上

したら、その理由は何でしょうか？」などのご質

のものではありません。そうは言っても全体とし

問を頂戴しています。

第三者によるチェッ
被災者は仮設住

もし弱者でないと

てはある程度の額になります。リクルート期 3 年
間について言えば、この期間の予算全体に対して
4 〜 5％程度にあたるものであったと思います。

【長神】
ご質問ありがとうございます。私たちは復興事業
として、震災後に確かに巨額のお金をいただいて
事業を推進しているので、ご意見やご批判を常に

【末永】JPHC-NEXT
では、アンケートを書いて同意して


いただき続けるということを真摯に受け止めてい

いただいた方に 1,000 円分のクオカード、あるい

かなければいけないと思いますし、そのこと自体

は地域の商品券などを謝礼としてお渡ししていま

はむしろ私たちにとっても、自らを律する上でき

す。アンケートはエコチルで使われているものと

ちんとその行為に向き合い続けながら事業を行っ

同じ内容で、回答に 30 分以上かかる細かいもので

ていかなければならないと思っていることを前提

す。その 30 分なり 1 時間というお時間を回答のた

としてお答え申し上げます。

めに割いていただくという意味で 1,000 円が妥当

まず、被災地で行うということについてですが、

なのではないかという話し合いをした上で謝礼を

きょうはたまたま 6 つのコホート、ゲノムコホー

お支払いすることになりました。パイロット調査

ト全般あるいはバイオバンク全般のお話から共通

のときはお支払いしていませんでしたが、謝礼に

の課題が抽出されてお話しがありましたが、東北

よって回答率が上がっているかはわかりません。

メディカル・メガバンク機構の 1 つの非常に大き
な目的は、震災後の被災地域における健康状態を


【武藤】ありがとうございました。
アメリカでは謝礼に関

きちんと把握して、それをその後もきちんと見守
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【境田】
的確なご指摘だと思います。個人的な意見ですが、
私は被災者が弱者であることを否定するつもりは
毛頭ありません。むしろ、被災地域で行われる事業
であるからこそ、私たちの研究事業は、すべてを
被災者、被災地への還元、貢献に結びつかなけれ
ばならないのです。だから、バイオバンクをつく
り、ほかの研究機関に試料・情報を渡しますが、そ
の研究成果は必ず戻してくださいというルールに
しています。戻された研究成果はいずれは住民の
方に還元するからです。逆に、そこに貢献できない
のであればお断りするわけです。このような考え
り続ける、追いかけ続けるということです。被災

方でバンク事業を行っています。これはもちろん、

地で行うということがその目的の中心にあると

私たち自身で行う研究もそうです。東北大学も岩

いうことになります。そこで弱い立場の方々、苦

手医科大学も、必ずその研究成果を住民にお返し

しんでいる立場の方々にご協力いただき、研究等

するというルールにしています。この原則だけは

に参加していただくということに対しては、私た

絶対に譲らないところです。

ちも心苦しい思いを抱きながら、それに対して弱

また、被災者で弱者であるからこそ、きちんとし

者であるかないかということよりも、任意性と言

た説明責任を果たさなければなりません。私たち

いますか、私たちの事業へ参加いただくにあたっ

はパイロットスタディをするに際し、事業が始ま

て、ボランタリーにきちんと同意をいただいた上

る前に説明会で何分説明をすればよいか、どのよ

で、ご納得いただいた上で自ら参加いただくとい

うな説明資料であればわかりやすいか、何度も繰

うことをきちんと担保するということには非常に

り返し行いました。そして説明の時間も十分に

気を使っています。東北メディカル・メガバンク

とってご理解をいただいた上でご参加いただきま

機構の事業の一環として、地域医療支援事業も一

す。加えて、この事業は非常に重要な法的・倫理

緒にやっているのですが、医療支援の事業と、た

的課題があります。それこそ遺伝情報に関する個

とえばコホート事業の間にある程度明確な線を引

人情報特別保護法がどうあるべきかという課題も

いたりすることで、きちんと任意性を担保しよう

そうですし、法制度にかかわらず、本当に遺伝情

という配慮をして行っています。

報がわかることによって助からない人が助かると

それから、10 年間で 500 億円という大きな予算を

いう、その人にとっては奇跡のような研究成果が

いただいているという話ですが、15 万人を対象と

出ることもあれば、決して知りたくない研究成果

した事業ですので、どうしてもそれなりのお金は

が出ることがあるでしょう。そういったものを扱

かかるのですが、10 年で 500 億円に上るかと言え

う以上、細心の注意を払って法的論点、倫理的論

ば、だんだん予算を減らす努力はしているので、

点を全部検討しようとこれまで議論を重ねてきま

もう少し少なくなるかとは思います。

した。私は学内の倫理ワーキンググループの委員

第三者によるチェック機構については、いろいろ

長をやっておりましたが、さらに、全国倫理ワー

なかたちで行政的なチェックが入っています。た

キンググループを開催し、この分野の全国の専門

とえば、かつて事業仕分けといわれたもののよう

家を集めて合計 6 回ほど会議を行いました。現在

なかたちで、行政レベルできちんとチェックされ

は機構内に ELSI 委員会を組織し、全国の法学者

ていたり、あるいは外部評価的なものを設けた

などに集まっていただいて定期的に議論を重ねて

り、ELSI 委員会のしくみを設けたり、といったか

います。加えて、私たち自身もいろいろなところ

たちで事業を外の方々に見ていただけるようなし

に出かけて行って勉強して、毎週企画会議などの

くみをきちんとつくって、そこでの議事内容や議

いろいろな会議を行って情報交換をして、法的、

論の内容等を公開しています。

倫理的な論点についてずっと検討を重ねていま
す。
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扱うのか、他者に情報が流れるのか、というよ
うな立場があると思います。一方で使用したい
側では、少しでも早く簡便に入手したいという
立場の違いがあると考えます。どこまで審査し
て検討すれば OK という具体的かつ統一された
基準整備は今後なされるのでしょうか
これに類似した質問として、
・最小リスク、最小限の負担であればいずれの指
針でも倫理審査は迅速審査とすることができま
すが、インフォメーションリスク、ソーシャル
リスクがどのようなものであれば最小リスク、
また、最初のリクルートの段階において、住民の

最小限の負担を超えてフルレビューが必要にな

方に心臓疾患があるとか、うつ病のおそれがある

るのでしょうか

とかがわかれば、私たちは直ちに病院に行くこと

というご質問もありました。これについては、答

を勧めています。このように、将来にわたって必ず

えるのは難しいですね。ある程度の見極めができ

私たちの行っていることは地元の被災者の方に貢献

るのであれば倫理審査の担当者の負担はだいぶ軽

するのだということを柱に事業を進めています。

減できると思います。


【武藤】ありがとうございます。
いまいらしている 6 事業
のなかで東北メディカル・メガバンクは一番新し
い事業ですが、最も説明責任を問われる機会が多
い事業ではないかと思います。ほかの研究も被災

・医療の研究者は市民とコミュニケーションし続
けるべきではないかと思えてきます。
・バイオバンクの民間活用における必要な法整備
は何か、関連法規は何かを整理してほしい

地でなければ説明しなくてよいということではあ

・日本人の臨床データや生体試料を海外に送り、

りませんので、どのように住民の方々、対象者の

海外と共同研究する際の倫理的・法的課題があ

方々に理解していただくかについては共通の課題

れば知りたい

であると思いながらお聞きしていました。

・データの開示、研究成果のフィードバックにつ
いて、被験者にデータを開示する場合には分析
的妥当性、科学的根拠を考慮する必要がありま

今後への課 題 ─ 多 数 寄 せ ら れ た
ご質 問 ・ コ メ ン ト 紹 介 ─

す。最近は研究成果を研究参加者にフィード
バックしようとする流れが出てきていますが、
ゲノム研究の成果などの開示には相当に慎重に

【武藤】残りの時間が少なくなってきましたので、いただ

対応すべきだと思います。また、同意の範囲に

いたご質問、コメントを読み上げさせていただく

ついてもより深い議論が必要です。このため、

ことにしました。一つひとつを議論していくのは

これらの課題についての検討はぜひ継続してい

なかなか難しそうなので、お聞きいただいて、コメ

ただきたい。民間企業も加えた議論の設定を求

ントがあれば手を挙げていただきたいと思います。

めます
・長期間にわたるコホート研究において、研究参

・コホート研究に携わる研究者の倫理面は大丈夫
でしょうか
・試料・情報の利活用にあたって倫理審査を行う
にあたっては、審査側としてはどのように使用
されるのか詳しく検討したいと思うでしょう。
たとえば、どのようなプロトコール、誰が取り

加者が激減した場合、研究目標が達成不可能に
なる事態が生じることも考えられますが、その
事態への対処方法はどのようなものがあるので
しょうか
・どんなに時間をかけて IC を受けたとしても、研
究者、患者、ドクター等では研究内容に対する
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理解度は異なると思いますが、どういう工夫が
ありますか
・捜査当局からの情報提供要請への対応は完全に
拒否されておりますしょうか
・収集されているデータ・情報は、医学の発展に
必要な情報が詰まっているのですが、本日の発
表を聞いているとあまり共有に積極的ではない
ような気もしました。情報の扱いをもっと重点
的に検討すべきだと思います
今のご意見と、逆の受けとめをされたご意見もあ
ります。
・きょうの発表では、研究推進ありきで DNA 情

研究者の倫理観をどう育んでいくか

報の二次利用や研究方針の変更に伴う追加デー
タ収集を、倫理的に OK になったと公言するた

【武藤】
最後に、タイトルにも入れました「責任」という

めに複雑な手続きを踏んでいるように、講演者

キーワードについてパネリストの方々にご意見を

の話しぶりから感じました。担当者が研究プロ

いただきたいと思います。研究者の倫理観を育む

ジェクトの倫理問題の情報発信に対して当事者

ための取り組みについては、きょうは確かにあま

精神を高く持っていれば、テクニカルにはその

り話題にはならなかったのですが、それぞれの事

ような手続きが必要であるにしても、言い方や

業において大事なことだと思います。

姿勢はもっと患者寄りになるのではないでしょ
うか。今回の講演内容のわかりにくさ、情報発

やはり受益者、つまり誰のための研究かを考えな
【吉田】

信の手さぐり感が改善され、国民が納得できる

ければなりません。それはいますぐ、自分が生きて

研究成果が出ることを期待しています

いる間には役に立たないかもしれませんが、次の
世代のことを考えたときに、ある程度、特定の研究

・どうしても各プロジェクトの紹介に時間がかか

で、特定のプロジェクトに参加をするというモデ

り、倫理問題の課題への取り組みについてあま

ルから、本当に医療に、研究部分、医学部分を組み

り明確になったという印象を持たなかったが、

込んだようなしくみが必要になるのではないかと

まだ解決策は模索中ということでしょうか

思います。それを支えるためには、研究者、あるい

・研究現場に寄せられる信頼と責任への思いは組

は研究を縛って、プライバシーの保護を厳密にし

織として、あるいは研究者個人としてと、2 つ

て、研究に制限をかける方向だけの発想では足り

の方向性があるように思います。今回のシンポ

なくて、むしろプライバシーが漏洩しても、それ

ジウムで、それぞれの事業が組織として倫理的

を悪用させないようにすることが必要です。そも

な活動をする枠組みづくりをされていることが

そも私たちがゲノム情報だけではなくてもお互い

よくわかりました。では、組織内の研究者一人

差別をしないといった社会を、法律や指針だけで

ひとりで倫理観を育むための取り組みとしてど

はなく、教育も含めて成熟させていくことが必要

んな活動をされているのか、今後どんな活動が

でしょう。長期的にはそれしかないと思います。で

必要とお考えでしょうか

すので、ELSI にかかわる人たちは、検察官でも裁
判官でもなく、常に国民へ情報発信する役目も背

以上、お寄せいただいたご質問やコメントを読み

負っていくことが必要なのではないかと思います。

上げさせていただきました。

【洪】
おそらく倫理的な対応に完璧な正解はないと思い
ます。問題は現場でそれぞれの研究参加者の方と
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のコミュニケーションのなかで生じ得ることで

貢献していくということは、プライバシーや個人

す。皆に同じような対応をするのではなく、研究

情報が漏洩したり同定されるリスクは一定程度受

参加者が変われば対応も変わるのが当然だと思

け入れた上で、それを上回るメリットを生み出す

います。信頼というものが何かという非常に難し

ということです。遺伝情報特有の情報管理のしく

い問題ではありますが、現場におけるジレンマで

みの検討が必要になります。

あったり、倫理的な葛藤であったりを、コホート

もう 1 つ、今後法制化が進むと自己情報コント

研究を行っているいろいろなプロジェクトの方々

ロール権を強化するという方向に進むと思いま

と膝を突き合わせて、問題点を抽出し、どのよう

す。これは、たとえば Suica の情報について、訂

なコミュニケーションをとっていけば信頼につな

正しろとか削除しろという本人の権利が拡充、強

がっていくのかを考えていくのが第一歩だと思い

化されるといったものです。ところが、遺伝情報

ます。今後、実際の問題をどのように方向づけて

においては、新たな遺伝情報がわかったといって

いけばよりよいコミュニケーションを目指してい

も、まだ確かなものかどうかはわかりません。そ

けるのかを課題として議論していくことが、きょ

れを開示請求されたり、訂正しろと言われても、

う集まった方々の最初の出発点になるのではない

研究機関は困るわけです。ですから、その他の個

かと思います。

人情報といっしょくたに強力な権利を認める、自
己情報コントロール権を認めるという方向とも合


先の講演で、
パーソナルデータ、個人情報保護法
【境田】

わないのです。このように遺伝情報には一般の個

の特別法が制定されることについて述べました

人情報とは異なる特質があるということを私たち

が、その新法の立法趣旨はこういうことだと思い

は理解しなければいけないし、それが非常に大き

ます。たとえば、Suica の情報があるとします。そ

な課題であるということです。

の Suica の情報を辿れば、どこで何を買い、どこ
でどの乗り物に乗るかという生活習慣など、その

【須田】
先ほど、大規模な疫学研究の途中で参加者が激減

人に関する情報がどんどんデータとして出てくる

したら研究が立ち行かなくなるというお話があ

わけです。たしかに、そういうデータも非常に利用

りました。実は、私は以前は違う分野の研究プロ

価値はあるし、今後新たな産業を生む可能性もあ

ジェクトに関係していて、疫学研究はエコチル調

るでしょう。だから、そこは一方できちんと連結不

査が初めてでした。研究者というのは分野によっ

可能匿名化のように個人を同定できないようにす

てだいぶ違うものだなという第一印象を持ったこ

る、個人のプライバシーを守るという条件の下に

とを覚えています。もちろん、他の分野の研究者

利活用を進めましょうという方向性、考え方です。

がそうでないということでは決してありません

ところが、遺伝情報の場合は、実はそういった方

が、疫学調査の研究者は、参加者の気持ちや、参

向性とは違う要請があるわけです。というのは、

加者が何を気にしているかということを非常に大

まず、遺伝情報にはいまの段階ではまだわからな

切に考えるという印象を持ったからです。疫学研

い未知なる情報がたくさん含まれています。した

究では、長期にわたって参加者との協働関係を築

がって、個人の遺伝情報に加え、生活習慣や病気

きながら研究に参加していただかないと、研究が

の情報、そういったあらゆる複合的な情報を統合

成り立たないということを、研究者がよくわかっ

解析して、その遺伝情報の持つ意味を解読してい

ていらっしゃるということなのだと思います。

かなければならないということになります。それ

先ほどから、ELSI 研究者対サイエンスの研究者

は当然、東北メディカル・メガバンク機構だけで

というような構図で語られているわけですが、必

はできないし、BBJ だけでもできないし、いろい

ずしもそのような対立する関係ではないのではと

ろな研究機関が連携して、その結果を住民に還元

思っています。というのは、研究を大事に思う研

するというプロセスになってくると思います。と

究者には、ELSI 的な観点を持って自らを律しよう

くに稀少疾患の関連遺伝子の解析過程では、個人

とする気持ちがあるのだろうと私は思っているか

が特定されるおそれがあるし、同定されるおそれ

らです。そこをよすがに、私たち ELSI に携わる者

も出てきます。遺伝情報を基にこれからの医療に

とサイエンスの研究者がうまくコミュニケーショ
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す。それは、血清由来の検査データであったり、
質問票由来の情報であったりでも結局は同じな
のです。その情報がユニークであるかどうかとい
うことと、個人識別性があるかどうかというのは
別の話なのです。そこを混同して、イメージ先行
でゲノム研究というものを取り扱うことに関して
は、冷静に考える必要があると思っています。
もともと研究は、研究目的があって進んでいくわ
【末永】
けですが、その目的を逸脱しないように、きちんと
した研究成果が出るように、その研究成果が正当
なものであることが保証されるように、研究体制
ンをとって、ときには対立もしながら、いかに研

を支えていくことがベースになっていることが研

究を進めていくべきかを考えることが、参加者の

究の倫理観の特徴です。ゲノム情報の取り扱いの

理解と協力を得ながら研究を進めていく上で大事

難しいところがいろいろあるなかで、研究目的と

なのではないかと思います。

してオーダーメイド医療が実現するようなエビデ

インフォームド・コンセントについて、参加者に

ンスをつくることを掲げている以上はつくらなけ

いくら丁寧に説明しても理解には限界があるので

ればなりませんし、そのためには必要なサンプル

はというコメントがありましたが、私たちが伝え

数を集めなければなりません。その過程では、研

たいと思うこと、伝わるだろうと期待することが

究参加を撤回する方がたくさんいらっしゃったら

必ずしもうまく伝わらない、理解されないという

研究が成り立たないので、撤回したい方が出ない

経験はよくあります。わかってほしいことをうま

ような社会であってほしいと願います。ですから、

く伝えるためには、私たちもまた相手がどういう

私たちにはそういう社会をつくる責任があるので

ことに関心を持っているのか、なぜこの研究に参

す。そのために何らかのしくみをつくっていかな

加しているのかということを理解する必要がある

いといけないし、しくみとは別に、遺伝情報を悪

のだと思っています。一方的に伝えようとするだ

用しないことの徹底、そして、自分の健康や幸福

けではなく、お互いに理解し合っていくなかで少

のために常に皆さんが情報を使えるような社会が

しずつコミュニケーションが成立していくのだろ

実現するようなコミュニケーションをとっていく

うし、それが長期にわたる関係を築いていくため

必要があるでしょう。私は、いままでは倫理に対し

の基礎になっていくのだろうと思います。

て斜に構えていた部分があったのですが、正面か
ら向き合って合意を形成するようなコミュニケー

【田中】きょうのシンポジウムの 1 つのキーワードは、ヒ

ションをしっかりと考えていかないといけないと

トゲノム研究だと思います。ゲノムというものの

いうことがきょうここに来てよくわかりました。

取り扱いを考える上では、イメージを先行させる
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ことなく、実態に応じた取り扱いを考えることが

ありがとうございました。武藤先生に読み上げて
【長神】

大事だと思っています。たとえば、ある人の 14 番

いただいた多くのご質問、コメントを全部は扱い

染色体のどこかの塩基配列が、新宿の目抜き通り

切れないまま終了時間となってしまいましたが、

の電光掲示板に繰り返し流れたとします。それが

きょうゲノムコホート研究とバイオバンクに対し

ヒトゲノム由来であったとすれば、世界の誰かの

ていただいた非常にたくさんの課題を、それぞれ

ゲノムであるということはわかりますが、それが

の担当者が真剣に検討し、常にその結果を経過も

ある特定の人のものであることを知るには、その

含めて共有しながら今後も前に進めていければと

情報とその人の顔写真が一緒になって初めて、そ

思います。

れがその人個人のものであることがわかる、ある

パネリストの皆さん、ご参加いただいた皆さん、

いは名前が情報について初めて識別できるわけで

本日はどうもありがとうございました。

閉会挨拶
東北大学 東北メディカル・メガバンク機構

長神 風二

本日はご参加いただいた皆さんにたくさんの課題をいただきました。
今回は武藤先生を中心に東京大学医科学研究所の皆さんにこのような席を設けて
いただきましたが、たくさんの方々にご参加いただき、ゲノムコホート研究、バイオ
バンク事業に多くの皆さんに関心、期待を持っていただいているとあらためて感じ
ました。
多くの方々の期待に応えていくべく、私たちは研究、事業に携わる者として、本日
いただいた課題をそのままにせず、引き続き議論をする機会を設け、情報公開し、皆
さんと共有していくことが責任だと考えます。
本日はご参加ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。



長神 風二
東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 特任教授、
広報戦略室長、広報・企画部門副部門長
東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程満期退学。日本科学未来館、独立行
政法人科学技術振興機構、東北大学脳科学グローバル COE 特任准教授を経て、
2012 年東北メディカル・メガバンク機構特任准教授。2013 年より東北メディカル・メガバンク機構
特任教授。専門は、サイエンスコミュニケーション、科学広報。
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次世代多目的コホート研究
（JPHC-NEXT）の概要
1. 次世代多目的コホート研究（JPHC-NEXT）について
日本では高齢化によりがんや循環器病などの生活習慣病にかかる人が増加しているが、
その原因は単純に説明できるものではない。20 世紀に、生活習慣・環境とこうした病気
との関連を明らかにする基盤となってきたのが「コホート研究」とよばれる長期にわたる
大規模な観察型の疫学研究である。この 10 年の間に、日本でも、いくつかのコホート研
究の成果から喫煙、飲酒、食生活など様々な要因と病気とのかかわり方がわかってきた。
一方、生まれながらの体質（遺伝因子）も、こうした病気の罹りやすさに影響すると考え
られている。また、同じがんに罹ったケースでも、進行の速さなどの性質が違うこともあ
れば、治療効果に違いが見られることもある。なぜそうなるのか、どう予防あるいは治療
すればよいのか、その問いを、病気になる前の状態も考慮して実証的に解く基盤となるの
が「分子疫学コホート研究」である。
国立がん研究センターでは、1990 年から実施している多目的コホート研究（JPHC）で
培ったノウハウを活用し、
新たな世代の分子疫学コホート研究として、
次世代多目的コホー
ト研究（JPHC-NEXT）のパイロット研究を 2011 年に開始した。これを踏まえて 2012 年
に本研究へと移行し、2013 年現在、全国の地域で共同研究を展開しつつある。
2. 研究対象地域と対象者
次の地域を対象に研究が開始されている。秋田県横手地域：秋田県横手市。長野県佐久
地域：長野県佐久市、南佐久郡南牧村、佐久穂町、小海町、川上村、南相木村、北相木村。
高知県中央東地域：高知県香南市。その他、JPHC-NEXT 研究プロトコールを準用する連
携地域として、茨城県筑西地域、高知県安芸地域、新潟県村上地域および魚沼地域、千葉
県市原地域で研究が開始されている（図 1）
。
予定対象者数は全地域計 10 万人である。対象地域の市区町村の 40 〜 74 歳の住民に研
究への参加をよびかけ、インフォームド・コンセント（IC）のある方を対象者とする。
3. 研究試料・情報の収集
参加に同意いただいた対象者に、生活習慣に関するアンケート調査を行った。これは共
通自記式アンケート質問票で、健康状態、喫煙・飲酒、食物摂取状況などについての情報
を提供していただいている。健（検）診結果についても提供していただく。配布回収は、
地域の実情に合わせた方法で行われている。
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2011 年開始。2014 年 2 月時点の状況：アンケート

図1

91,000 人、生体試料

44,000 人

JPHC-NEXT 対象地域と連携地域（2014 年 2 月現在）

図2

検体の保存

また、市町村などで実施する健（検）診の機会を利用して、血液（7ml）
、健（検）診
検査用の血液の残り（約 1.5ml）
、
尿試料（4ml）を提供していただいている。状況に応じて、
研究のための採血の場を設けることもある。血液は各調査地域にて処理・分注し中央事務
局で凍結保存する（図 2）
。将来、血液の DNA からゲノム解析を行う可能性を IC に含む。
以後、5 年ごとに同様の断面調査の実施を予定している。
JPHC-NEXT 対象地域（連携地域を含む）では、2014 年 2 月までに、アンケートを
91,000 人から、そのうち生体試料を 44,000 人から提供していただいている。対象地域で
引き続きリクルートが行われるとともに、2014 年度より長崎県と愛媛県の地域で新たに
リクルートを開始する予定である。
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4. フォローアップ調査
研究参加者の死亡、転出および再転入、がん・循環器疾患・糖尿病、精神疾患などの病
気の罹患についての把握を、市区町村、全国がん登録・地域がん登録、診療報酬明細表、
医療機関等への照会を通じて行う。電子化医療情報の活用も検討中である。
5. 研究成果の還元
期待される成果：JPHC-NEXT では、疾患罹患前に収集した様々なバイオマーカーや詳
細な生活習慣情報などと遺伝情報の組み合わせによる解析が可能となる。この研究から得
られるエビデンスは、正確な疾患罹患予測診断に基づくオーダーメイド予防の実現のため
の研究基盤となることが期待できる。
集団の解析結果：JPHC と同様に、集団の結果を解析し、論文として公表された科学的
な研究成果については、研究参加者への情報としてお返しする。折々に、成果の概要をわ
かりやすくまとめた冊子等をお届けする。また、ホームページでいつでも研究計画と研究
成果に関する最新の情報を入手できるようにし、希望者へは e-mail によるリサーチニュー
スの配信を行う。
参加者への結果返却：参加者それぞれに対し、栄養素・食品群別摂取量の計算結果およ
び将来のがん・循環器疾患リスク予測、ヘリコバクター・ピロリ菌抗体価・ペプシノーゲ
ン値から計算した胃の健康度については結果を返却する。それ以外に研究目的で実施され
た生体試料の解析結果は、原則として個人には通知しない。その臨床的な意義（検査結果
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図3
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2025以降…

研究スケジュール

の病気との関連や対応方法など）が明らかではないこと、試料収集から解析までに何年も
経っていて状況が変わっている可能性があることなどがその理由である。
ヒトゲノムを扱う研究における遺伝情報の開示については、国際的にも様々な議論が起
こっているところであるが、この研究では原則として開示しない方針である。ただし提供
者の遺伝子解析の結果が生命に重大な影響を与えることが判明し、かつ、有効な対処方法
があるときは、倫理審査委員会の意見に基づき、機関長の判断により、試料等提供者やそ
の血縁者に対し、その情報の開示への同意に関する照会がなされる場合があることも併せ
て、対象者に対し方針を説明している。
6. 研究スケジュール
JPHC-NEXT の研究の流れを図に示す（図 3）
。
7. その他、財源など
JPHC-NEXT は、運営費交付金を原資とするがん研究開発費によって、最低限の研究基
盤として維持されている。そのために、保存血液などの利用には別の財源確保が必要であ
る。連携コホートにおいては、基本的にそれぞれの研究費によって運営されている。
8. 中央研究事務局
独立行政法人 国立がん研究センター がん予防・検診研究センター 予防研究グループ
（ホームページ

http://epi.ncc.go.jp/）
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日本多施設共同コーホート研究
（J-MICC Study）
の概要
1. 財源
日本学術振興会科学研究費助成事業（新学術領域研究）
「がん研究分野の特性等を踏ま
えた支援活動」
（今井浩三代表）の助成による。
2. 研究組織体制

3. 共同研究機関
千葉県がんセンター研究局がん予防センター
静岡県立大学食品栄養科学部公衆衛生学
名古屋大学大学院医学系研究科予防医学（中央事務局が設置）
愛知県がんセンター研究所疫学・予防部
名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学
滋賀医科大学公衆衛生学
京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫学
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部予防医学
九州大学大学院医学研究院予防医学
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九州大学大学院医学研究院感染環境医学
佐賀大学医学部予防医学
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際島嶼医療学
4. 研究参加者（35 ～ 69 歳）のリクルート方法
（1）一般住民、ポスティングによるよびかけに反応
千葉がんセンターが実施の、印西市、柏市、我孫子市、名大が実施の名古屋市千種区内、
京都府立医大学が実施の京都市内、徳島大が実施の徳島市の一部
（2）一般住民（職域含む）の、健診受診者
静岡県立大学が実施の静岡市内、名古屋市立大学が実施の岡崎市内、名古屋大学が実施
の浜松市内、滋賀医大学が実施の高島地区、京都府立医大学が実施の京都府内の複数、徳
島大学が実施の徳島市内、
佐賀大学が実施の佐賀県内、
鹿児島大学が実施の鹿児島県内（九
州島と奄美大島）九州大学予防医学が実施の福岡県内、九州大学感染制御医学が実施の、
福岡、長崎県対馬、および沖縄県内、名古屋大学が実施の三重県伊賀市内（連合予定）
（3）病院の初診外来患者
愛知県がんセンター（名古屋市千種区）
5. ベースライン調査
2013 年末日までに、約 9 万 9 千人のリクルートを終了。
6. 生体試料の保存
研究参加者から 14cc 採血し、血漿、血清、バフィーコートに分離した後に名大中央事
務局と各研究サイトがそれぞれ半量ずつ保存している。各研究サイトが保存する生体試料
は、各研究サイトの個別研究として用いられる。名大サイトの生体試料は、連携先である山
形大学に分散保存してもらうことで、大規模災害に備えた完全な分散保存体制を取っている。
7. 第二次調査、追跡調査
ベースライン調査から 5 年後に、再び研究参加者に対して、ベースライン調査項目とほ
ぼ同じ調査を行っている。また、追跡調査は全員に毎年行い、2014 年 2 月時点で 4,652 人
のがん罹患と 2,487 人の死因を把握。追跡調査は 2025 年まで実施する予定。
8. 共同研究促進委員会
「がん支援活動」の一環として、国内のがん研究活動を支援する立場から、一般健常人
の生体試料、検査データ等を用いた研究支援を、J-MICC 各研究サイトの個別共同研究の
形で成立するべく、外部からの研究支援依頼に対し、その仲介、斡旋を行っている。
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9. 他のコーホートとの連携
山形大学 GCOE コホート（1 万 5 千人）
、慶応大学鶴岡メタボロームコホート（1 万人）
と調査票の共通化を図り、連携している。JPHC グループと、将来のデータ統合を可能に
するための FFQ 等の統合妥当性研究を実施。
10. BBJ との連携
47 疾患の GWAS に際しての一般健常人コントロールとして、14,000 人分の DNA を 2
月までに理研に送付した。有病者・罹患者を登録の対象としている BBJ と、一般健常人
を登録の対象としている J-MICC とは、疾患の個別化予防に資するこのようなゲノム疫学
研究の実施において、相補的な関係となり得る。また、J-MICC のような一般健常人コホー
トが、いわゆるケースコホート研究を実施する際、不足しがちなケース（有病者または罹
患者）の生体試料を今後は BBJ 側から提供を受けるかたちでの共同研究体制をつくるこ
とで、研究成果が上がるまでに要する時間を短縮することができる。
11. 広報活動
名大中央事務局が J-MICC ホームページを運営し、研究活動状況を広報している。研究
成果については、論文がアクセプトされた時点で筆頭著者がその内容を一般の方にわかり
やすく紹介する企画を続けている（J-MICC Plus）
。共同研究による生体試料等の支援要
請を受け付けるコーナーは 2013 年 1 月に開設した。
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子どもの健康と環境に関する
日本多施設共同コーホート研究
（J-MICC
全国調査（エコチル調査）
Study）
の概要 の概要
１．エコチル調査の背景と目的
近年、子どもたちの間で喘息やアトピー、発達障害などの疾病が増加している。こうした疾
病の最近の増加傾向には、生活環境のなかにある化学物質等が関係している可能性があると考
えられており、子どもに対する環境リスクが増大しているのではないかとの懸念が指摘されて
いる。子どもは発達途上にあり、身体の各器官の構造や機能は成熟過程にある。また、子ども
はその身体的特徴や行動特性によって環境中の有害物に対して特異的な曝露形態があり、また
化学物質の体内動態も成人とは異なるなど、
子ども特有の脆弱性があることが指摘されている。
エコチル調査の目的は、環境要因が子どもの健康に与える影響を明らかにすることである。
とくに化学物質の曝露や生活環境が、胎児期から小児期にわたる子どもの健康や成長に与え
る影響について明らかにし、化学物質等の適切なリスク管理体制の構築につなげることを目
指している。胎児期から小児期は大きな成長・発達を示す時期であるとともに、胎児期にお
ける環境要因への曝露が小児期における健康に影響を与える可能性があるため、この時期に
コホート研究により環境要因および関連する健康影響を経時的に観察することが必要であ
る。エコチル調査では学童期に重なる 13 歳に達するまでを調査対象期間としている。
エコチル調査では、妊娠・生殖、先天奇形、精神神経発達、免疫・アレルギー、代謝・内
分泌の各分野において、環境
と子どもの健康にかかわる仮
説を設定し、その仮説を検証
するために、指標となるアウ
トカム（健康や発達における
変化）を測定する。また、化
学物質への曝露評価と併せて
それ以外の環境要因、遺伝要
因、社会要因、生活習慣要因
等の交絡因子・修飾因子につ
いても、環境測定、質問票調
査等によって評価を行う。

図１

エコチル調査の背景と目的

２．実施体制
エコチル調査では、独立行政法人国立環境研究所がコアセンターとして研究全体を取りま
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とめ、調査の総括的な管理・運営を行う。コアセンターは、収集するデータの集積とデータ
システムの運営を行うとともに、生体試料および環境試料の保存・管理、適切な精度管理下
での分析を行う。また、リスク管理、広報・コミュニケーション活動など調査全体の中央事
務局としての役割を担う。
コアセンターに研究計画の変更等を含むエコチル調査の実施に係る重要事項について審議・
決定するとともに、研究全体の進行状況を管理、調整し、エコチル調査の実施に関する責任を
負う運営委員会を設置し、この下に各種の専門委員会、倫理問題検討委員会等の組織を置く。
独立行政法人国立成育医療研究センターは、医学に関する専門的知見を有するメディカル
サポートセンターとしてコアセンターを支援する。
環境省が公募により決定した全国で 15 か所の大学、研究機関等がそれぞれユニットセン
ターを立ち上げ、コアセンターおよびメディカルサポートセンターとこれらのユニットセン
ターとが協働してエコチル調査を実施する。ユニットセンターはそれぞれ行政単位からなる
調査地区を、出生数・地
域代表性・化学物質曝露
レベルなどを考慮して設
定し、地方自治体と連携
しつつ、地区内の協力医
療機関と緊密な協力関係
を築き、調査対象者（妊
婦）のリクルートを行い、
その子どもが 13 歳に達
するまでのフォローアッ
プを行う。

図２

エコチル調査の実施体制

３．調査内容
エコチル調査では、調査地区に居住する妊婦をリクルートの対象者とし、全国で 10 万人の子
どもおよびその両親についてのコホート調査を実施する。リクルートは 2011 年 1 月から 3 年間
実施し、追跡調査は子どもが 13 歳に達するまで実施する。すべての参加者（子ども）が 13 歳
に達した後、5 年間のデータ解析期間を含めた 2032 年度までを全体の調査期間としている。
実施する調査は、すべてのユニットセンターの調査参加者全員を対象として全国統一の内
容で実施する「全体調査」、リクルート開始２年目以降の全体調査参加者のなかから無作為
に抽出した約 5 千人を対象としてより詳細な内容で実施する「詳細調査」
、ユニットセンター
等が独自の計画および予算に基づいて、環境省の承認を受けて、調査参加者の一部または全
部を対象として実施する「追加調査」の 3 つがある。
全体調査および詳細調査では、母親参加者からは血液・尿・毛髪ならびに母乳の採取、分
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娩時には臍帯血の採取を行
う。子どもの参加者につい
ては血液・毛髪・尿の採取
を行う。父親参加者からは
血液の採取を行う。各生体
試料を分析し、化学物質へ
の曝露評価やアレルギー等
の指標物質の測定、仮説で
示される環境要因とアウト
カムとの関連性にかかわる
遺伝子の解析等を行う。ま
た、質問票調査や面接調査

図３

エコチル調査の内容

等を実施し、曝露評価やアウトカム評価および関連要因の評価を行う。
４．インフォームド・コンセント
エコチル調査では、
母親本人を対象とした調査項目、
父親本人を対象とした調査項目については、
それぞれ本人からインフォームド・コンセントを受ける。子どもの調査参加についての同意は妊
娠中の母親から受けるが、参加する子どもの親権を持つ両親の理解を得ることが望ましいことか
ら、父親に対してもエコチル調査に関する情報を提供した上、父親の意思についても確認する。
また参加者（子ども）が説明内容を理解できる年齢に達した後には、調査についてわかり
やすい言葉で説明し、その理解を得るように努める。参加者（子ども）本人への説明および
意思確認の必要性やその時期を含めた方法について検討し、環境省「疫学研究に関する審査
検討会」等の倫理審査を受け承認を得た上で実施する。
リクルート時に詳細な実施計画が定まっている調査内容についてはリクルート時にインフォー
ムド・コンセントを得るが、それ以外の調査内容については、詳細な実施計画が決定した時点で
代諾者より再度インフォームド・コンセントを受ける。その際に参加者（子ども）が説明内容を
理解できる年齢に達している場合には子ども本人に対しても調査内容に関する説明を行う。
５．生体試料およびデータの保管および保管期間
参加者から提供された生体試料（血液、尿、母乳など）の一部については、コアセンター
内の長期保存施設で保存・管理し、当初の計画を策定した時点で想定されなかった分析等の
必要が生じた場合に、分析に供する。
エコチル調査では、生体試料およびデータについては、解析が終了する 2032 年度まで連
結可能匿名化の状態で保管する。この保管期間については、延長される可能性があることをリ
クルート時の説明書で明記しており、当初の計画期間以降も本調査が継続される場合には、そ
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の終了時まで生体試料およびデータの保管期間を延長し、連結可能匿名化の状態で保管する。
また、生体試料およびデータをエコチル調査以外の研究へ提供するためのしくみを構築す
る。これに係る委員会を運営委員会に設置して提供について適否を審査し、運営委員会で判
断する。さらに、調査期間終了後、環境省において生体試料およびデータをエコチル調査以
外の研究へ提供するためのしくみ（生体試料バンク、データアーカイブズなど）を構築する
計画があることをリクルート時の説明書に明記しており、調査期間終了後も保管が継続され
る予定である。これらの生体試料およびデータの提供にあたっては、個人情報との連結が不
可能となる措置をとる。なお、エコチル調査以外の研究へ提供するためのしくみに関する具
体的な検討についてはまだ着手していない。
６．遺伝要因の解析について
仮説で示した環境要因のアウトカムに対する影響を検証するためには、遺伝的感受性がど
のように関与するかを評価する必要がある。そのためエコチル調査では、遺伝子解析に供す
る目的で参加者（子ども、母親、父親）の血液を保存することについてリクルート時の説明
書に明記し説明した上で、血液試料を提供していただいている。
現在コアセンターに設置した遺伝子解析計画ワーキンググループにおいて具体的な解析計
画を策定するとともに、倫理的な課題についても検討を行っているところである。今後、遺
伝子解析に関する具体的な研究計画が決定した時点で倫理審査を受け、その結果に基づき必
要な手続きを踏んだ上で解析を行う。
７．エコチル調査の進捗状況
2011 年 1 月 24 日 に 開 始 し
たリクルートは、2014 年 3 月
で終了した。2014 年 5 月末現
在の参加登録者数は、母親が
10 万 3 千 人、 父 親 が 5 万 人、
子どもが 8 万 2 千人となって
いる。
今後は、半年毎に行う自記
式の質問票調査を中心とした
追 跡 調 査 を 継 続 す る。 現 在、
出生後 2 歳 6 か月の調査まで

図４

エコチル調査のロードマップ

開始しており、参加者（子ども）が 13 歳に達するまで実施する。さらに一部の参加者（約 5
千人）を対象として実施する詳細調査（数年に一度、家庭訪問による生活環境の測定や、医
師や専門家による医学的な検査等を行う調査）を 2014 年 10 月より開始する。
環境省エコチル調査 HP：http://www.env.go.jp/chemi/ceh/
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東北メディカル・メガバンク計画
日本多施設共同コーホート研究
（ToMMo）
（J-MICC の概要
Study）
の概要
1. 東北メディカル・メガバンク計画（ToMMo）の事業概要について
「東北メディカル・メガバンク計画」は、東日本大震災を受けた復興事業として宮城県お
よび岩手県の被災地を中心とした地域の住民を対象として健康調査を実施するとともに、参
加住民の生体試料、健康情報、診療情報等を収集して 15 万人規模のバイオバンクを構築し、
また、遺伝子解析データと併せて解析することにより、創薬研究や個別化医療の基盤を形成
し、将来的には、得られた研究成果を被災地の住民の方々に還元することを目的とする事業
を言う。
本計画における事業内容は以下のとおりである。
①【地域医療支援】 医療関係人材を被災地に派遣し、循環型医師支援システムを構築する
とともに、地域医療支援を行うこと
②【健康調査・健康向上】 被災地を中心とした住民の健康調査を実施し、結果回付等を通
じて住民の健康向上に取り組むこと
③【医療情報の収集】 宮城県・岩手県で実施される地域医療情報基盤との協力関係を密に
しながら、効率的に医療情報等の収集を行う体制を構築すること
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④【コホート研究】 地域医療情報基盤と連携し、被災地をおもな対象にしてゲノム情報を
含むコホート研究（地域住民コホートと三世代コホート）を行うこと
⑤【次世代医療の開発と提供】 個別化予防・個別化医療などの次世代医療の開発を行うと
ともに、地域住民に対して開発された次世代医療を提供すること
⑥【医療産業の拠点形成】 東北地方に未来型医療産業の拠点を形成し、創薬などの新たな
産業を創出すること
本計画の実施にあたっては、文部科学省内に設置された「東北メディカル・メガバンク計
画推進本部」が本計画の推進方針を決定し、その推進方針にしたがって、東北大学および岩
手医科大学は本計画を実施することとされている。
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本計画の事業期間は 10 年間を予定しており、平成 23 年度から 25 年度までに計上された
予算は約 256 億円である。
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2. 本計画における事業執行体制について
本計画は東北大学と岩手医科大学による共同プロジェクトであるため、両大学の法人の長
および研究責任者等によって構成される合議体の組織「東北メディカル・メガバンク計画推
進合同運営協議会」が設置されている。
また、事業の遂行にあたって、とくに重要な三分野については、上記運営協議会の下、個
別の分科会（遺伝情報等回付検討委員会、試料情報分譲審査委員会、知的財産専門委員会）
が設置されており、それぞれの分科会が検討を行うという体制が構築されている。
同分科会のうち、遺伝情報等回付検討委員会は、遺伝情報等の回付に関するルールの作成
と個別案件の審査を行い、試料情報分譲審査委員会は、バイオバンクに集積された試料およ
び情報を研究機関に提供することについてのルールの作成および個別案件の審査を行い、知
的財産専門委員会は、本研究から創出される知的財産の取得支援、管理支援、活用支援、そ
の他の知的財産に関する様々な支援業務を担うこととなる。
また、本事業は、公的バンクの構築や個別化医療や個別化予防など次世代医療体制の構築を
目指す国家プロジェクトとしても位置づけられているため、公正・公平・透明なガバナンスが
確保されなければならない。さらに、本事業は、震災復興事業でもあることから、被災地の住
民との協同的なパートナーシップを築くという社会的観点を取り入れることも重要である。
そこで、当機構外に本計画の倫理的・法的・社会的問題に関して検討を行うための委員会（東
北メディカル・メガバンク事業倫理的・法的・社会的課題に関する検討委員会）が設置され
ている。
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オーダーメイド医療の
日本多施設共同コーホート研究
実現プログラム
（BBJ）
の概要
（J-MICC
Study）
の概要
１.「オーダーメイド医療の実現プログラム」が目指すもの
「オーダーメイド医療の実現プログラム」は、文部科学省の委託事業として 2003 年に開
始された。本プログラムが目指す「オーダーメイド医療」とは、一人ひとりの遺伝情報を
調べることで、それぞれの体質に合わせて最適な予防法や治療法を選ぶことができる医療
のことである。このような「オーダーメイド医療」を臨床の現場で実現することを目標に
研究が進められている。
具体的には、第 1 期（2003 ～ 2008 年）では、47 疾患を対象に約 20 万人の患者のご協
力により DNA および血清等を保管・管理する世界最大規模の患者バンクとして「バイオ
バンク・ジャパン」を構築した。2 期（2008 ～ 2013 年）では、このような研究基盤の下、
基礎研究を推進してきた。
第 3 期（2013 ～ 2018 年）では、第 1・2 期において積み上げてきた基盤整備や基礎研
究をさらに発展させ応用していくために、2 つのコホート研究を同時に実施している（図
１）。1 つ目は、病気の治療や予後と遺伝情報の関係を明らかにするために、第 1 期で登
録された患者さんについて追跡調査を行っている（第１コホート研究）
。2 つ目に、日本

図１

バイオバンク・ジャパンにおける研究ロードマップ

図２

協力医療機関
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全国の 12 医療機関 53 施設（図２）の協力の下、新たに 38 疾患の患者さんを対象として、
10 万人を目標に DNA と臨床情報を提供していただくためのリクルートを実施している
（第 2 コホート研究）
。
２. 対象疾患
新規に収集している 38 の疾患
（表１）
は、
第 1・2 期の対象疾患であった 47 疾患のなかから、
がん、
循環器疾患、
薬剤関連疾患、
自己免疫疾患、
呼吸器疾患等の 35 疾患に限定するとともに、
日本において社会的影響が大きいとされている脳出血、認知症、うつ病の 3 疾患が加わった。
３. メディカル・コーディネーター（MC）の育成と試料等の収集
本プログラムでは、適正なインフォームド・コンセントの実施や、臨床情報の入力を行
う人員の養成が継続的に行われている。第 1 期から 2014 年 3 月までに全 41 回の講習会が
実施され、約 2,200 名の MC が養成された。
MC は、対象となる患者さんが自由意思で研究へのご協力を決められるようにするため
に、必要な情報をわかりやすく提供する役割を担っている。リクルートの段階から患者の
表１

第 3 期における対象疾患

図３
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試料・臨床情報の提供から研究に至るまでの流れ

立場に立ったお声かけを心がけながら、
倫理指針に基づくインフォームド・コンセント（十
分な説明と書面同意）と試料採取を実施している。この一連の過程において、多くの MC
は、患者さんに対して目に見えない数々の配慮を忘れない事や適切なコミュニケーション
による信頼関係を築くことをインフォームド・コンセント業務において最も重要視してい
た（インタビュー調査、2012）
。また、バイオバンク・ジャパンの臨床データベースを詳
細な時系列データとするため、毎年、臨床情報の更新と追跡調査を実施している。
４. 提供された試料等の保管管理と活用
患者から提供いただいた試料・臨床情報等は、2003 年に東京大学医科学研究所に設立
されたバイオバンク・ジャパンに大切に保管・管理されている。バイオバンク・ジャパン
は、DNA 倉庫（写真１）
、血清倉庫（写真２）
、統合臨床データベース（写真３）から構
成されている。
協力医療機関で収集された試料や臨床情報、追跡情報は、予め個人が特定できないよう
に、新たな ID 番号をつけて（連結可能匿名化）からバイオバンク・ジャパンに送られる。
さらに、これらの試料・臨床情報を保管する各倉庫・データベースには、特定の関係者し
か入室できないようにそれぞれセキュリティ管理が施されている。

写真１

DNA 倉庫

写真２

写真３

血清倉庫

統合臨床データベース
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５. DNA 解析および共同研究
DNA 解析をおもに担当している理化学研究所統合生命医科学研究センターでは、バイ
オバンク・ジャパンに保管されている試料等を用いて、遺伝情報のすべてを網羅的に読み
解く分析（SNP 解析を含むゲノム解析）を行い、得られた遺伝情報と生活習慣を含む臨
床情報、追跡情報などと比較しながら、病気の発症や重症度、治療方法などと関連する遺
伝子を調べている。
第 3 期からは、ゲノム解析技術の進展に伴うデータ量の増加に合わせて、スーパーコン
ピューターを利用したゲノム解析を実施する予定である。
さらに、本プログラムで得られたゲノム解析データと比較するために、東北メディカル・
メガバンク機構（東北 MMB）
、日本多施設共同コーホート研究（J-MICC）
、多目的コホー
ト研究（JPHC）がそれぞれ収集している DNA サンプルの提供を受けて、共同研究を行
う予定である。
６. これまでの研究成果
本プログラムの研究成果として、2013 年 12 月現在、Nature Genetics 38 編を含む 235
編の論文が学術誌に発表された。これらの研究成果から疾患・薬剤関連遺伝子を 280 個同
定（新規のみ）
、疾患関連遺伝子が 258 個、薬剤関連遺伝子が 22 個同定された（図４）
。

図４
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本プログラムから発表された論文数（2013 年 12 月現在）

ナショナルセンター・バイオバンク・
ネットワークの概要
NCBN（ナショナルセンター（NC）
・バイオバンク・ネットワーク）とは？
わが国には 6 つの NC があり、その H22-26 年度中期目標前文には、
「国が医療政策を効
果的、効率的に推進するため、国立高度専門医療研究センターには、疫学研究等による日
本人のエビデンスの収集や高度先駆的医療の開発およびその普及等、わが国の研究、医療
水準を向上させ、もって公衆衛生の向上に寄与することにより、医療政策を牽引していく
拠点となること」と定められている。すなわち、大学等と異なり、各担当疾患について特
化して、専門的・継続的に取り組む機関であり、その疾患に関する様々な専門家が集積し
ている。また、いわゆる high-volume center である病院と研究所とを併設していて、
「臨
床に学び、臨床に還す」双方向性の TR（トランスレーショナルリサーチ）
（図 1）を主眼
としている。
そ の た め、 各 NC の 研 究 所
では、設立当初から、NC 病院
から得られる臨床試料・情報
を用いた研究が盛んだった（図
2）
。そこで自然発生的に、各
NC に は そ れ ぞ れ 特 徴 を 持 つ
バイオバンクがつくられてき
たが、それらを連携させ、NC
外の研究者との共同研究等を、

図1

もっと促進するためにネット
ワークをつくった（図 3）。中
央事務局は国立国際医療研
究センターにあり、各 NC が
保管する試料を総覧するカタ
ログデータベースを提供して
い る（ 図 4）。 バ イ オ バ ン ク
連携のために必要な様々な課
題を検討する作業／検討部
会が設けられており（図 5）、
本シンポジウムの第一のテー

図2
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マである「NCBN の推進において抽出される ELSI 課題」は「倫理検討部会」で検討され、
NCBN の運営協議会に上げられ、決定事項を「中央研究倫理支援部門」が実施する。

図3

図4

図5
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文部科学省科学技術試験研究委託事業

「オーダーメイド医療の実現プログラム」シンポジウム
日本のゲノムコホート研究とバイオバンクの倫理的課題
─信頼と責任を考える─
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