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序文
近年、生物分子工学技術の未曾有の進歩により、がん研究で用いられる分析方法の能力と精
度が飛躍的に向上し、個別化医療への取り組みが加速している。ヒト試料はこのような発展途
上にある新しい技術基盤の分析対象として注目を集めてきている。また、ヒト試料は基礎研究
と応用研究における重要な資源であり、治療、診断、予防の標的となる分子の発見や、さらに
がんという病気の分類に利用できる分子情報の提供に直接係る資源である。このような新しい
分析基盤に由来する分子情報の信頼性は、分析対象となる生物試料の質と再現性（c
onsiste
ncy）
に依存している。生物試料の質に対する要求基準が高まった結果、科学を基盤に置いた方法を
駆使してヒト生物資源保管施設を標準化することが、研究事業全体にとって急務となっている。
標準化された質の高い生物試料が存在しないことは、がん研究の重大な障害として広く認識さ
れている。
ここ数年にわたり、米国国立がん研究所（Nat
ion
alCancerI
nstitute
:NCI）は、同研究所
が研究資金を提供したヒト生物資源保管施設の現状およびがん研究に用いられる生物試料の質
を把握するために当然なされるべき一連の調査研究研究を徹底的に行った。このような課題に
立ち向かい、段階的に課題解決する戦略的計画へと導き、連携を深めるため、200
4～2005年、
NCIの各部門を横断する Biore
positoryCoordi
nati
ngCommitte
e（生物試料連携委員会：B
CC）
の創設に続いて Offi
ceofBiorepos
itoriesandB
i
ospecimenResearch
（生物試料レポジトリ
および生物試料を用いた研究事務局：O
BBR）が設立された。この取り組みは『First
-Genera
tion
GuidelinesforNCISupporte
dBiorep
ositorie
s（NCIが助成する生物試料レポジトリの第一
世代指針）』として結実した。同書は、2006年 4月 28日付官報（71FR25184）で発表された
暫定版指針である。その後、同ガイドラインは、民間の意見や当該課題の専門家からの助言に
基づいて、『NCIBestP
ractice
sforBiosp
ecimenResources（米国国立がん研究所 ヒト生物
資源保管施設のための実務要領） NCI実務要領［N
CIBestPra
ctices］June200
7』として改
訂され、200
7年 6月に OBBRのウェブサイトに発表された。
NCI実務要領の本改訂版では、ヒト生物資源保管施設の共同体から出された意見に対応する
こと、ならびにヒト生物資源やデータ品質に関して最新かつ詳細な勧告を行うことを目的とし
ている。主な改訂内容として、ヒト生物資源保管施設の管理および運用および利益相反（COIs）
における新しい項の追加、管理者責任およびインフォームド・コンセントに関する勧告の拡大
（2007年に NCIが主催したヒト生物資源保管施設の管理者責任および所有者責任の問題に関す
るシンポジウム－ワークショップで共通認識された知見に基づく）、文書全体にわたる最新参
考文献の追加、現行の連邦指針書や国際的な生物試料組織からの勧告との調和が挙げられる。
NCI実務要領の本改訂版は、2007年度版と同様、NC
I内の専門家および米国国立衛生研究所全
体による精査を受けている。また、インターネット上に掲示して民間の意見を募り、集まった
意見を踏まえて本改訂版を完成させた。
本 NCI実務要領は、科学的根拠に基づいた研究資源の取り扱い、生物試料および試料情報の
質の向上、倫理的・法的要件の遵守を支援する重要な原則を提示するものである。現行の NCI
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実務要領は、研究室での操作手順の詳細について触れるのではなく、ヒト生物資源保管施設が
作成すべき実務手順の土台となる原則を提供する。本書に記述されている勧告は、各々のヒト
生物資源保管施設の設置目的や科学的要請を満たすように適宜修正を加えて採用されることが
意図されている。NC
I実務要領を採用するか否かは任意であるが、本書に概説される原則が、
がん研究用生物試料の最大限の利用という目標の達成に資すると NCIは考える。
生物試料に関する生物学分野の進歩、新規の科学的、技術的、臨床的手法の進展、新たな倫
理上・法律上の方針や規制の制定に伴って、NC
I実務要領は改訂されていく。今後、研究者社
会が、試料の種類と分析方法の両方に特化した根拠に基づく標準業務手順（SOP
）の構築に向か
うに従い、生物試料研究の取り組みで得られた成果に基づいて逐次改訂されるであろう。NCI
としては、ヒト生物資源保管施設のための科学的に正確な最新の実務要領の整備に力を注ぐと
ともに、がん研究者社会の利害関係者からの助言や情報提供を求め続けていくことを約束する。
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米国国立がん研究所
A.
A.1.

ヒト生物資源保管施設のための実務要領
目的、適応範囲および実務

目的

本書では、全てのヒト生物資源保管施設にある程度の一貫性と標準化をもたらすために、技術
上、運用上、倫理上、法律上、政策上の最適な実務手順を明らかにする。ヒト生物資源保管施
設は、研究目的のためのヒト試料と関連情報のコレクション、そのコレクションが保管されて
いる物理的構造（建物や保存施設）、ならびに関連する全ての実務手順および管理方針と定義
される。従って、ヒト生物資源保管施設は、公的機関から研究者個人の冷凍庫に保管されてい
る試料のコレクションに至るまで多岐にわたる。
A.2.

適用範囲および実務

NCI実務要領はあらゆるヒト生物資源保管施設に適用されることを意図している。N
CI実務要領
の実施は任意であり、NCI実務要領に記載されている幾つかの勧告内容は、研究デザインまた
はヒト生物資源保管施設の設置目的に即して大まかにまたは厳格に適用することができる。ヒ
ト生物資源保管施設のマネジャーは、必要に応じて、生物試料の管理計画に NCI実務要領を考
慮に入れることが推奨される。NCIは、NC
I実務要領の実施を手助けするツールや資源を引き続
き開発していく予定である。
A.3.

NCI実務要領の形式

対話型のオンライン形式を利用すればハードコピーより柔軟に N
CI実務要領にアクセスしたり
使用したりできるため、NCI実務要領の実施が容易になる。さらに、オンライン形式では、よ
り頻繁に更新できる仕組みとなっているほか、ヒト生物資源保管施設の共同体が N
CI実務要領
を実施する際の一助となるような資源やツールも装備されている。対話型形式では、同共同体
からの NCI実務要領に関するフィードバックも容易である。

B.

技術上および実践可能な実務手順

医療の進歩に伴って、健康状態や病的状態を特徴付ける分析対象分子が増加の一途をたどって
いる。このようなバイオマーカーの有無と程度を慎重に測定することは、診断上、治療上の意
思決定に極めて重要な役割を果たす。しかしながら、生物試料を扱う際の諸要因が、下流分析
における分析対象分子の検出に影響を及ぼしかねないことを示す所見が増えてきている（Moo
re
etal.2011）。ヒト生物資源保管施設の設置目的の違いによって収集法や処理法が異なるであ
ろうが、共通原則はあらゆる種類の生物試料に適用される。本項の技術上および実践可能な勧
告は、ヒト生物資源の再現性（consiste
ncy
）と質を高め、このようなヒト生物資源と関連情報
の利用を最適化することを目的に、現在公表されている情報（規則、ガイドライン、定評のあ
る実務要領文書等）に基づいて作成された。
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B.1.

ヒト生物資源保管施設の管理および運用

ヒト生物資源保管施設の効率的な管理と運用に不可欠な日常的および長期的な責務は多岐にわ
たり、組織上の考慮事項、空間計画、機能設計、資源開発、インフラ要件の評価および確定、
運用上の問題の持続的かつ一貫した見直し、定期的な資源評価などが含まれる。これらの要素
が全て調和の取れた形で実施されれば、高品質で利用価値が高く貴重な資源の管理と運用が劇
的に向上し得る。
B.1.1. ヒト生物資源保管施設の組織の概観
ヒト生物資源保管施設の組織を概観すると、同施設内とその周辺における組織構造要素を規定
しやすくなる。概観は、組織の権限付与、それに関連する目標、設置目的、構想、運用範囲、
研究支援の中核分野の記述から始まるのが一般である。
B.1.1.1.組織構成
組織構成はヒト生物資源保管施設の性格によって異なる。同施設の組織構成を親組織と関連付
けながら慎重に文書化すれば、利害関係者、管理者、最終使用者間のコミュニケーションを高
める一方、ニーズの予測、既存資源の組み込みの促進、ワークフローの合理化に有用である。
l

ヒト生物資源保管施設は、資源計画や資源開発に先立って組織構成を決定し、文書化しな
ければならない。

B.1.1.2.組織図
組織図は、役割、責任、指揮系統、必須報告提出関係を明示することにより、現ガバナンス体
制をサポートする重要なツールになり得る。
l

ヒト生物資源保管施設は、自施設の現組織図を作成・公表しなければならない。

l

ヒト生物資源保管施設の管理者は、新しい職員が加わるたびに、オリエンテーションの一
貫として現組織図のコピーを提供して話し合い、自施設の現ガバナンス体制を見直さなけ
ればならない。

B.1.2. ヒト生物資源保管施設に係る職員
ヒト生物資源保管施設の管理と使用に関与する職員（研究者、専門技術者、看護師、外科医、
病理医、麻酔科医、アシスタントなど）は、ヒト生物資源保管施設の用途および目的について
認識しておかなければならない（「B.1.2
.1.関連職員の説明および役割」を参照）。質の高い
研究用生物試料を収集するため、職員は十分な能力を有し、該当する SOPを遵守するよう教育
訓練されるべきである。該当する規則と職位規定書に従って、定期的に職員に最新の教育訓練
をする必要がある（I
SBER200
8）。解剖病理用の生物試料（外科手術や剖検から採取した組織
および体液を含む）の収集・処理には、病理医または指名された職員（病理医の助手またはし
かるべき教育訓練を受けて適格とみなされた職員）が携わるべきである。どの生物試料または
同試料のどの部分が全面的評価に必要であり、どれが余剰（残遺組織）で研究用としてヒト生
物資源保管施設へ提供できるのか、病理医が決めることが重要である。病理医がこの過程に関
与することは、患者診療を滞りなく行う上で不可欠である。
B.1.2.1.関連職員の説明および役割
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以下に記す職員の大分類は、ヒト生物資源保管施設の計画に有用である。ただし、小規模のヒ
ト生物資源保管施設では、このような職員や分類が適用できない場合もあることに留意された
い。
l

利害関係者およびガバナンスチーム：利害関係者には、がんセンター、病理科、外科およ
びバイオインフォマティクス科、ならびに臨床研究ユニット、トランスレーショナル・リ
サーチおよび疫学チームの長などが含まれる。患者擁護者や研究参加者も重要な利害関係
者である。

l

ヒト生物資源保管施設管理チーム：通常、ディレクター、アソシエイト・ディレクター、
テクニカル・ディレクター、品質管理ディレクターからなる。

l

補助研究支援チーム：臨床研究コーディネーター、治験看護師、研究助手、検査技師、バ
イオインフォマティクス専門家、臨床レジデント・フェロー、統計専門家などが含まれる。

l

内部支援システム：空間計画、財政、会計監査、購買、環境サービス／保守、電気通信、
マーケティングなどが含まれる。

l

外部支援／外注：供給業者、コンサルタント、請負業者、建築家、エンジニアなどが含ま
れる。

B.1.2.2.監視委員会
監視委員会は、ヒト生物資源保管施設外の専門家で構成されることが多く、同施設を監視して、
透明かつ責任の所在を明らかにした運営を支援する役割を果たす。各委員の起こり得る利益相
反の定義、評価、記録には慎重を期すべきである。ヒト生物資源保管施設によって、必要とさ
れる監視委員会の種類は異なるが、以下を含むことがある。
l

科学諮問委員会：ヒト生物資源保管施設の管理者および利害関係者に、戦略上の指針、科
学的フィードバック、資源開発に関する助言を提供する。

l

生物資源使用委員会：科学的根拠、科学プロジェクトの妥当性、法規遵守、起こり得る利
益相反、公平な生物資源・生物学的データの割り付けといった基準を評価することで、研
究用生物資源の利用を支援する。

B.1.2.3.関連事務局および補助委員会ならびにその役割
事務局および委員会はヒト生物資源保管施設のガバナンスを支援する役割を果たす。このよう
な事務局は、多大な専門的知見を提供するだけでなく、内部資源や協力者にとって不可欠なサ
ポート役となり得る。
関連事務局の例を以下に記すが、この限りではない。
l

規制関連事務局：通常、規制当局の審査および研究手順の監視を補助するために設置され
る。

l

ヒト研究事務局：通常、臨床試験や関連する研究支援センターの監査役として機能する。

l

研究サービス事務局：助成金の管理支援および契約開発の援助

l

技術および試料提供事務局：試料移転合意文書（Ma
terialTran
sferAgr
eement:MTA）の
作成と管理を補助する。

l

法務：関連判例法に関する指針を提供し、契約交渉や争議を補助する。

l

環境衛生および放射線安全事務局：バイオセーフティに関して助言するが、資源開発や資
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源拡大に関する相談も行う。
補助的な委員会として、上記のほかに、臨床試験の科学的審査およびモニタリング委員会が含
まれることがある。同委員会は、研究倫理（治験）審査委員会（I
RB）と並行して、規制、情報
のプライバシー、安全性について補足的に検討する。
B.1.3. 計画および開発に係る考慮事項
計画過程のどの段階を実施するときも、ヒト生物資源保管施設の設置目的、運用範囲および目
的を必ず考慮しなければならない。ヒト生物資源保管施設の立ち上げ時に初期の運用計画を策
定し、開発を検討する際、ガバナンス体制の構築だけでなく、規制基準や手順基準とともに関
連方針の策定を図るべきである。基盤が構築されたら、次は、バイオバンキングの手順、手続
き上および正式な事業開発に着手する。中核的な施設および／またはサービス提供者としての
機能を果たすヒト生物資源保管施設では、事業計画の中に財政および原価回収モデリングが含
まれる場合がある。このような点を再考することは、既に設置されている施設にとっても時宜
を得ているかもしれない。実務要領を支援し、長期持続可能性を推進する取り組みにおいて、
運用上の不一致を是正する場合は特にそうである。
B.1.3.1.監視、内部方針および手順の開発
方針の策定は、運用上の枠組みの作成に不可欠となり得る。
l

ヒト生物資源保管施設は、自施設の設置目的、適用範囲、運用上の目的に即して方針を決
定し、文書化し、遵守しなければならない。

l

ヒト生物資源保管施設が定める方針は全て、標準化され文書化された厳格な審査承認過程
を経なければならない。

B.1.3.2.手順基準および規制基準の決定
ヒト生物資源保管施設の開発中、現行の手順基準および規制基準を見直し、どちらがヒト生物
資源保管施設の運用に関連するのか決定することは役に立つ。
ヒト生物資源保管施設のマネジャーは以下を目指すべきである。
l

ヒト生物資源保管施設の開発、運用、管理、評価、拡大に関して初期の基礎となる基準を
決定するため、現行の実務要領文書に精通する。

l

実務要領基準に則った実施を促進するため、現行の実務要領文書について職員および補助
チームを指導する。

l

根拠に基づいた実施を支援することに重点を置きつつ、実務要領と現行の関連基準を資源
方針、SOP、手続きに盛り込む。

B.1.3.3.事業計画
事業計画は、財政的および組織的な取り組みと立ち上げ費用および持続可能性に係わる費用の
定量化の根拠となり得る。
l

運用、ヒト生物資源保管施設の管理、評価のあらゆる側面に事業計画を組み入れること。

l

ヒト生物資源保管施設は、部門スタッフの意見を踏まえ、自施設の構想と設置目的に即し
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た年間事業計画の作成を目指すこと。その際、事業計画の項目は具体的、測定可能、実施
可能、妥当かつ期限が定められたものでなければならない。
l

ヒト生物資源保管施設の事業計画に、運用上のあらゆる混乱・崩壊の可能性を想定した正
式な継続計画（災害対策を含む）も含めること。

l

ヒト生物資源保管施設がサービスセンターとして機能する場合、サービスおよび収益創出
に関する問題に事業計画で取り組むこと。

B.1.4. ヒト生物資源保管施設のインフラおよび空間計画
計画に当たって、あらゆるインフラの立ち上げ費、運用費、維持費を十分評価することが重要
である。標準化され、情報の豊富な、高品質かつ確固とした生物試料と情報レポジトリの実現
に向けて調和を推進するために、集中型モデルが好まれることがある。その場合、固有の内的・
外的価値を十分査定できるように評価的な検討の実施と費用便益分析を行うのが各施設にとっ
て有益となり得る。場合によっては、集中型資源モデルで長期費用が軽減することがある。
インフラの要求基準は、ヒト生物資源保管施設の適用範囲および要求基準によって異なる。イ
ンフラの要求基準として、物理的な研究室、事務所、補助的および／または従属的空間の必要
性に加えて、必須の情報処理、設備、保管プラットホーム、電気通信、消耗品の必要性が挙げ
られるが、この限りではない。
概して、ヒト生物資源保管施設の性格と機能に基づき、必要に応じて、以下の機能に求められ
る十分な空間を基本要件の中に含めるよう目指すべきである。
l

必要に応じた収集、受取、追跡、出荷

l

即時および臨時処理（微細および肉眼切開ベンチなど）

l

血液製剤の調製・処理のための区域

l

組織学的準備

l

病理学ケースレビューのための場所

l

生物試料、消耗品、関連記録の保管

l

情報、運用および最終使用者の管理を支援する事務作業

さらに、ヒト生物資源保管施設の種類によっては、核酸精製、組織および細胞培養、単細胞懸
濁、その他の特別な検査・実験のための場所が含まれることがある。
可能であれば、ヒト生物資源保管施設は、あらゆる既存または未来空間に関して、環境に優し
く、Leaders
hipi
nEner
gyan
dEnv
ironment
alDe
si
gn（LEED）に認定されたインフラを採用す
る選択肢や機会を検討すべきである。
B.1.5. 運用に係る全般的な考慮事項
B.1.5.1.設備の選択および保守
設備の選択はインフラ計画を補完するものであり、空間計画や資源設計と並行して検討しなけ
ればならない。

13

米国国立がん研究所 ヒト生物資源保管施設のための実務要領

ヒト生物資源保管施設の管理者は以下を実施すること。
l

設備を選択する際、以下の要素を検討する：現在の資源および予算、現在および将来のサ
ービス、ニーズ、使用頻度、供給業者の選択肢、製造所要時間、費用（メンテナンス、配
達、保証、サービス契約、存続期間、環境保全、性能、効果的費用削減を含む）、加えて、
現在および将来のサービス条件の選択肢

l

該当する場合、あらゆる資本設備の減価償却を原価回収計画に要因として含めることを目
指す。

l

設備への財政投資を負担するために資源の共有を利用する。

l

中古・特売の設備が適切であるか判断する。

l

費用削減のため、近隣のヒト生物資源保管施設間での一括処理サービス契約を検討する。

l

較正および検証の説明書を見直す。

l

品質保証プログラムの一貫として保守視察の予定を決めるたびに、その前後で、予防保守
サマリーおよび／または設備記録ファイルを見直す。

B.1.5.2.供給業者からの購入および調達
購入のみならず調達過程全体を熟知していることは、最適な実施のための助けとなり得る。す
なわち、購入や製品選択時における間違いが減り、ワークフローが合理化され、注文・購入の
遅れが減り、組織内での文書化の必要性、購入の限度、規則に対する認知が高まる。可能であ
れば、複数の供給業者の等価性を検討しておくと、例えば、供給業者を変更または追加する必
要が出てきたときに、事業継続への影響を軽減できる。
B.1.5.3.プロジェクトの管理
プロジェクトを積極的に管理すれば、質の高いサービスが提供でき、運用上のワークフローが
円滑化・効率化される一方、労力や資源の重複を回避できる。
可能であれば、ヒト生物資源保管施設は以下を実施すること。
l

作業指示書、成果物文書、施設が管理するプロジェクト用のプロジェクト統合計画（必要
に応じて）を含む（ただし、これに限らない）プロジェクト管理計画を使用する。

B.1.5.4.生物試料の使用
生物試料の使用は、協力および適時の研究を促進することを目的とした生物試料管理の過程で
ある。
ヒト生物資源保管施設は以下を目指すこと。
l

生物試料の使用を適時かつ効率的に評価する。

l

試料在庫管理システムと併せて使用を記録・追跡する。

l

生物試料管理情報システムまたは他の方法を用いて、自施設の生物試料に関する情報を外
部社会と共有する。生物試料に関する共有可能な基本情報を公表する一つの方法として
SpecimenRe
sourceL
ocator（「B.6.3.双方向の運用性」を参照）がある。

14

米国国立がん研究所 ヒト生物資源保管施設のための実務要領

B.1.6. ヒト生物資源保管施設の評価および査定
評価過程は、今後の資金調達の必要性、サービス全体の質および有効性、顧客の満足度、プロ
グラムの成果、科学的および財政的影響、拡大の機会、重要な教訓、プログラムの成功の評価
について幹部の意思決定を助ける上で有益である。
評価には以下のような一般的なトピックを含めるべきである。
B.1.6.1.自己監査、監査への備えおよび臨床研究の監視
自己監査と監査への備えは、業績の悪い分野のみならず、業務の質における成功を支援・評価
するよりどころである。臨床バイオバンキングの取り組みのための最終使用者支援のモニタリ
ングとの関連で監査が行われることがある。
B.1.6.2.戦略的な長期計画、ベンチマークの設定
戦略的な長期計画は、ヒト生物資源保管施設の行程表の設定、運用上の重点を微調整／再設定
する機会の提供、概念実証の提示、資源割り当ての分析、重要な教訓の強調、意思決定および
資源成長の加速化、コミュニケーションの活性化、資源メリットの理解に役立つ。
B.1.6.3.業績の定量化、使用の見直し、継続的な資源研究ニーズの評価
業績を正式に定量化することによって、利害関係者のヒト生物資源保管施設への財政投資のメ
リット、有用性および全体的必要性が正当化される。
B.1.6.4.資源の科学的影響
科学的影響を正式に分析すれば、当該資源の内的・外的な科学的価値とその貢献度を示す証拠
を得ることができる。
B.2.

生物試料の収集、処理、保管、取り出しおよび配布

あらゆるヒト生物資源保管施設の目的は、意図する研究使用に基づいて最も質の高い生物試料
を収集、保持、配布することでなければならない。質の高い生物試料とは、ヒト研究参加者か
ら採取する前の生物試料に酷似した生物試料と定義される。いったん採取されると（切除前の
場合もある）、生物試料は周辺環境の変化（外科または採取の最中に起こり得る栄養的、科学
的、その他の環境因子への曝露変化など）に応じて新しい特質を持ち始めることがある。こう
した変化の結果、その後の解析で、このような成分の分子的・物理的特徴を正確に測定できな
くなる可能性が生じる。従って、生物試料の取り扱いが同試料の完全性に及ぼす影響を最小限
に抑えるよう、あらゆる努力を払わなければならない。
本項に記載する指針は、収集開始に先立ち、生物試料の収集を計画する段階で適用されること
を意図している。また、ある特定の変動要因が後述するとおりに管理できるのか、そしてデー
タが収集できるのかを試験デザインに明記すること。
B.2.1. 分析前変動要因および分析変動要因
生物試料の質や研究結果に影響を及ぼしかねない要因はさまざまに存在する。これらの要因は、
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「分析前変動要因」と「分析変動要因」の二つのカテゴリーに大別できる。分析前変動要因は、
ヒト研究参加者から切除する前の生物試料の完全性に影響し、生物試料の検査準備ができた時
点まで持ち越される因子を指す。一方、分析変動要因は特定の検査手順の性能に影響する要因
を指す。
B.2.1.1.分析前変動要因
分析前変動要因は以下の 3領域に分類される。
l

生物試料を収集する前のヒト研究参加者の状態

l

試料の収集作業

l

下流検査に移行する前の試料の取り扱い作業

B.2.1.1.1.
ヒト研究参加者の状態

分析対象物のレベルは、ヒト研究参加者の全般的健康、生

物試料の収集前に摂取した飲食物、患者の投薬状況、生物試料の収集時刻といった諸要因の影
響を受けやすいことが研究から明らかにされている（Taherietal.2004
;Rosenkran
zetal.
2007）。さらに、女性の場合は月経周期のどの期にあるかといった要因も、一部の下流分析に
影響することがある。このような変動要因に関する情報を収集・記録して、こうした要因のば
らつきを低減・調整するよう努めるべきである。
B.2.1.1.2.
生物試料収集作業の一様性 ヒト研究参加者から生物試料を切除・収集する方法は、
収集した生物試料の質に影響を及ぼすおそれがある。生物試料の外科切除中、臓器への血流遮
断後の経過時間が分析対象物のレベルと分子プロファイルに影響し得ることを示す重要な研究
がある（Spr
uessele
tal.20
04;Linetal.2
006
）。生物試料は患者から切除したら可能な
限り迅速に保存すべきである。例えば、適切な大きさの組織片を急速凍結し、必要に応じて、
10%リン酸緩衝ホルマリンに漬ける。参加者から生物試料を収集する際に、生物試料を切除した
部位（腫瘍または非腫瘍、腫瘍内の位置）、用いた麻酔剤、組織への血流を遮断した時間、切
除した生物試料の保存に用いた安定化剤、固定液の種類、組織が固定液に曝露した時間、収集
後に生物試料が維持された温度は、いずれも分子の安定性と分解に影響を及ぼし得る。
生物試料の収集・切除に先立って、生物試料に適切な注釈を付けられるように計画しておくべ
きである。この注釈には、ヒト研究参加者、収集・処理作業のタイミング（除去剤の種類、生
物試料の処理に用いたパラフィンの種類および温度など）の情報が含まれる（ISB
ER2008
）。
このデータをいつでも生物試料にリンクできるデータベースに保存しなければならない（「B.
5.
臨床データの収集および管理」および「B.6.ヒト生物資源保管施設の情報処理」を参照）。
B.2.1.1.3.
生物試料の取り扱い作業 処理作業に起因する分子変化を最小限に抑えるため、生
物試料の取り扱いを最適化するよう努力すべきである。これには、生物試料処理の温度やタイ
ミングだけでなく、将来の使用に備えて保存される生物試料の大きさや体積といった事項も含
まれる。サンプルが小さいほど凍結・解凍のサイクルが短くてすむ。サンプルを凍結状態で保
存する際、保存温度までの冷却速度が分子分解の進行速度に影響し得る。
B.2.1.2.分析変動要因
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これらの変動要因を採用すると、ある特定の検定の性能が異なってくる。検定の再現性エラー
を軽減するため、以下を考慮すること。
l

可能であれば、検証済みの検定を用いる。

l

検定を担当する技術職員の教育訓練を標準化する。

l

試薬のロットを一致させる。

l

適切な種類および数の品質対照（基準）サンプルを含める。

l

可能であれば、ランダム化する。

l

検査結果を記録・解釈する方法を標準化する。

B.2.2. 収集すべき生物試料の決定
ヒト生物資源保管施設の特定の設置目的と目標は、収集する生物試料の種類に影響を及ぼす。
収集した生物試料は臨床現場に適切かつ実現可能であるだけでなく、当該試料で予測される下
流方向の適用にも適していなければならない。
B.2.3. 基準範囲の設定
分析前変動要因と分析変動要因のほかにも、ある特定の細胞分析対象物の場合、「正常」また
は「健康」と評価される個人の間であっても、数値を範囲で表した方が正確であることが研究
から明らかになっている。疾病は正常なばらつき範囲からの明らかな逸脱と定義されるため、
疾病の診断は正常変動の境界の把握にかかっている。可能であれば、基準範囲からの逸脱を正
確に検知できるよう、分析対象物の基準範囲の解明に努めるべきである。
B.2.4. 根拠に基づいた標準業務手順に求められる要求事項
試験結果に確証を得るには、全ての試薬が検定の目的にかなっており、その使用が検証済みで
あることが必須条件である。標準物質を用いれば標準業務手順が再現できなければならず（可
能であれば）、予期された検定値の範囲を示す対照生物試料を用いるべきである。適切に取り
扱われなかった生物試料は、その取り扱い作業によって分子変化が生じるため、間違った検査
結果が出る可能性が高い。
一つの生物試料中のあらゆる細胞構成要素を測定する検定法を開発するのは現実的ではなく、
現時点では実行不可能である。そのため、一定の環境条件下で生物試料の全般的安定性を至適
化する手順が推奨される（ISB
ER2008
）。ある特定の生体分子に関心がある場合、採用した保
存および取り扱いの条件下で当該分子を正確に測定できるよう、ある種の分析を行うことが重
要である。
B.2.5. 方法の調査研究
あらゆる調査研究努力は、可能な限り、十分特徴付けられた検証済みの検定に基づいてなされ
るべきである。実際に開発途上にある検定であってもテストを行い、時間が経てば再現可能で
あることを確認しなくてはならない。「ProofofPer
formance
（性能証明）」試験（I
SBER200
8）
では、経時的に複製サンプルをテストして、実施した検定における標準偏差を測定できる。
可能であれば、採用した保存手順と取り扱い手順が生物試料中の分子成分の安定化をもたらす
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手順であるのか、調査研究を行うべきである。
B.2.6. 生物試料の保管
以下に記す一般的実務手順は、ホルマリン保存組織、凍結組織、パラフィン包埋組織、スライ
ド標本、血液、血清、尿など、全種類の生物試料に適用される。それぞれの種類の生物試料の
取り扱いは、可能であれば、臨床試験という状況におけるコレクションは試験固有の手順書の
制約を受ける可能性があることを認識した上で、生物試料の特徴およびその生物試料の類型で
分析される生体分子（RNA、DN
A、タンパク質、脂質など）に適した SOPに従う。
B.2.6.1.
生物試料を保存する際は常に標準化された手順を適用して、生物試料の質を確保し、研究に不
安定な要素を持ち込まないようにすべきである。ヒト生物資源保管施設の担当者は保管条件と
ともに、温度、
解凍・再凍結の出来事、設備の故障といった SOPからの逸脱を記録すること（IS
BER
2008,Ma
geretal
.200
4）。保管設備の検証（例えば、冷凍庫内の「ホットスポット」を特定
し、予備設備や温度監視システムが動作可能な状態にしておくこと）が不可欠である。
B.2.6.2.
生物試料は安定した状態で保存しなければならない。凍結させた生物試料や生物試料から抽出
し凍結させた生体分子サンプルの不必要な解凍・再凍結を避けるために、適量に分注されたサ
ンプルを用いる。解凍・再凍結が必要な場合には、ヒト生物資源保管施設は、研究の標的であ
る分析対象物が継続して安定であることが確認され、一定の評価を受けた手順書に従う。在庫
管理などの方法を定めて、サンプル取り出し中に生じる安定した保存環境の中断を最小限に抑
えること。
生物試料の保管温度を選択する際、生物試料の特徴、予定保管期間、分析対象となる生体分子、
研究目的の中に生きた細胞の保存が含まれているか否かを考慮しなければならない（Hayeset
al.2002;Hollandetal
.2003;Steven
seta
l.2007;ISBE
R2008
）。パラフィンブロック
は微生物や害をなす動物（ネズミやゴキブリなど）の侵入のない、湿度がコントロールされた
場所で 27℃未満にて保存する。血液や尿などの液体の場合、生物試料の各成分を最適条件で保
管するため、保管前に成分を分離する。大規模研究で生きた細胞を処理する場合は、全血（分
画されていない）の凍結保存が効率的でコストパフォーマンスの高い方法と考えられる（Ha
yes
etal.2002
;Steve
nsetal
.2007）。今後の使用目的が不確かな場合、組織を気相の液体窒
素冷凍庫で保存するか－80℃で保存して、生存能力を長期間維持する。生きた細胞を長期間維
持するには、保管温度を低くし、抗凍結剤（ジメチルスルホキシドなど）を用いる（ISBER2
008）。
予定された分析を行う際、（気相の）液体窒素冷凍庫の上部と下部の温度差を測定し、考慮に
入れる。液体窒素冷凍庫の上部の温度は常に－140
℃未満に保つ。
B.2.6.3.
保管容器は予定された保管条件下で安定であること（Caporasoa
ndVaught2002;Sa
yloreta
l.
2006;Belletal.2
010）。生物試料を入れる容器は分析の目的を考慮して選択し、使用前に
点検して、汚染や化学物質が滲出して生物試料に侵入しないことを確認する。保存容器の大き
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さと数は、標準的な分注量、予測される研究者の利用形態に適したものとする。容器の容量と
タイプは、サンプルのロスを出さず、収集、保管、取り出しにかかる費用を最小限に抑えるも
のが最適である。長期間の低温保管にはスクリューキャップ付クライオバイアルを用いる。ガ
ラ ス製 バイ アル や上 部が ポッ プア ップ 式と なって いる バイ アル は長 期保 管に 適さ ない
（CaporasoandVaug
ht2002
）。急速凍結させた生物試料はアルミホイルで包むか、もしくは
市販の保管容器に入れて乾燥を防ぐ（B
elleta
l.2010）。表示ラベルと印刷は、生物試料の
長期保管に適した条件下で安定であるものを選ぶ。作業者は、保護用としてフェースシールド
と適切な手袋を着用すること（「B.4.バイオセーフティ」を参照）。
最適な保管条件下でも劣化するので、最適な保存を担保するため、ホルマリン固定パラフィン
包埋された組織は分析の直前まで薄切せず、ブロックのまま保管する（E
ngela
ndMoo
re201
1;
Xieeta
l.201
1）。ただし、分析前にスライド標本を保管しなければならないときは、保管前
に完全に脱水処理し、スライドを凍結させて水分に曝露させないように保管するなど、幾つか
の対策を講じて劣化を抑制する（EngelandM
oore2
011;Xiee
tal.2011）。最適な保管条件
は、保管したサンプルが最終的にどのように使用されるかによって異なるが（Eng
elandMoo
re
2011）、経験に基づいて最適な保管条件を決定することが推奨される。
B.2.6.4.
生物試料の各保管容器には、明瞭に記入され、保管条件に耐え得る、識別標示または識別標示
の組み合わせを書いたラベルをしっかりと貼り付けなければならない。研究参加者の個人情報
の機密性（confid
entialit
y）、セキュリティおよびインフォームド・コンセントの条件に留意
した上で、他の全ての関連情報と識別標示を関連付ける。在庫管理システムを用いて、各試料
と特定の箱、冷凍庫、冷蔵庫または棚を関連付ける。その後に、最も効率的に取り出せるよう、
保管容器内の生物試料の配置に配慮する。要するに、必要に応じて、試験別、同一試験内での
試料の種類別に配置する。ヒト生物資源保管施設の情報処理実施要領に関する詳細については
「B.6.ヒト生物資源保管施設の情報処理」を参照のこと。
B.2.6.5.
保管設備の稼動状態を常時監視する自動セキュリティシステムを設置し、設備故障が発生した
ときにヒト生物資源保管施設の担当者に警告できるようにする。必要に応じて、代替電源など
の予備設備が自動的に稼動するよう設定し、定期的に点検する。場合によっては、代替冷却装
置が必要である。冷凍庫の故障、天候による緊急事態、その他の災害復旧・緊急事態に対応す
るための SO
P文書を作成し、定期的に考査する（L
an
diandCapor
aso1997
;Caporas
oandVau
ght
2002;Eisem
anetal
.2003;Friedee
tal.2
003;ISBER2008
）。
B.2.6.6.
試料は、許可された者だけが立ち入ることのできる安全な場所に保管する。
B.2.7. 生物試料の取り出し
サンプルの質を守るためのヒト生物資源保管施設の SOPに準じてサンプルを保管庫から取り出
す。
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B.2.8. サンプルの出荷
B.2.8.1.出荷条件
B.2.8.1.1.

輸送中のサンプルの温度を管理する場合は、サンプルの種類と使用目的のほ

かに、出荷時間、距離、
気候、季節、輸送方法、規制を考慮しなければならない（LandiandCapor
aso
1997;ISBER2008）。輸送中の温度を適切に保つには、適切な断熱材、ジェルパック、ドライ
アイスまたは液体窒素（ドライシッパー）を用いる。これらの材質は使用目的にかなったもの
でなければならない。冷蔵温度（2～8
℃）の維持には、－15℃に設定されたジェルパックもし
くは低温輸送用の相変化材料を用いる。冷凍温度の維持には、－20℃以下に調節されたジェル
パックを用いる。－7
0℃の冷凍温度の場合は、ペレット状またはシート状のドライアイスを用
いる。ドライアイスは、輸送目的上は有害物質とみなされている。－1
50℃以下の温度を維持す
るには、液体窒素を充填したドライシッパーを用いる（ISBER2
008）。極端に高温ないし低温
の外気温から生物試料を保護するために断熱容器を用いることがある。サンプルの温度を外気
温より低く維持したい場合は、
輸送が予定より 24時間遅れてもよいように十分量の冷却剤を同
梱する（ISB
ER2008
）。温度に敏感な材料の運送は、運送が遅延した際に冷却材を補充できる
能力を持つ運送業者が行う。輸送容器内の最低温度および／または最高温度が分かるように、
簡単な比色型の温度測定装置または恒温測定装置を生物試料と同梱する。
B.2.8.1.2.

パラフィンブロックやスライド標本は断熱容器に入れて室温にて翌日配達便

で出荷してよい。断熱容器を使用することは、温度変化の影響を最小限に抑え、2
7℃以上の温
度からパラフィンブロックを保護するという意味で重要と考える。吸収パッドやカード上に吸
着された乾燥血液サンプルなど、平らな生物試料は防水ビニール袋で包み、頑丈な外箱もしく
は市販の封筒に入れて出荷する。ガラス製やプラスチック製のスライドに貼り付けられたサン
プルは緩衝材と一緒に頑丈な（たわんだり曲がったりしない）外箱に入れて出荷する。液体サ
ンプルは三重に包装する。各梱包物に簡単な最高温度表示装置を同梱し、受領時に最高温度を
記録しておくことが推奨される。
B.2.8.1.3.

1梱包当たりの生物試料の数も、輸送容器内で全ての生物試料の温度が適切

に保たれるか否かに影響する。極めて貴重なサンプルの場合、事前に試験的な輸送（凍結した
液体サンプルなど）を行って冷却剤が適切であるかなど、輸送の際に問題となりそうな点をチ
ェックする。さらに、非常に重要な試料の輸送では、輸送中の温度を記録する装置を同梱して、
全輸送過程での状態を監視する。
B.2.8.2.出荷時の文書作成
B.2.8.2.1.

梱包物の予定出荷時には、ヒト生物資源保管施設の提供契約（Mate
rial

TransferAgr
eement:MT
A）および資源在庫からの徴発という形態による移転（tra
nsfer）文書
が必要である。MTAや類似契約書は、2組織間における研究試料と関連情報の移転を規定する。
MTAは試料に関して提供者および受領者の権利と義務を規定するものであるが、該当する全て
の法規、方針、およびこのような特定試料の移転条件に従うものとする。MTAは、試料と情報
の時刻表、商品化または第三者への移転についても規定する（I
SBER200
8）。
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B.2.8.2.2.

生物試料は有人の発送施設から出荷するか、もしくは許可された者が集荷し

なければならない。ヒト生物資源保管施設は、受領者が確実に出荷物を受け取り、サンプルを
適切に保管できるように出荷前に受領者に通知する。出荷記録（紙文書または電子文書）によ
り、ヒト生物資源保管施設における出荷と受領が追跡できるようにする（ISBER2
008）。記録
すべき情報は次のとおり：出荷／送り状番号、発送先（または発送元）、出荷日（または受領
日）、宅配便業者の名称と荷物追跡番号、サンプルの明細、出荷（受領）したサンプル数、到
着時の状態、研究名と研究番号（もしあれば）、研究責任者の氏名、生物試料の受領者の署名
（ISBER200
8）。
出荷に伴って標準化された事務処理を行うこと。ヒト生物資源保管施設の職員は出荷目録、サ
ンプルの識別番号リストおよびサンプルの明細を生物試料の受領者に Eメール等で送信し、出
荷目録のハードコピーを出荷品に同封する。出荷品を特定するための情報は輸送業者や税関係
官も見られるようにする。輸送業者によっては、診断用生物試料の外箱と内側の包装の間に内
容物の明細書を同封するよう要求する業者もいる。
ヒト生物資源保管施設の職員は、受領時に、生物試料のラベルおよび生物試料と一緒に送られ
てきた他の文書や情報を梱包リストと照合して、整合が取れているか、正確であるかをチェッ
クする。品質管理のため、受け取ったサンプルの質に関するフィードバックを依頼する質問票
を各出荷品に同封することもある（Eis
emanetal.2003）。
B.2.8.3.規制上の考慮事項
B.2.8.3.1.

輸送に適用される法規に準拠しなければならない。例えば、国際輸送規制お

よび輸送上のサンプル分類に関する情報については、ISBER（Int
ernation
al Societ
y for
Biological and En
vironme
ntal Re
positori
es） の 実 務 要 領 お よ び 国 際 航 空 運 送 協 会
（Internati
onalAirTranspo
rtAssoc
iation:IAT
A）の規制（I
SBER200
8;IATA2009）を参
照する。生物試料を他国に出荷したり他国から受け取ったりする場合は、生物試料の輸送に関
する国および地域の（規制や習慣の）違いに配慮する。
B.2.8.3.2.

さらに、ある試料にバイオハザードラベルの表示が必要であるか判断する際

は、労働安全衛生管理局（Occ
upationa
lSafe
tyan
dHealthAdminist
ration:OSHA）の有毒・
有害物質に関する規制（29CFR1910Subpar
tZ）を参照しなければならない。その他の安全上
の考慮事項については、「B.4
.バイオセーフティ」を参照のこと。
B.2.8.4.教育訓練
ヒト生物資源保管施設の職員はサンプルを適切に出荷できるように教育訓練されなければなら
ない。管理規制に従って定期的に再訓練を実施し、記録すること（ISBER2008）。
B.3.

品質管理

B.3.1. 品質管理システム
生物試料の収集、処理、管理、配布は、公式の品質保証／品質管理（QA/QC）方針および SOP
文書を備えた品質管理システム（Q
MS）内で実施しなければならない。可能であれば、レポジト
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リ業務に係わらない者が QMSを担当すべきであるが、ヒト生物資源保管施設が小規模であった
り、事業基盤が十分確立されていない場合は不可能かもしれない。QMSには、ヒト生物資源保
管施設がプログラムの要求基準を満たすための Q
A/Q
C方針や方法を記載する。各ヒト生物資源
保管施設は、QMS文書を作成するか、もしくは自施設の系列機関が公表した QM
Sを遵守しなけ
ればならない。個々のヒト生物資源保管施設の Q
MS方針の模範となる一般的な品質管理プログ
ラムが幾つか存在する。推奨すべき特定の方法はないが、ヒト生物資源保管施設に適した QMS
設計の一助として、以下のウェブサイトを挙げる。
l

ISBER
http://www.
isber.or
g

l

GoodLabora
toryPra
ctices
http://www.
oecd.org
/documen
t/63/0,2
340,en_
2649
_34381_2346
175_1_1_
1_1,00.h
tml

l

ClinicalLa
boratoryImprove
mentAme
ndment
http://wwwn
.cdc.gov
/clia/

l

Internation
alOrgan
izationforStan
dardiza
tion(ISO9000)
http://www.
iso.org

l

U.S.Fooda
ndDrugAdminist
ration(
FDA)Qu
alit
ySystemRe
gulation
,21CFR820
http://www.
accessda
ta.fda.g
ov/scrip
ts/cdrh
/cfd
ocs/cfcfr/c
frsearch
.cfm?cfr
part=82
0

B.3.2. 品質保証／品質管理（QA/QC）
ヒト生物資源保管施設は、公式の QA/QC方針を策定して、科学的結果に悪影響を及ぼすおそれ
のある状況を最小限に抑え、職員の安全を確保し、ヒト生物資源保管施設の効率的な運用を支
援し、生物資源の質、量、注釈が意図したとおりであることに対するユーザーの信頼度を高め
なければならない。Q
A/QC方針は、そのヒト生物資源保管施設が目指した、あるいは潜在的な
生物試料の使用目的に合わせた内容にする。QA/
QCを実施して、診断目的や研究目的で分析さ
れる予定の生物試料に正確な情報が付随されるようにする。QA/
QCの実施および監査の重要事
項は以下のとおりである。
l

職員の熟練
n

職員の組織および責任

n

必要に応じた職員向けの教育訓練・能力開発プログラム。例えば、被験者保護やプラ
イバシー規則に関する教育訓練（医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律
［HealthIn
surancePortabil
ityandAccounta
bil
ityAct:HI
PAA］に関する研修、
安全性に関する研修、血液媒介病原体に関する研修など）

l

n

教育訓練記録時の能力評価

n

職員の方針・手順遵守の記録

n

リスク軽減、災害応答および緊急事態への備え

施設のインフラ
n

設備の検証、変更管理、較正、保守、修理手順、環境の監視（冷凍庫内の温度管理な
ど）

n
l

供給業者管理プログラム（試薬その他備品の点検・検証を含む）

生物試料の管理および文書作成
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n

生物試料の収集、処理および追跡の管理

n

生物試料の収集、処理および追跡の記録、ならびに分析前パラメータの詳しい注釈付
け（「B.6.ヒト生物資源保管施設の情報処理」を参照）

l

n

品質向上を促進する重要な過程指標の測定および分析

n

システムのセキュリティ

記録および文書の管理
n

情報品質管理、評価および報告システムの採用

n

臨床データの記録

n

方針および手順の利用のしやすさ

n

文書記録（監査報告書、逸脱報告書、是正処置／予防処置報告書など）

n

施設に装備されている関連法規、基準、および実務要領を常に最新版にしておくため
の外部文書の監視

l

n

職員教育訓練記録（職員の教育訓練スケジュール遵守の記録を含む）

n

データ品質管理（ソースドキュメント、電子記録）、報告システムの評価

n

供給記録

プログラムおよびその方針の内部監査（予定および予定外）
n

全注釈データの正確度の監査（生物資源が意図した場所にあるか、意図した量である
か、適切なラベルや識別子が貼られているかなど）

n

生物試料に係る患者情報の正確度の監査（年齢、性別、診断など）

n

ヒト生物資源保管施設の施設方針遵守の監査（被験者の保護、プライバシー・機密性
保護、生物資源使用の優先順位付けなど）

n

全ての活動および過程に関する SOPの監査
各ヒト生物資源保管施設につき、SOPが作成され、審査され、適切に承認されて
いること。
規定の時間間隔で審査・更新する過程が存在すること。

B.3.3. 標準業務手順書（SO
Pマニュアル）
各々のヒト生物資源保管施設は方針を明記し、関連プロセスを詳述した S
OPを作成しなければ
ならない。さらに、文書管理プログラムおよび SOPの管理（govern
ing）・変更・改訂に関する
方針も策定する。全ての SOPを定期的に見直すか、もしくは実務、手順、技術または法規の重
要な変更のために改正の必要性が生じた場合に見直す。SOPは適切に構成され、厳密な承認過
程を経るものとする。実践時には、全ての SOPを書面どおりに遵守する。現行の SOP
（SOPマニ
ュアル）は指定された場所に保管し、職員が常時閲覧できるようにする。職員は実務に就く前
に最新の SO
Pに目を通すこと。閲覧および関連する教育訓練を記録すること。
B.3.3.1.内容
具体的には、少なくとも以下の情報が SOPマニュアルに含まれなければならない。
l

インフォームド・コンセント

各ヒト生物資源保管施設は、各生物試料につき、インフォ

ームド・コンセントの状況を記した文書を保有すること。さらに、インフォームド・コン
セントの取得、個人識別可能なヒト研究参加者のプライバシーやデータの機密性の保護に
関する手順を明記し、同様に、同意撤回の場合に遵守すべき手順も明記する。
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l

設備の監視、較正、保守および修理 各ヒト生物資源保管施設は、生物試料の保管や準備
に用いる装置を定期的に監視する手順を規定しなければならない。これには、設備の正確
な較正、操作状況の定期記録、予定された保守や修理の記録が含まれる。関連するバック
アップシステムや緊急時通報システムも、設備の SO
Pおよび記録に含める。

l

生物試料収集に関連する備品（使い捨て用品、試薬）の管理

各ヒト生物資源保管施設は、

収集、処理、保管に用いる消耗品および試薬が適用基準を満たすための手順を規定しなけ
ればならない。これには、購入備品が正規の供給業者から調達した承認済みの製品であり、
規定の材料仕様に一致し、使用に差し支えない状態であることが含まれる。
l

生物試料の識別と表示方法 各ヒト生物資源保管施設は、生物試料を表示（コード化）し、
生物試料と他のデータセットや患者のインフォームド・コンセントをリンクする方針を策
定し、その手順を規定する。

l

生物試料の収集・処理方法 各ヒト生物資源保管施設は、生物試料の種類ごとに生物試料
の収集、取り扱い、処理、保存に関する手順を、再現できる程度に詳細に規定しなければ
ならない。これには、生物試料の分注や分割のための備品、設備、方法、処理の詳述が含
まれる。生物試料を収集・処理するときは、分析前のばらつきの原因となりそうな要因を
正確に記録するため、必ず職員の氏名、日付、時刻を記録する。

l

保管および取り出し

各ヒト生物資源保管施設は、生物試料レポジトリから生物試料を保

管・取り出す手順を規定する。これには、新しい生物試料の追加、生物試料の取り出し、
要請に対する対応と要請の提出、生物試料の最終処分が含まれる。
l

出荷および受領

各ヒト生物資源保管施設は、生物試料の完全性と安全性を確保するため、

周辺温度と凍結された生物試料の包装および輸送に関して明確な手順と方針がなければな
らない。これには、適切な温度条件を維持するための包装仕様、氷、ドライアイス、液体
窒素の取り扱い、輸送温度の監視、危険物の輸送規制、出荷記録、配送通知、配送の確認、
輸送フィードバックの仕組み、MTAまたはその他の適切な移転契約が含まれる（「B.2.8.サ
ンプルの出荷」を参照）。
l

自施設で実施する検査（生物試料の品質管理検査を含む）

各ヒト生物資源保管施設は、

標準化された自施設の検査手順を規定する SOPを作成し、その結果を関連する品質記録書
に記録しなければならない。これには、例えば、病理組織学的診断、核酸の完全性、バイ
オマーカー発現の確認といった、生物試料の質を評価・管理する検査が含まれる。
l

生物試料データの収集および管理（情報処理） 各ヒト生物資源保管施設は、記録管理に
関する方針を策定し、データアクセス、データ収集方法、報告、データ QC、標準化された
医 学 用語 を 規定 す る手 順書 を 作成 しな け れば なら な い（ Standar
dized S
ystems for
ClinicalandPatholo
gyDataおよび「B.6.ヒト生物資源保管施設の情報処理」を参照）。

l

バイオセーフティ

各ヒト生物資源保管施設は、バイオセーフティに関する方針を策定し、

その手順を規定するほか（職員の負傷の報告を含む）、血液媒介病原体、個人用保護具、
危険物の取り扱い、医療廃棄物その他危険物の廃棄に関する標準的な予防措置を講じなけ
ればならない（「B.4
.バイオセーフティ」を参照）。
l

教育訓練

各ヒト生物資源保管施設は、全職員を教育訓練する方針を策定し、その手順を

規定する。このような教育訓練を記録し、是正処置の管理、在庫目録と出荷の不一致の是
正、全サンプルの保管の監視、停電、緊急事態、自然災害の対応に関する方針および手順
が含まれる。
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l

セキュリティ

各ヒト生物資源保管施設は、情報システムのセキュリティを含め、管理上、

技術上および物理的なセキュリティに関する手順を規定しなければならない（Stone
burner
etal.2002）。セキュリティの SOPと方針には、連絡先および指定の補充要員（氏名と緊
急連絡先を含む）を含めること。
B.3.3.2.実務
ヒト生物資源保管施設の長および／または QA/QCプログラムの責任者は、実務に先立ち、全て
の SOPおよび関連する手順検証試験を精査・承認しなければならない。実践時には、全ての SOP
を書面どおりに遵守し、SOP文書からのいかなる逸脱も明記する。QA/QC対策の有効性を定期的
に評価する。
B.3.3.3.修正
各ヒト生物資源保管施設は、文書管理プログラムおよび SOPの管理（governin
g）・変更・改訂
に関する方針を策定しなければならない。全ての SO
Pを少なくとも 2年に 1回、かつ、実務、
手順、技術または法律の重要な変更のために改正の必要性が生じた場合に見直す。
B.3.3.4.職員による利用および閲覧
現行の SOPマニュアルは指定された場所に保管し、職員が常時閲覧できるようにすること。職
員は実務に就く前に最新の方針および手順に目を通す。職員の閲覧および関連する教育訓練を
記録する。
B.4.

バイオセーフティ

生物試料を扱う実験室やヒト生物資源保管施設の職員は、実験室の一般的危険のみならず、感
染性病原体や化学物質の危険に曝される。ごく一部の生物試料であっても曝露が予測される場
合、それを処理するヒト生物資源保管施設の職員にとってリスクとなる。従って、生物試料は
全てバイオハザードとして扱うべきである（Gri
zzl
eandFrede
nburgh2
001）。ヒト生物資源
保管施設は、バイオセーフティの予防措置を講じるだけでなく、実験室の一般的安全管理措置
の主原則を遵守しなければならない。
B.4.1. バイオハザードの予防措置
B.4.1.1.
実験室およびヒト生物資源保管施設は、あらゆるヒト試料を感染のおそれがあるバイオハザー
ドと想定すべきである（Gr
izzlean
dFredenb
urgh20
01）。例えば、OSHA
（Occu
pationalSafety
andHealthAdminist
ration）規制（29CFR§ 1
910
.1030(f)(l)
(i)）は、該当する場合、雇用
主に対して「職務上曝露する全ての従業員が B型肝炎ワクチンおよび一連のワクチン接種を受
けられるようにし、かつ曝露した全ての従業員が曝露後の検査を受け、経過が観察され、追跡
が行われるようにする」ことを義務づけている。乾燥血液、組織、尿、唾液およびその他の生
物資源に対しては標準的な予防措置を講じ、該当する OSHA規定に従ってラベル表示する。ヒト
生物資源保管施設での作業は、実験室や臨床現場で用いられる予防措置と同様の標準的な予防
措置に基づいたものでなければならない。生物試料を扱う実験室やヒト生物資源保管施設では、
次の二つの基本的安全予防策を講じること。(1)
手洗いの励行、(2)生物試料を扱うとき、冷凍
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庫内や冷凍庫付近で作業するときは必ずフェースシールドと手袋を着用する。その他の一般的
な望ましい実験作業実務については、G
rizzleおよび Fredenbur
gh（200
1）が概説している。
B.4.1.2.
ヒト生物資源保管施設はさまざまなリスクレベルの生物試料の受入可否について明確な方針を
策定しなければならない。例えば、感染性が知られていないヒト試料の場合、CDC/NIH
（疾病対
策予防センター／国立衛生研究所）発行の『Biosa
fetyinMi
crobiolo
gicala
ndBiom
edical
Laboratorie
s
（BMBL、微生物を取り扱う医学・生物学実験室における生物安全予防措置）』（C
DC
andNIH200
7）に概説されているとおり、飛沫やエアロゾルによって曝露する可能性の有無に
応じて、バイオセーフティ・レベル 2（BSL-2）の規定に準じて扱う。BSL
-2の規定では、処理
のために生物試料が入った容器を開ける場合、B
SL2生物学的安全キャビネット（フード）で
行うことになっている。ヒト試料を扱うヒト生物資源保管施設は必ず、該当する OS
HAの血液媒
介病原体基準に従って作業を行い、曝露抑制プランを策定する（29CFR§ 1910.1
030）。B
MBL
に概説されているとおり、その他の予防措置も講じる。作業によっては、飛沫を扱う分類作業
（Schmidetal.200
7）のように高度な封じ込めが要求される場合もあれば、それほど厳格で
ない措置が許容される場合もある。従って、ヒト生物資源保管施設の職員はリスクを評価し、
適切な封じ込めレベルを決定できるように訓練されていなければならない。
B.4.1.3.
ヒト生物資源保管施設は、該当する場合、CDCの『SelectAgen
tsandT
oxins（特定感染因子
および毒素）』（42CFRPart73）に準じた方針を策定しなければならない。本規則は、特定
感染因子および毒素の所有、使用および輸送に関する要求基準を規定した Public Heal
th
Securityan
dBioter
rorismP
reparedn
essandRes
ponseActo
f2002（2002年公衆の健康安
全保障ならびにバイオテロへの準備および対策法）の条項を履行するものである。特定感染因
子および毒素として記載された生物製剤や毒素（ボツリヌス神経毒素、エボラウイルスなど）
は、公衆衛生と安全、動物の健康、畜産物に重大な脅威となるおそれがある。
B.4.2. バイオセーフティの実務要領
B.4.2.1.
ヒト生物資源保管施設は、安全および関連教育訓練に関する計画において全体的プログラムを作
成する際、政府機関と認定機関が定めたバイオハザードに関する要求基準および実験室のバイオ
セーフティに関する最新の情報源に精通しなければならない（「B.4.1.バイオハザードの予防
措置」で参照したCDC
/NIH文書を参照）。
B.4.2.2.
ヒト生物資源保管施設は、バイオセーフティのリスクおよびその他の一般事項を特定しなければ
ならない。ヒト生物資源保管施設で日常的に行われる作業を特定し、各作業に付随する安全上の
問題を検討し、適切な安全管理措置を講じる。
B.4.2.3.
連邦および州の要求基準、経験、公表済みの情報に基づいた作業ガイドライン文書を作成してバ
イオセーフティの向上を図ること。作成したガイドラインは定期的に見直しと改訂を行い、問題
点が発見されたり、ガイドラインの有効性が損なわれていることが明らかになったりした場合は
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B.4.2.4.
教育訓練プログラムを作成・実施すること。各従業員は作業を開始する前にバイオセーフティの
該当分野の教育訓練を受ける。教育訓練は毎年更新する。生物試料レポジトリの職員の教育訓練
には場所や建物に固有の緊急対応手順を含めること。
B.4.2.5.
ヒト生物資源保管施設は、職員のバイオハザード曝露や潜在的感染という全ての事態に対する処
置を手配し、記録しなければならない。
B.4.3. 実験室の一般的安全性
ヒト生物資源保管施設は、バイオセーフティのほかにも、化学物質、電気、火災、建物などの物
理的、放射線の安全に関する厳格な一般的安全性規制を遵守しなければならない（ISBER2008;2
9
CFR1910）。
B.5.

臨床情報の収集および管理

生物試料に適切な注釈を付けることは、ヒト生物資源保管施設が科学研究のツールとして総合
的に役に立つために決定的な重要性を持つ（Ei
sema
netal.2003
）。ヒト生物資源保管施設は
収集された生物試料をさまざまな方法や手段を用いて保管する。収集された生物試料は、分子
標的の発見・検証、遺伝子研究、疫学研究、予防研究、早期発見など、研究者の多種多様な研
究目的に用いられる。研究者やヒト生物資源保管施設が記録する情報は、収集された生物試料
の種類と研究目的によって異なる。
B.5.1. 法規制の遵守
B.5.1.1.
臨床情報の収集は米国食品医薬品局（FoodandDrugAdministrat
ion:FDA）の要求事項（2
1CFR
Part11または F
DAの指針書［http://t
inyurl.c
om
/21cfr11］を参照）に準拠して行い、それ
が適切であるなら、新薬臨床試験開始届や治験医療機器に対する一部規制の適用免除申請に引
用・使用できるようにする。
B.5.2. 臨床情報の収集
B.5.2.1.
ヒト生物資源保管施設の目的および性格に応じて、被験者およびプライバシーに関する規則に
準じて生物試料に関連する臨床情報を収集すること。NCIとしては、臨床情報の収集を必ずし
もヒト生物資源保管施設の責務とはみなしていない。
B.5.2.2.
ヒト生物資源保管施設は、臨床情報に対して統一された簡潔な用語（caBI
G®標準データ要素
［commonda
taeleme
nts:CDE
s］など）を使用しなければならない。
B.5.2.3.
ヒト生物資源保管施設は、生物試料および関連臨床情報の取得に適用されるプライバシー（個
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人情報保護）に関する法令・規則、被験者保護規制を遵守しなければならない（付加情報およ
び参考のため、「C.2
.インフォームド・コンセント」および「C.3.プライバシーの保護」を
参照）。生物試料に関連する臨床情報は、該当する場合、HIPA
Aならびに米国保健社会福祉省
（U.S.Depa
rtmento
fHealthandHum
anServ
ices
:DHHS）および FDAの被験者保護規制、該
当する州法・地域法に準拠して研究目的のみに使用・開示すること。
B.5.2.4.
ヒト生物資源保管施設は、資源の使用目的に基づき、かつ、ヒト生物資源保管施設が生物資源
と関連臨床情報のアクセス場所であるならば、適宜、生物資源とその具体的な臨床情報に関す
る研究者の要請を追跡し、臨床情報収集の改善を図ること。ヒト生物資源保管施設はこの情報
を定期的に要約し、臨床情報コレクションの向上を目的として臨床情報を保持および／または
収集する組織に提供する。
B.5.3. 長期追跡臨床情報
B.5.3.1.
ヒト生物資源保管施設は、研究の要求事項に指示されている場合、該当するインフォームド・
コンセントおよび権限付与の要件を満たした上で長期追跡臨床情報を収集・保管しなければな
らない。
B.5.3.2.
ヒト生物資源保管施設の設置目的、研究デザインまたはインフォームド・コンセント／承諾に
よって異なるが、生物試料に関連する情報には、人口統計学的情報、生活習慣要因、環境的・
職業的曝露、がん既往歴、系統的な病理情報、追加的診断研究、初回病期判定手順に関する情
報、治療情報のほか、研究参加者の臨床転帰の追跡調査研究に関する情報などが含まれる（推
奨 CDEセットを記した「補遺 1 最小臨床情報セット」を参照）。ヒト生物資源保管施設によ
って異なるであろうが、どの程度詳しく注釈付けを行うかは生物試料の主な使用目的によって
決まる。臨床的な注釈付けのためのデータセットは、ヒト生物資源保管施設の使用者のニーズ
のほか、総合的な実施可能性（特に臨床試験から収集した生物試料の場合）に基づく。
B.5.3.3.
長期追跡研究用に開発されたデータベースでは、生物試料との関連がコード化された臨床情報
を用いるが、法律および研究参加者の同意／承諾により許可された場合は、長期追跡情報を継
続的に取得できるように研究参加者個人を特定するための確実な対応表を保管しておかなけれ
ばならない。
B.5.3.4.
ヒト生物資源保管施設は方針や手順書を最適化して、研究参加者のプライバシーと機密性を保
護しつつ、統一された長期追跡情報（必要に応じて治療や転帰情報など）を利用しやすくする
こと。
B.5.3.5.
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質の高い長期追跡情報を収集するため、ヒト生物資源保管施設は長期追跡臨床情報の収集手順
検証作業および QA/QCを担当する訓練された専従職員を配置する。ただし、このような職員は
必ずしもヒト生物資源保管施設の従業員でなくてもよい。
B.5.4. 情報の追跡を支援する情報処理
B.5.4.1.
ヒト生物資源保管施設の情報処理システムは、生物試料の収集、処理、配布のあらゆる側面を
追跡して、生物試料の質の高い注釈付け、その特徴、その他の関連データを支援する。詳細に
ついては「B
.6. ヒト生物資源保管施設の情報処理」を参照のこと。
B.6.

ヒト生物資源保管施設の情報処理：データ管理および在庫管理と追跡

ゲノミクスとプロテオミクスで扱われる情報の膨大化に伴い、情報処理システムが研究事業に
とって不可欠となった。最低限の機能上、運用上、法律上の要求基準を（本書に概説するとお
り）実務要領とみなし、ヒト生物資源保管施設を支援する情報処理システムを開発または選択
する際に盛り込むべきである。こうした情報処理システムは、ヒト生物資源保管施設の日常業
務を維持するために堅固で、運用上、信頼できるものでなければならず、ヒト生物資源保管施
設の利用者に必要とされる重要な要件を提供しなければならない。また、科学面での要請の変
化にも対応できなければならない。このような必要性には、情報処理システムが新しい処理方
法、新しい生物試料手順、新しい設備技術、または新しい容器の種類を追跡できるようにして
おくことが含まれる。
情報処理システムはヒト生物資源保管施設が行う業務のあらゆる側面をサポートする必要があ
る。その業務には、研究参加者の登録と同意の追跡、生物試料の収集、処理、保管および配布、
QA/QCの過程および記録、研究参加者の（臨床）情報の収集または同情報への電子的リンク、
情報のセキュリティ、管理報告機能（在庫目録、収集、使用、QAなどの報告書の作成など）が
含まれるが、これらに限定されるわけではない。さらに、情報処理システムは最小限の共通臨
床情報を保存すべきである。
ヒト生物資源保管施設の情報処理システムは、生物試料（保管あるいは使用場所など）と関連
情報の使用の責任の所在を研究参加者に対して説明する際の重要なツールである。ヒト生物資
源保管施設は、この説明責任の要請が満たされるような対策が講じられた情報処理システムを
導入・運用しなければならない（「B.6
.7. 情報処理システムに関連する規制上の問題」およ
び「C.1. 管理者責任（respo
nsiblec
ustodia
nshi
p）の原則」を参照）。
さらに、他のヒト生物資源保管施設や異なる情報システムとの双方向の運用性は、情報や生物
試料のやり取りの要であるため、情報処理システムはこれを確保しなければならない。それに
は、ゲノミクス、プロテオミクス、放射線画像、病理画像、その他の関連情報を取得または共
有する別システムとの一体化が含まれる。
このニーズに応えるため、NCICen
terforBioinfor
m
aticsが caB
IGを開発した。caBI
Gは、NCI
が支援する研究事業全般、とりわけ臨床研究と橋渡し研究（トランスレーショナル・リサーチ）
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にわたって情報や研究に必要なツールを共有できるようにするための研究者個人と研究機関を
結びつける自主参加の（volun
tary）ネットワークである1。ヒト生物資源保管施設は caBIGを
活用して、本項に記載された情報処理に関する勧告を実践することが推奨される。caBIGプロ
グラムおよび関連ツール・資源は、がん研究のあらゆる側面で双方向の運用を可能にするもの
であり、現在も進化を続けており、がん研究を超えた領域まで発展しつつある。生物試料の管
理と共有のサポートとして、一部の ca
BIGツールを利用できる。
B.6.1. 機能範囲―全般
B.6.1.1.
ヒト生物資源保管施設レベルでは、情報処理システムは、B.5項に記載したとおり、情報の種
類の記録に重点を置く。これには在庫管理機能、すなわち、生物試料の取得、処理、取り扱い、
QA/QC、収集場所（研究参加者）から使用（研究者）への配布といったあらゆる段階の追跡が含
まれる。
B.6.1.2.
情報処理システムは、生物試料の物理的容器のラベル（紙製ラベル、バーコードなど）と、同
じ情報システム内の当該生物試料に関する他の情報を関連付けることができなければならない。
B.6.1.3.
情報処理システムは、該当する場合には、生物試料に関連する臨床情報を追跡したり、生物試
料の情報と外部から供給された臨床情報を関連付けなければならない。
B.6.1.4.
ヒト生物資源保管施設の情報処理システムは、生物試料の質を示すために記録された尺度（RNA
integrityn
umberなど）を監視・報告しなければならない。
B.6.1.5.
ヒト生物資源保管施設の情報処理システムは、システムの重要事項の集計結果を提供し、デー
タベース内の保護された健康情報（Pro
tectedHealt
hInforma
tion:P
HI）への全アクセス記録
を監査する。
B.6.2. 機能範囲―生物試料の特定および追跡
B.6.2.1.
情報処理においては、生物試料とは通常、ある容器に保存されている物理的に識別可能な一つ
のヒト試料を指す。抽出・精製によって生じた複数のサンプル（物理的部分）、分割・分注さ
れた試料、生物試料のその他の物理的に分割された一部は、新しいサンプルとみなし、本書で
はサンプルと称するが、本書以外では娘サンプル（daughtersa
mple）と呼ばれることもあり、
各々に新たな識別子を割り当てなければならない。各サンプルの由来を記録すること。

1

https://ca
big.nci.
nih.gov/
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B.6.2.2.
生物試料の分割・分注物／誘導体を使用する際、元となる生物試料を確認・追跡する研究上の
必要性があるため、生物試料を包括的かつ一意的に特定する方法を採用する機能的必要性があ
る。また、生物試料とそのサンプルはヒト生物資源保管施設間で共有されることから、QCに係
わる問題は、追跡を容易にする包括的な一意的識別子の有無にかかっている。各生物試料には
一意的識別子（番号やバーコードなど）または識別子の組み合わせを割り当てる。現存する生
物試料コレクションに対してこの作業を行うと多大な労力を要するため、この勧告は特に今後
収集される生物試料に適用される。このような状況において、識別子が一意的である範囲は個々
のシステムおよびそのシステムが支援するヒト生物資源保管施設であるが、包括的な識別子を
割り当てることができるのなら、可能な限りそうすることを推奨する。
B.6.2.3.
情報処理システムには、収集から処理、保管、配布される生物試料を照合・追跡する能力がな
ければならない。これには、配布された量および部分使用された生物試料の残量の追跡が含ま
れる。研修者から返却された未使用サンプルの再保管―どのように扱われたか不明のため、サ
ンプルの質への影響を鑑みると推奨できないが―も追跡すべきである。追跡作業には、生物試
料の複数の、既存の、および／または外部からの物理的識別子（非識別情報に付随するバーコ
ードなど）の記録が含まれる。
B.6.2.4.
生物試料やサンプルがヒト生物資源保管施設内で移動したり、同施設外に移動したりするたびに
ヒト生物資源保管施設のデータベースを更新し、情報処理システムはその所在を追跡できなけれ
ばならない。
B.6.3. 双方向の運用性
B.6.3.1.
ヒト生物資源保管施設によってワークフローが異なるために、情報処理システムの情報処理の
要求基準も異なるであろうが、ヒト生物資源保管施設を臨床情報と研究情報に対応させてネッ
トワークに配置するため、研究と臨床の双方向からの運用が可能なシステムでなければならな
い。このような双方向の運用によって、ローカルシステムや他のクロスサイトシステムと統合
できなければならない。
B.6.3.2.
各ヒト生物資源保管施設の情報処理システムは、他の臨床情報システム（解剖病理検査情報シ
ステム、臨床病理検査情報システム、がん登録など）と統合できなければならない。臨床情報
システムとの統合においては、該当する場合、H
IPA
Aの規制および被験者保護規制に準拠する
こと。
B.6.3.3.
ヒト生物資源保管施設の情報処理システムは、C
DEを用いる全てのシステムに提出できる最低
限の標準質問項目を満たさなければならない。
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B.6.3.4.
新しいヒト生物資源保管施設用に導入選定される、あるいはそのために開発される情報処理シ
ステムは、他システムとの双方向の運用を目標として、caBIGとの互換性がなければならない2。
これは一つ以上の caBIG標準サービス仕様を実装することで達成される。caBI
Gとの互換性に
関する最新情報は caB
IGのウェブサイトを参照のこと。現存するヒト生物資源保管施設で用い
ているシステムを入れ替えたり、アップグレードする場合、最大限の双方向運用が可能なレベ
ルで caBI
Gとの互換性がなければならない。既存のソフトウェアについては、caB
IGとの互換
性へ移行する方法を特定すること。
B.6.3.5.
情報処理システムは、CancerDat
aStandardsRe
pos
itoryのような標準メタデータセンターの
情報要素を使用すること。
B.6.3.6.
ヒト生物資源保管施設の情報処理管理システムは、報告や規制の要求基準を満たしたり、予定
している科学研究のために生物試料を探すといったさまざまな目的で、適切かつ個人識別不能
化（deident
ified）された生物資源情報を遠隔地の使用者と共有できるものとする。NCIは、
ヒト生物資源保管施設が生物試料を報告したり、その場所を見つけたりするのに役立つ双方向
運用ツールを開発中である。その一部として OB
BRと caBIGが目下取り組んでいる Speci
men
ResourceLo
cator（試料リソースロケーター）、ならびに、オープンソースのソフトウェアプ
ラットホームである caGridを介して個人識別不能化された生物試料情報を共有できるように
する CaBIGC
ommonBi
oreposit
oryModel
（Ca
BIG共通バイオレポジトリモデル）が挙げられる。
B.6.3.7.
生物試料を用いた研究から得た実験結果の情報は、通常、ヒト生物資源保管施設の管理に用い
る情報システムの範疇には含まれない。従って、一般的に、生物試料の提供者であるヒト生物
資源保管施設にこのような情報を直接戻すのは現実的ではない。しかし、他のシステム（適切
な公共のデータリソースを含む）に実験情報を提出・保管するのは、生物試料の使用者にとっ
て最善の手段である。実施可能ならば、ヒト生物資源保管施設は、自施設の情報処理システム
と実験情報の保管に用いる情報処理システムを双方向に運用させて、このような履行を支援す
べきである。ヒト生物資源保管施設がこの目標を達成する上で重要となる実務要領は、包括的
かつ一意的な識別子を利用することである（B.
6.2.
2項を参照）。
B.6.4. ヒト生物資源保管の情報処理管理システムの開発
ほとんどのヒト生物資源保管施設のニーズを満たす成熟したオープンソースの市販情報処理シ
ステムツールが多数存在する。ただし、情報処理管理システムをゼロから開発する場合は、こ
れらの実務要領を考慮しなければならない。

2

https://ca
big.nci.
nih.gov/
guidelin
es_docu
ment
ation
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B.6.4.1.
ヒト生物資源保管施設の情報処理管理システムは、使用の実情および生物資源を管理する際の
要請をとらえる他の技術（データモデル、オブジェクトモデルなど）に基礎を置かなければな
らない。主として、ヒト生物資源保管施設で行われる業務の SOPによって情報処理システムの
設計を決定すべきである。
B.6.4.2.
初期開発および後続の修正は、ソフトウェア開発およびシステム開発の方法論に従うこと。
B.6.4.3.
ソ フト ウェ アお よびシ ステ ムを 構築す る機 関は少 なく とも Capa
bility Maturi
ty Mo
del
Integration
（CMMI）レベル 3に適合することが推奨される。
B.6.5. ヒト生物資源保管の情報処理管理システムの選択
B.6.5.1.
ヒト生物資源保管施設は、自施設の現在および今後のニーズに対応するため、ソフトウェアの
ニーズと保管のニーズに関する最小限の要求基準を特定しなければならない。本書に記載する
実務要領にその要求基準を盛り込む。
B.6.5.2.
ヒト生物資源保管施設は、前項で特定した基準を用いて、他の要素（履行しやすさ、インフラ
のニーズ、支援のニーズ、購入費および維持費を含む）を勘案しながら、成熟したオープンソ
ースの市販システムの是非を判断しなければならない。
B.6.6. ヒト生物資源保管の情報処理システムの検証および運用
B.6.6.1.
ヒト生物資源保管施設の情報処理管理システムに、運用を 1日 2
4時間、週 7日サポートする運
用インフラを設置しなければならない。
B.6.6.2.
ヒト生物資源保管施設の情報処理管理システムに、システムの故障時間や災害復旧に対応する
措置を規定・配備しなければならない。
B.6.6.3.
ヒト生物資源保管施設の情報処理管理システムを定期的に評価して、実務要領で提唱されてい
る基準とヒト生物資源保管施設の最新ニーズを満たさなければならない。
B.6.6.4.
外科病理報告書といった自由記載による情報から体系的な情報を抽出するプログラムなどにつ
いては、抽出された情報が正確になるように機能評価を行うこと。ヒト生物資源保管施設はこ
のようなプログラムなどの性能を定期的に監視しなければならない。
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B.6.6.5.
個々の研究機関にある全てのヒト生物資源データベースは安全な場所に設置し、各機関が監視
しなければならない。情報処理システムの性能に影響を及ぼすおそれのあるさまざまな状況に
応じてデータを保管し、取り出せるように対応手順を用意する。ヒト生物資源保管施設は、安
全が保証されていない応急のデータベースを消去し、中央情報処理システムを介して情報を管
理すること。このような基盤を構築する能力がない場合は、情報処理システムのホスト業務を
外部に委託する。
B.6.7. 情報処理システムに関連する規制上の問題
本ガイドラインの倫理、法律および政策の項で記載した問題のほかにも、該当する場合、以下
の規制上の問題に対応すること。
B.6.7.1.
ヒト生物資源保管施設は、必要に応じて電子署名を用いたり、また障害者用の情報技術アクセ
シビリティ基準を採用することを推奨する州政府および連邦政府の要求基準を満たさなければ
ならない。
B.6.7.2.
情報処理システムの適切なセキュリティレベルを決定する際、ヒト生物資源保管施設は
National In
stitute of Stand
ards an
d Techno
log
y Special P
ublicati
on 800-3
0の『R
isk
ManagementGuidefo
rInform
ationTe
chnolog
ySy
stems』を参照すること。

C.

倫理上、法律上および政策上の実務要領

ヒト生物試料の研究活動には、生物試料の物理的な完全性と質に関する技術的問題のほかにも
さまざまな倫理上、法律上、政策上の問題が伴う。主な倫理上の問題としては、ヒト研究参加
者（被験者3）の自由参加の尊重、プライバシー侵害や機密義務違反からのヒト研究参加者の保
護、個人およびグループへの危害の最小化などが挙げられる。また、法律上・政策上の問題と
しては、生物試料の収集、保管、配布、使用に関して、ヒト生物資源保管施設が連邦、州、地
域の適用法規を遵守すること、生物試料の利用に関して適切なガイドラインを作成すること、
生物試料が科学的に綿密な研究に用いられること、ヒト生物資源保管施設のガバナンスを確立
することなどが挙げられる。（関連規制および政策の詳細については、C
1項から C
6項までを
参照のこと。）
2005年、NCIは、がん研究者社会のさまざまな代表者のみならず、倫理、法律、政策の専門家

3

NCIは、「ヒト研究参加者（humanr
esearchpartic
ipant）」と「被験者（humansubject
）」
は同義とみなしている。研究における患者や志願者の重要かつ積極的な役割を認める趣旨から、
本書では「ヒト研究参加者」を用いる。45CFRPart46で記載されるとおり、「ヒト研究参加
者」は「被験者」と同じ意味を持つよう意図されている。
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を集めたワークショップを開催した。その場では、NCIが支援するヒト生物資源保管施設およ
び生物試料研究全般の結束、統合および改善に役立つ取り組みについて議論され、提案がなさ
れた。本 NCI実務要領は、このようなワークショップや 200
2年～2005年に開かれた NCI後援
による他の会合および活動に基づいて作成された勧告が基礎となっている。初の改訂版である
本 NCI実務要領には、2007年に NCIが主催した Custodia
nshipan
dOwners
hipIssu
esin
BiospecimenResearc
h（生物試料研究における管理者責任および所有者責任の問題）に関する
シンポジウム－ワークショップ中に作成された新たな勧告が含まれている。学界、民間部門、
患者擁護団体、政府機関の長が参集したこの画期的なシンポジウム－ワークショップの目的は、
NCIが支援するヒト生物資源保管施設における生物試料および関連データの管理者責任に関す
る実務要領のための勧告を作成し、（1
）ヒト研究参加者、研究者、機関に関する考慮事項、（2
）
財政的な利益相反、（3）知的財産（IP
）および（4
）成果および利益へのアクセスの 4領域に
おいて NCI実務要領初版に追加することであった。このシンポジウム－ワークショップ中に作
成された勧告は、本 NCI実務要領の C項の修正に反映されている。
本書の倫理上、法律上、政策上の実務要領では、研究におけるヒト生物資源の収集、保管、配
布および使用に関連する主要な規制および勧告について説明する。この実務要領は、例えば
grantpo
licystatemen
tより詳細かつ広範囲であるものの、本 N
CI実務要領に記載される全て
の要素があらゆる生物試料研究活動に適用されるわけではない。研究者やヒト生物資源保管施
設の幹部は、研究プロジェクトの目的およびヒト生物資源保管施設の設置目的と照らしながら
このような原則を慎重に検討し、最適な運用方針を決定しなければならない。さらに、研究者
およびヒト生物資源保管施設は、45CFRPart46に規定されるとおり、連邦および州の法規を
当該資源にいかに適用するか、NCI実務要領による被験者研究に関する勧告をいかに実践する
かについて、必要に応じて IR
Bおよび適切な当局者に相談しながら決定すべきである。
本書で考察する規制および基準の提言は、米国内でヒト生物試料を使用する研究を対象として
いる。多くの国々では、ヒト生物試料の使用に関する、ある場合には特別条項のように、被験
者を対象とした研究について独自の倫理的・法的規範を定めている。研究者やヒト生物資源保
管施設は、新規に共同研究や収集を開始する前に、
適用される可能性のある国際基準に配慮し、
かつ、米国の規制基準と国際的な規制基準の違いを明らかにし、それに対応しなければならな
い。
C.1.

管理者責任（respons
iblecus
todiansh
ip）の原則

管理者責任とは、収集から研究使用に至るまで生物試料を保管・管理する責任のことである。
管理者の責任として、慎重な計画立案と透明性を持つ方針によって、長期にわたる生物試料の
物理的な質の確保、ヒト研究参加者のプライバシー保護、関連情報の機密性保護、生物試料と
情報の適正使用が求められる。透明性を担保するため、ヒト生物資源保管施設の方針は、電子
的またはオンサイト検索できるよう公表されなければならない。
管理者は生物試料と関連情報の信頼できる仲介人かつ管理人（caretak
er）であり、管理者の責
任は該当する倫理・政策基準と調和しなければならない。管理者は明瞭に指定された者でなけ
ればならず、利益相反の可能性を除外するため、研究者やヒト生物資源保管施設の資金提供者
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（ヒト生物資源保管施設のマネジャーなど）以外の者であることが望ましい。研究者が生物試
料や情報の本来の所有者である場合は、同研究者が管理者と同じ責任を負い、研究使用に適用
される同じ倫理規範を遵守すべきである。従って、従来のヒト生物資源保管施設に適用される
監視および Q
Cの仕組みに関する原則は、
研究者個人が所有する小規模コレクションにおける生
物試料の収集、保管、配布、使用にも関係し得る（ヒト研究参加者のプライバシー保護および
関連情報の機密性保護、適切な QA/QC手順書など）。あるいは、今後の研究用として生物試料
のコレクションを保有している研究者が、IRB承認のヒト生物資源保管施設に加入する方法も
ある。こうした併合は小規模な生物試料コレクションの基本的な品質基準の確保に役立つ。
ヒト生物資源保管施設の管理者とマネジャーは、信頼できる仲介人の役割として、自施設内に
おける運用上の重要な意思決定を導く一連の権限、過程、手順からなるガバナンス計画を策定
しなければならない。ガバナンスは、生物試料の利用のみならず、管理上の関係や責任にも影
響を及ぼすので、自施設の一般的管理者責任計画に組み入れなければならない。また、ヒト生
物資源保管施設は、以下に記す全ての管理責任を受け入れ、必要に応じて、その責任を果たす
ために諮問委員会（活動的メンバーの中にヒト研究参加者を含む）を設置することによって社
会的信頼を高める責任を示さなければならない。
l

実行可能かつ適切な場合、個人およびコミュニティからのフィードバックに基づいて全般
的な運用上、倫理上、法律上の方針を実践する。

l

利用の要請、研究使用の提案、および利益相反の管理を適切かつ科学的に検討する。

l

あるグループに汚名を着せたり差別したりする可能性のある研究情報の公表や配布に関し
て、要請に応じて助言を与える。他者（研究者、IRB
、および場合によっては研究対象グル
ープを含む）も、この責任を負う。

l

実行可能な場合、ヒト生物資源保管施設のウェブサイトや代替方法を用いて一般市民を啓
蒙し、彼らのフィードバックを得る。

各トピックの具体的な勧告を本項に記載する。
C.1.1. ガバナンス
ヒト生物資源保管施設は、自施設の実務手順の一環として、収集された生物試料および関連情
報を保管・管理する公的かつ持続的な責務に取り組まなければならない。ガバナンス計画で取
り組むべき課題は次のとおりである。（1
）ヒト生物資源保管施設は生物試料の質の完全性をど
のように確保するのか、（2
）ヒト生物資源保管施設は、生物試料に添付されるヒト研究参加者
情報の無謬性の確保をどのように行うのか、（3）サンプルを研究者に配布するためにどのよう
な計画および手順を策定するのか、（4）ヒト生物資源保管施設のディレクターおよび同ディレ
クターが所属する機関はどのような役割と責任を担うのか。（「C.
4.生物試料および情報の利
用」も参照のこと）
C.1.2. レガシープラン／危機管理計画
ヒト生物資源保管施設のレガシープラン／危機管理計画をガバナンス計画全体に組み入れ、以
下の一つ以上の点において生物試料および関連情報の取り扱いと廃棄に取り組まなければなら
ない。（1）助成金の交付期間の終了、（2）管理者（managemen
t）の喪失または資金援助の終
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了、（3）研究の特定目的の達成、（4
）生物試料を使い切ったとき、（5
）重要データエンドポ
イントの達成、（6）ヒト研究参加者の参加撤回。以上のいずれかの時点で、保管されている生
物試料にまだ研究的価値があるのか評価する。研究的価値があるのなら、ヒト生物資源保管施
設は財政的に自立できるか検討する。あるいは、インフォームド・コンセント文書および IRB
によって許可されるならば、生物試料を適切な研究施設に譲渡できる旨を適切な手段によって
研究者社会に広く知らしめる。ヒト生物資源保管施設は、他のヒト生物資源保管施設に生物試
料を譲渡する際、研究者個人に生物試料を譲渡するときと同じ意思決定基準を用いる。このよ
うな生物試料の譲渡は、被験者に関する規制、生物試料と情報が最初に収集されたときのイン
フォームド・コンセント、その他の該当する事前同意や機関内方針に準じていなければならな
い（「C.2. インフォームド・コンセント」を参照）。
C.1.3. 保管に関する方針
ヒト生物資源保管施設は、生物試料と情報の保管に関して分かりやすい方針を策定し、文書化
しなければならない。さらに、試料移転合意文書（M
TAsなど）によって、受領者である研究者
の保管・使用方針を定める。生物試料の保管に関するその他の考慮事項は以下のとおりである。
l

臨床生物試料の保管は連邦法および／または州法に準拠する。

l

研究用の生物試料については、十分な財源や保管スペース、予測される研究上の有用性に
左右されるが、一般には永久保存が望ましい（Q
A/Q
C過程で質が低いと判定された生物試
料は永久保存すべきではない）。

l

生物試料の使用可能性を定期的（例えば資金援助の更新時など）に実施し、保管されてい
る生物試料の有用性、新規の生物試料の必要性などを見極める。

C.1.4. 利益相反
ヒト生物資源保管施設は、管理責任者として、現存する利益相反と利益相反の可能性を管理し、
利益相反に関する規則（42CF
RPart5
0Subpar
tF
）とその他の該当する規制や方針を遵守し
なければならない（「C.6. 利益相反」参照）。
C.1.5. 機密保持およびセキュリティ
ヒト生物資源保管施設は、該当する場合、生物試料および関連臨床情報の機密性とセキュリテ
ィの維持に関して分かりやすい方針を採用しなければならない。具体的には、コード化された
サンプルと情報を保管するヒト生物資源保管施設は、ヒト研究参加者を特定するリンクまたは
対応表を保管する方法について方針を策定する。
C.1.6. パブリック・コミュニケーション
C.1.6.1.
実行可能な場合、ヒト生物資源保管施設は、自施設のウェブサイトや代替方法を用いて、以下
の一般情報をヒト研究参加者と共有する。
l

生物試料を他の研究者と共有するか否か。

l

利用に関する意思決定がどのように下されるのか、どのようなプライバシー保護が実施さ
れているのか。

l

生物試料を用いて、一般にどのような種類の研究が実施されているのか。
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この情報またはウェブサイトへのリンク先をインフォームド・コンセント文書に記載すること。
C.1.6.2.
ヒト生物資源保管施設は、自施設のガバナンス計画の要約および／またはその組織図を公表す
る（ウェブサイト上など）。
C.2.

インフォームド・コンセント

インフォームド・コンセント（被験者保護規制［45CFRPart4
6Subpar
tA］に準拠）は、ヒ
ト研究参加者となり得る者が十分な情報（予期される処置、リスク、利益など）を与えられ、
理解した上で研究に参加する意志決定を行えるように設計されている。生物試料を収集する時
点では今後実施される研究の詳細が不明である場合が多いため、生物試料の収集、保管および
今後の研究での使用についてインフォームド・コンセントを得るには困難が伴う。また、D
HHS
規制の 45CFRPart46Sub
partAで定めるところにより、次のいずれかに該当する場合、たと
え被験者を対象にした研究であってもインフォームド・コンセントの取得が義務づけられてい
ない：（1）被験者研究が 45CFR§ 46
.101(b)
の規制を免除されている場合、あるいは、（2）
研究が 45CFR§ 46.116
(c)または(d)の下、IRBによりインフォームド・コンセントの権利放棄
が認められる非免除被験者研究である場合。
C.2.1. インフォームド・コンセントに関連する連邦規制およびガイドライン
C.2.1.1.
DHHSが実施または研究助成するヒト研究参加者を対象にした研究は、45CFRPart4
6に規制さ
れる。DHHS規制では、インフォームド・コンセントが必要とされる場合と、インフォームド・
コンセントの取得過程および文書に含まれるべき要素の両方が記載されている。ヒト生物資源
保管施設は、適切なインフォームド・コンセントが存在するか、それが存在しない場合はイン
フォームド・コンセントが不要である理由を突き止め、保管されている生物試料に関する同意
内容に食い違いがあれば是正に努めなければならない。インフォームド・コンセントに関する
指針については、被験者保護局（Offic
eforHuma
nResearchProtect
ions:OHRP）のウェブサ
イト（http:
//www.hh
s.gov/oh
rp/polic
y/index
.htm
l#informed
）を参照のこと。
C.2.1.2.
ヒト生物資源保管施設が満たすべき規制要件に関する指針が OHR
Pから公表されている
（http://ww
w.hhs.go
v/ohrp/h
umansubj
ects/in
dex.
html）。OHRPは、生物試料収集のためのイ
ンフォームド・コンセント文書に以下を盛り込むことを推奨している。
l

ヒト生物資源保管施設の業務の明記。それには、個人識別可能な情報がヒト生物資源保管
施設に保存されるのか、研究結果が生物試料と関係づけられるのかといった、ヒト研究参
加者が関心を持ちそうな詳細を含むこともある（NC
Iの勧告内容については、「C.1.管理
者責任（res
ponsiblecustodi
anship）の原則」を参照）。

l

受領者である研究者にサンプルと情報が提供される条件（NCIの勧告内容については、
「C.4.
生物試料および情報の利用」を参照）。

l

ヒト研究参加者のプライバシーおよび情報の機密性を保護する手順（NC
Iの勧告内容につ
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いては、「C
.3.プライバシーおよび機密性の保護」を参照）。
l

研究の性質および目的の具体的記述。

l

ヒト遺伝子研究が予期される場合、DN
Aタイピングのもたらす結果に関する情報。

C.2.1.3.
該当する場合、特にヒト試料を invitro診断装置研究に使用する場合は、インフォームド・コ
ンセントに関連する FDA規制に配慮しなければならない（21CFRPart812、21CFRPar
t50
および 21CFRPa
rt56を参照）。ある特定の条件が満たされた場合、個人識別できない「余っ
た」生物試料（日常診療または分析用に収集された生物試料の残余、他の研究目的で以前に収
集された生物試料など）を使用する invitr
o診断装置研究のためのインフォームド・コンセン
トの規制基準に関して、FDAが施行の自由裁量（en
forcementd
iscretio
n）を行使することが
ある4。
C.2.2. インフォームド・コンセントに関連する NCIの全般的勧告
インフォームド・コンセントの取得過程にヒト生物資源保管施設がどの程度関与するかは、資
源の利用目的によって大きく異なる。生物試料を収集し、インフォームド・コンセント取得過
程に関与するヒト生物資源保管施設が多数存在する一方、別目的のために収集された生物試料
や、ヒト生物資源保管施設に所属しない研究者によって収集された生物試料を保管する施設も
存在する。ヒト生物資源保管施設は、インフォームド・コンセント取得過程への関与の程度に
かかわらず、ヒト研究参加者のインフォームド・コンセントに即した研究目的のために生物試
料が使用されることを確かめなければならない。
C.2.2.1.
NCIは、実行可能であれば、必ず該当する規制に準拠してインフォームド・コンセントを取得
することを推奨している。最優先事項は、研究目的のために情報や生物試料を提供する個人の
尊重である。従って、インフォームド・コンセントを求めるか否かを決定する際、個人の希望
に配慮しなければならない。匿名でのサンプル提供を望む人もいれば、追加研究や今後の使用
の同意を得るために再接触されるのを嫌う人もいる。ヒト生物資源保管施設は、インフォーム
ド・コンセントの取得過程（ヒト研究参加者に同意を求める時期を含む）に関して分かりやす
い方針を策定しなければならない。
C.2.2.2.
生物試料を用いる生物医学研究では、個人的、宗教的、文化的な信条や慣習を尊重しなければ
ならない。例えば、一部の文化では、身体は神聖であるために侵害してはならないとされてい
る（Andrews2005;B
urhansst
ipanove
tal.,2
005
）。従って、生物試料の収集を予定してい
る研究を計画する際、研究者は対象となる地域社会の信条や慣習に配慮し、インフォームド・
4

GuidanceonIn
formedConsentforInVit
roDia
gnos
ticDevic
eStud
iesUsi
ngLef
toverHuman

SpecimensT
hatAreNotIndi
viduallyIdenti
fiab
leは以下で閲覧できる。
http://www.
fda.gov/
MedicalD
evices/D
eviceRe
gula
tionandGuid
ance/Gui
danceDoc
uments/u
cm0
78384.htm
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コンセントの取得過程で、研究対象集団に関して以下の点を考慮すべきか検討する必要がある。
l

生物試料について宗教的、文化的または個人的な制限があるか。

l

生物試料の廃棄または返却（実施可能な場合）に関してどのような指示があるか。

l

参加者の主言語は何か、その言語で同意説明を行うのか。

ヒト研究参加者の要望に応えられるよう、ヒト生物資源保管施設はこのような信条に基づいて
関連する制限事項や指示内容を追跡すること。
C.2.2.3.
医療行為中に生物試料を収集する場合、生物試料の研究目的使用に対する同意を得るタイミン
グ（医療行為前または後など）は厳格にすべきではなく、倫理に関するガイドラインや運搬上
の制約といったさまざまな重要事項に配慮しなければならない。
一般的には、医療行為前に同意を得るべきであるが、医療行為後の同意が適切と考えられる状
況もある（H
ewittetal.200
9）。このような決定は、医療行為や検査を受ける重篤な患者の
状況に注意を払いつつ、事例ごとの対応を行わなければならない。例えば、疾患、過度のスト
レス、患者が尋ねられている内容を完全に理解する能力といった事柄への配慮から事前に同意
を求めることが不可能である場合、診断に必要な量を差し引いた残余ヒト試料を使用すること
に対する同意を医療行為の後に取得することは許容される。ただし、研究目的のためにヒト研
究参加者から生物試料を収集する場合や、臨床目的で生物試料を収集する方法が研究の必要性
に合わせて変更される場合は、
事前にインフォームド・コンセントを取得しなければならない。
ただし、IR
Bがインフォームド・コンセントの取得要件の放棄を許可する場合はこの限りでは
ない。
C.2.2.4.
生物試料の保管、インフォームド・コンセントに関する記録、ヒト研究参加者のプライバシー、
その情報の機密性を規定する方針に関する情報は、インフォームド・コンセント文書または補
足資料で参加者に提供される（「C.1.管理者責任（responsib
lecusto
dianship
）の原則」を
参照）。
C.2.2.5.
生物試料がある時点で匿名化された後に、当初のインフォームド・コンセント文書に記載され
ている研究目的の範囲を超えた二次的な研究目的に使用されるのか、その可能性をインフォー
ムド・コンセントの文書に明記しなければならない。研究用に生物試料を提供するか否かの意
思決定をするヒト研究参加者は、自分の組織が将来どのように使用されるのか（匿名使用の可
能性を含む）理解しておくべきである。
C.2.3. インフォームド・コンセントの重要要素および補足資料に関連する NCIの勧告
本項では、インフォームド・コンセント文書に関連する重要な倫理的・政策的問題に関してヒ
ト生物資源保管施設に指針を示すことを目的として、重要な要素を記述する。生物試料の収集
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や今後の研究使用のためのインフォームド・コンセントは、説明を受けた上で意思決定を行う
ヒト研究参加者に十分な情報を提供する必要性と、説明同意文書を分かりやすく適切な長さに
する必要性とのバランスを取らなければならない。ヒト生物資源保管施設の性格やその設置目
的に従って、以下の要素を適用すること。
C.2.3.1.
ヒト研究参加者の利益のため、重要事項とリスクを端的に記述したインフォームド・コンセン
ト文書を作成・使用する。インフォームド・コンセント文書に以下を明記する。
l

患者は生物試料の提供を拒否する権利を有し、このことが治療や臨床試験への参加資格に
全く影響を及ぼさないこと。

l

特定の生物試料がなぜ求められているのか、ヒト研究参加者の参加がなぜ求められている
のか。

l

研究用に収集される生物試料の出所。例えば、生物試料が外科的処置で取り出した組織の
残りなのか、それとも、追加処置（追加採血など）から得たのか。

l

生物試料の管理者は誰か、管理者の役割は何か。

l

収集した生物試料はどのように使用されるのか、二次的研究に使用されるのか5。

l

生物試料は研究に有用である限り保管・共有され続けるのか、研究に使えなくなったら適
切に廃棄されるのか、それともインフォームド・コンセントの条項に従って他の適切なヒ
ト生物資源保管施設に譲渡されるのか。

C.2.3.2.
インフォームド・コンセント文書には、どのような種類の情報が収集・使用・保管されるかに
ついて記載しなければならない。該当する場合、個人識別可能な情報やコード化された情報が
ヒト生物資源保管施設に保管されるか否か、および研究結果がヒト研究参加者に関する他の情
報（解剖病理・臨床病理検査情報システムやがん登録から取得した臨床情報など）と関連付け
られるか否かについて記述しなければならない（情報処理システムの統合に関する勧告の詳細
については「B.5.
3.長期追跡臨床情報」を参照）。参加者の医療記録を利用して長期の追跡情
報を収集する場合は、
そのことをインフォームド・コンセント文書に明記しなければならない。
さらに、生物試料や生物試料と関連する情報もしくは生物試料から得られた情報が他の研究者
と共有されるか否か、もし共有される場合は、このような共有を監視する仕組みについても記
述しなければならない。
C.2.3.3.
適切な場合、インフォームド・コンセント文書内で、生物試料や情報の今後の研究での使用に
ついて再度連絡を取ることに快く協力するか否かについて選択する機会をヒト研究参加者に与
えること。
C.2.3.4.
研究への参加が参加者の家族や所属社会に利益をもたらしたり、悪影響を及ぼしたりする可能
5

「二次的研究（second
aryresea
rch）」とは、当初の研究範囲を超えた他の研究使用を指す。
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性（例えば、研究結果によって汚名を着せられたり差別されたりするリスクがある場合）があ
る旨をインフォームド・コンセント文書に明記しなければならない。
C.2.3.5.
遺伝子配列解読や遺伝子解析を含む研究では、該当する場合、実施予定の遺伝子配列解読や遺
伝子解析の種類（体細胞、家族性または全ゲノム解析など）ならびにそのような研究がヒト研
究参加者にもたらすリスクに関する情報をインフォームド・コンセント文書に盛り込まなけれ
ばならない。遺伝情報に基づいた雇用差別や健康保険差別を禁止する 20
08年度遺伝情報差別禁
止法（Genet
icIn
formatio
nNo
ndiscrim
inationAct
:GINA）によって、このようなリスクが幾
分軽減されると考えられる。しかし、障害または長期医療保険に関連する遺伝情報に基づいた
差別の可能性に対して、GIN
Aは保護的な機能を持たない。GIN
Aの詳細については、OHR
Pの指
針および国立ヒトゲノム研究所（Natio
nalHuma
nG
enomeResea
rchInst
itute）作成のファク
トシートを参照のこと。
C.2.3.6.
インフォームド・コンセント文書には、必要に応じて、民営または営利企業が生物試料や情報
を使用すること、研究によって将来的に市販製品が開発される可能性がある旨を記述しなけれ
ばならない。ヒト研究参加者やその家族、所属社会がその製品、試験または研究から得られた
発見から金銭的もしくは非金銭的な利益を得るのか否かについて記述すること。
C.2.3.7.
インフォームド・コンセント文書には、個々人についての研究結果もしくは取りまとめた研究
結果が、ヒト研究参加者やその医療提供者または家族に開示されるか否か、開示される場合は、
そのような結果の通知方法（eメール、ニュースレター、電話など）について明記しなければ
ならない。あらゆる通知を拒否する手順も明記する。HIPAAPrivacyRuleが研究結果の開示に
影響を及ぼす可能性があるため、配慮すべきである。
C.2.3.8.
利益相反、他の研究者や企業とサンプルを共有する機関方針、共有することの財政的影響、機
関や研究者への既知または可能性のある利益に関する一般情報は、ヒト生物資源保管施設また
は機関のウェブサイトで容易に閲覧できるか、あるいは、インフォームド・コンセント文書に
付随するパンフレットに記載されなければならない（「C.6.利益相反」を参照）。
C.2.3.9.
ヒト研究参加者が自ら提供する生物試料が使用される研究の種類を指定できる場合、項目ごと
の段階的同意という手法を考慮してもよい。
項目ごとの段階的同意という手法を用いた場合、ヒト研究参加者が二次的研究をより具体的に
選択できるが、広い研究領域を持つ研究（学際的研究）をどのように分類するかという点があ
いまいになるおそれがある。ヒト生物資源保管施設の目的が広範囲の研究に生物試料を提供す
ることである場合、段階的同意は煩雑かつ無益である。段階的同意という手法は、同意の対象
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となるカテゴリーが明確で、経時的にほぼ一定であり、かつ、各ヒト研究参加者の段階的な同
意を追跡できる情報処理システムが既に配備されている場合に用いることができる。ヒト生物
資源保管施設が段階的同意を用いる場合は必ず、ヒト研究参加者の希望を尊重して、同参加者
の選択を遵守する。
段階的同意のカテゴリーの例を以下に記す。
l

がんを理解する研究、予防する研究、または治療する研究に使用するために、私の組織を
保存することを許可する。

l

他の健康問題（糖尿病、アルツハイマー病、心疾患など）を理解する研究、予防する研究、
または治療する研究に使用するために、私の組織を保存することを許可する。

l

私の細胞組織と私の医療記録や病歴を関連付けることを許可する。

l

私は今後の研究に関して連絡を取ることに快く協力する。

C.2.3.10.
ヒト生物資源保管施設は、関与するヒト研究参加者に対して、インフォームド・コンセント文
書のほかに、詳細な補足資料を提供するべきか検討しなければならない。補足資料を提供する
場合は、このような資料が一貫してヒト研究参加者に提供され、同資料の内容がインフォーム
ド・コンセント文書と矛盾しないよう手順を設定する。補足資料の例を以下に記す。
l

監視と利用の規定手順に重点を置いて、ヒト生物資源保管施設のガバナンスを 1ページで
概説または図解したもの

l

ヒト生物資源保管施設の詳しい情報を直接または自施設のウェブサイトを参照させて提供
し、インフォームド・コンセント文書では扱わないような事項を記述した添付パンフレッ
ト

C.2.4. 研究への参加の中止に関連する問題
6
ヒト生物資源保管施設は、研究への参加の中止要請に対応する方針を OH
RP
と FDAの指針7に準

じて策定しなければならない。研究への参加には、ヒト研究参加者由来の生物試料や個人識別
可能な個人情報の収集（研究者が参加者と個人的に接触したり介入していない場合も含む）、
既に収集されている生物試料や情報の使用、検査、解析が含まれる。インフォームド・コンセ
ント文書では、ヒト研究参加者が研究への参加を中止できることを強調し、中止した場合に発
生する事柄について記述しなければならない。次に、ヒト生物資源保管施設は、研究への参加
の中止要請の対処方法を定めた SO
Pを策定する（SO
P遵守の確認方法、中止イベントが発生し
たことを注釈付けする仕組みを含む）。
l

研究への参加の中止には、完全な中止と部分的な中止がある。ヒト研究参加者によっては、
研究の部分的要素（介入や相互連絡にまつわる活動など）は中止したいが、他の活動（収
集済み生物試料の今後の検査や解析など）については継続を希望するということもある。

6

Guidanceo
nWithdr
awalofSubjectsfromR
esea
rch:DataR
etentionandOth
erRelat
ed
Issues（201
0年 9月 21日発行）
7
GuidanceforSp
onsors,Cl
inicalInv
estigato
rs,andIRBs:DataRet
entionWhe
nSubjects
Withdrawfr
omFDA-R
egulatedClinica
lTrial
s（2
008年 10月発行）
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従って、生物試料や関連臨床情報の収集を伴う研究への参加を中止したいという申し入れ
がヒト研究参加者から出されたら、管理者またはヒト生物資源保管施設のディレクターは、
その中止が今後の介入および／または相互連絡活動に限定されるのか、それとも全面的な
参加中止なのかを見極めなければならない。
l

ヒト研究参加者が研究への参加を中止した場合、研究を目的として生物試料や関連臨床情
報を新たに収集したり配布したりしてはならない。さらに、既に保管されている生物試料
や関連臨床情報にまで中止が適用される場合、ヒト生物資源保管施設は保管されている残
りの生物試料と関連情報を研究目的で配布してはならない。ただし、参加中止日より前に
研究者に配布された生物試料から得たデータの解析については、IRB承認済み手順書に記
載された解析の範囲内であるならば、実施してもよい。

l

研究への参加を中止するヒト研究参加者が、以前から未使用のまま保存されている生物試
料の廃棄を要請した場合、ヒト生物資源保管施設および受領者である研究者は、該当する
場合、その要請を尊重しなければならない。ヒト研究参加者が研究への参加を中止したと
きに生物試料を廃棄することがヒト生物資源保管施設の方針であるのか否かをインフォー
ムド・コンセントの文書に明記すること。

l

参加を中止するヒト研究参加者が、自己の情報をヒト生物資源保管施設から削除してほし
いと要請したとき、このような削除が研究の科学的妥当性を脅かす場合は、保管されてい
る情報をヒト生物資源保管施設から削除できないことがある。保管されている情報を削除
する要請を検討する際、ヒト生物資源保管施設は、このような行為が、研究のために自ら
の生物試料を提供することを選択した他のヒト研究参加者から得た情報の完全性を損なう
か否かについて検討すべきである。ヒト生物資源保管施設は文化面での問題に配慮しつつ
対応し、その影響が及ぶグループと協働して、生物試料を適切に廃棄する仕組みを構築す
るか、もしくは適切かつ実行可能であれば、生物試料を個人または影響が及ぶグループに
返却する仕組みを構築しなければならない（C.
2.2項を参照）。

C.2.5. 小児の生物試料の使用に関連する考慮事項
ヒト生物資源保管施設は、小児から採取した個人識別可能な生物試料や情報を今後の研究のた
めに保管するに当たり、採取当時は小児であったヒト研究参加者が研究への同意を行える法定
年齢に達したときにインフォームド・コンセントを取得する必要性について考慮すべきである。
45CFR46の下、被験者研究には個人識別可能な生物試料や個人識別可能な関連医学情報の使
用に関わる活動が含まれるため、研究者は、成人になった参加者から法的効力を持つインフォ
ームド・コンセントを取得することが求められる8。ただし、IRBは、45CFR46.11
6(d)の下、
インフォームド・コンセントの免除が適切か否かを検討できる。また、ヒト生物資源保管施設
を設立する際、本件に関して以下の運用上の実務要領を検討すべきである。
l

小児から取得した個人識別可能な生物試料を保管する予定のヒト生物資源保管施設は、同
施設の計画・設立中に IRBと協議して、保管された生物試料の将来的な研究使用が最小限
のリスクを超える可能性が高いのか否かを判断しなければならない。保管された識別可能
な生物試料の今後の使用が、最小限のリスクを超える可能性が高いのであれば、ヒト生物

8

このトピックに関する OHRPの質疑応答集（http://
answers.hhs
.gov/ohr
p/catego
ries/156
6）
を参照のこと。
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資源保管施設は、ヒト研究参加者が成年に達したときに再接触してインフォームド・コン
セントを取得し、正確な連絡情報を保持する手順書を作成しなければならない。実行可能
であれば、同意取得の際、ヒト研究参加者が継続的に関係を持っている個人または機関が
当該参加者に再接触する。
l

小児から採取した生物試料の研究使用に関する許可書および／または承諾書に、小児が成
年に達したときに再接触および同意取得が試みられるか否かを記述する。

l

小児から採取した個人識別可能な生物試料や情報を保管するヒト生物資源保管施設を計画
する際、必要に応じて、共同体の関与を検討すべきである。共同体の関与には、公開フォ
ーラムをはじめ、患者擁護者や共同体代表者を利用委員会やガバナンス委員会に含めるこ
となどが挙げられる。ヒト生物資源保管施設の計画活動の一環として、予定されている研
究のリスク-ベネフィット比ならびに成年に達したときの同意取得の免除または同意取得
のどちらが望ましいかについて、影響が及ぶ共同体の意見を求めることができる。アーカ
イブされた生物試料の使用や最小リスク研究といった一部のケースでは、共同体の関与は
不要または不適切である。

C.3.

プライバシーおよび機密性の保護

生物試料の研究は、生物試料を提供する個人のプライバシー保護と関連臨床情報および知見の
機密性の管理にかかっている（Eisemanetal.20
03
）。ヒト研究参加者、医師、研究者、およ
びヒト生物資源保管施設の業務に携わる者の支援と参加を確保するには、可能な限り高い倫理
基準を適用する必要がある（F
riedeetal.200
3）。近年、ゲノムやプロテオミクスの技術が
進歩し、ヒトゲノム塩基配列の決定が行われ、ヒト生物資源保管施設の情報検索・追跡におけ
るコンピュータを利用した、またウェブベースのデータベースへの依存度が高まるにつれて、
プライバシー侵害のリスクへの取り組みがさらに重要になってきた。機微に触れる情報の意図
せぬ漏洩や開示は、この種の被害の頻度は明らかでないものの、その個人の差別、あるいはそ
れに関連するグループに烙印が押される危険に曝すおそれがある。
C.3.1. プライバシーに関連する連邦規制
個人を特定できる健康情報のプライバシーを保護しつつ、社会に恩恵をもたらす他の活動、例
えば研究などを可能にするため、一般に HIPA
APrivac
yRuleとして知られている
「Standar
dsfor
Privacyo
fIndi
viduallyIdent
ifiableHealt
hInfo
rmation」という DHH
S公布の規制（45CFR
Part160および Subpart
sAandEofPar
t164を参照）が制定された。HIPAAP
rivacyR
ule
はヒト生物試料に直接には適用されないが、ヒト試料は個人識別可能な保護された健康情報を
伴うことが多いため、適用対象事業者とみなされているヒト生物資源保管施設に影響を及ぼす
と考えられる。
ヒト生物資源保管施設が HIPA
Aの下で適応対象事業者とみなされた場合、保護された電子的健
康情報（PHI）の適切なセキュリティを確保するため、一般に Securi
tyRuleとして知られてい
る「Securit
ySta
ndardsfortheProtec
tionofEl
ectronicProtect
edH
ealthInforma
tion」
という規制を遵守しなければならない（45CFRPar
t160andP
art164SubpartsAandCを
参照）。HIP
AASecur
ityRul
eの詳細については
http://www.
hhs.gov/
ocr/priv
acy/hipa
a/admin
istr
ative/secur
ityrule/
index.ht
mlを参照の
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こと。
2009年 2月 17日、A
mericanR
ecoveryandReinv
est
mentActof2
009の Ti
tleXIIIofDivisi
on
Aおよび Tit
leIVofDi
visionBとして、HealthI
nformationTechno
logyfo
rEcon
omica
nd
ClinicalHealth（HITECH
）Actが制定された。HIT
ECHActの一部は HIPAAPrivac
yRul
eおよ
び SecurityRuleの条項および履行に影響を及ぼす。HITECHActに関する現行情報と H
IPAA
PrivacyRuleに関する詳しい情報については htt
p:/
/www.hhs.go
v/ocr/pr
ivacyを参照のこと。
C.3.2. プライバシーおよび機密性に関連する NCIの勧告
C.3.2.1.
ヒト生物資源保管施設は、個人識別可能な情報の機密性保護に関して明確な方針を策定しなけ
ればならない。このような方針には、情報の暗号化、コード化（匿名化）、ヒト生物資源保管
施設の職員による情報の制限された利用と、機密度の段階的取り決め、非開示契約を利用する
ことなどが含まれる。サンプルや情報を共有するに当たっては、研究参加者のプライバシーを
保護するため、必要に応じて、誠実な仲介者の指導による手順を検討すべきである（Mer
zetal.
1997）。情報処理システム（個人である必要はない）が誠実な仲介者の役割を果たすことがで
きる。
C.3.2.2.
ヒト生物資源保管施設は、個人識別可能な研究情報を開示せよという強制力から当該情報を保
護するために機密性証明書（certifi
catesofconfid
entiality
）を申請することができる。NIH
は、PublicHeal
thServicesActの 301(d
)項（42U
SC241(d)）の定めるところにより、医学・
生物学研究、行動学研究、臨床研究、またはその他の研究に携わる者に、ヒト研究参加者に関
して個人識別できる情報の開示を、連邦、州もしくは地方の民事上、刑事上、行政上、立法上、
その他の手続きに対して拒否する権限を与える機密性証明書を発行することができる。ヒト生
物資源保管施設や試料利用者である研究者は、生物試料に付随する個人識別可能な情報の性質
および機微に触れる程度に応じて、機密性証明書の取得を考慮すべきである。機密性証明書は
必ずしも全てのヒト生物資源保管施設にふさわしいものではない。機密性証明書を取得する場
合は、その旨をインフォームド・コンセントの文書に明記しなければならない。機密性証明書
に関する詳しい情報は http:/
/grants2
.nih.gov
/gra
nts/policy/
coc/inde
x.htmで入手できる。
C.3.2.3.
ヒト生物資源保管施設は、監査の有効性、強制措置、職員に義務づける訓練といったヒト研究
参加者のプライバシーおよび関連臨床情報の機密性を保護するための方針を文書化しなければ
ならない。セキュリティレベルはヒト生物資源保管施設のタイプおよび同施設が保管する情報
の機微に触れる程度に即したものでなければならない。
C.3.2.4.
ヒト生物資源保管施設は、該当する全ての州および地方のプライバシーに関する法令・規制を
遵守しなければならない。
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C.3.2.5.
情報の種類と機微に触れる度合により必要とされる場合、ヒト生物資源保管施設は、ヒト研究
参加者の情報の機密性を保護するために、自施設に所属する職員の利用特権のレベルを明確に
した情報の利用方式を採用する。
l

利用形態の分類に関してはヒト生物資源保管施設の運営手順書に記載し、必要に応じて
IRBおよび／または生命倫理委員会・科学諮問委員会の承認を得る。

l

ヒト研究参加者の身元、病歴、遺伝に係る家族暦、社会歴および個人史の利用は、任命さ
れた職務の一環としてそのような記録を利用する必要があるヒト生物資源保管施設職員も
しくは法律によって利用が許可されている者に限られる。

l

対応表を利用して情報を個人へ結びつけ、再特定することが許される職員の数は最小限に
抑え、その利用を適切に監視して法律・規制の遵守を確保する。

C.4.

生物試料および情報の利用

ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクス、分子イメージング、ナノテクノロジーといっ
た研究分野では、ヒト試料および情報の時宜を得た利用が不可欠である。こうした分野の研究
者が質の高い生物試料や関連情報を取得する際、連邦政府が財政援助しているヒト生物資源保
管施設に頼ることが多い。研究者社会の要請に最大限応えるため、ヒト生物資源保管施設は、
倫理原則、適用される法令・規制に準拠し、かつ該当する場合はインフォームド・コンセント
の用語の使い方に合わせて、サンプルの配布および臨床情報の共有に関するガイドラインを策
定すべきである。このようなガイドラインは以下の特徴を備えていなければならない。
l

理解しやすく、採用されやすいように明瞭であること

l

多様かつ進化し続ける科学的ニーズに対応できるように柔軟であること

l

時の経過に順応できるように修正可能であること

さらに、ヒト生物資源保管施設がガイドラインを作成する際、どのような場合に生物試料や臨
床情報が狭い範囲もしくは広い範囲で利用可能となるのか、そしてまた、ヒト生物資源保管施
設に利用申請する正当な理由とはどのようなものかについて明確化すべきである。このような
指針は全ての新しいコレクション、そして可能な限り既存のコレクションにも適用されなけれ
ばならない。
C.4.1. 利用の決定に関連する一般原則
利用の決定は必要に応じて以下の一般原則に従う。
l

ヒト試料の利用は迅速、公平かつ適切で、運営上の負担を必要以上にかけない。

l

施設の研究実施能力、予定される方法に対して研究者の実績ある経験、および研究課題の
解決に適した研究プランからもたらされる科学的メリット

l

共同体の考え方および倫理上／法律上の考慮事項を最優先する。

l

利用の手続きにおいて、公平、透明かつ明瞭な意思疎通が行われる。

l

科学研究の性質（発見、普及(
有病数)
、初回の検証、仮説検証など）および注釈付けの必
要性に基づいて生物試料を適切に割り付ける。生物試料と関連情報の個人識別の程度（連
結可能匿名化、連結不可能匿名化など；訳者注）は、申請された研究にとって適切なもの
でなければならない。
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l

利用割り当ての決定に関わる争議に対応する仕組み

l

生物試料および試料関連情報についてのセキュリティ面からの使用、譲渡、保管に関わる
研究者の契約

l

該当する場合、NIHR
esearchToolsPo
licyおよびその他該当する NIHs
haringp
olities
に準拠した M
TAまたは他の適切な文書による当事者間の合意書面

C.4.2. 研究の計画
利用要請には、科学的に理にかなった適切な研究計画が含まれていなければならない。研究デ
ザインとヒト生物資源保管施設の目的に該当する場合、ヒト生物資源保管施設は以下の具体的
な要素を考慮して利用を決定する。
l

標準化され、検証された研究用バイオマーカー測定法の使用

l

利用可能なサンプルで研究課題に取り組めることを示す統計学的根拠および、該当する場
合、研究結果の統計解析を迅速に行うことに関する、臨床上の手順を調整する人たちとの
話し合いによる合意

l

他の試料の利用を考慮する前に、研究目標の達成に必要となる手順書で規定された要件を
遵守すること

l

該当する場合、研究者が研究計画に対して財政的支援を得ていること、および IRBの承認
を取得していることの確認（I
RB承認の申請および適応除外に関する情報は、OHR
Pの指針
［http://ww
w.hhs.go
v/ohrp/p
olicy/hs
dc95-02
.htm
l］で入手できる）

l

ResearchToolsPolic
yおよび RevisedPolic
yonE
nhancingPublicAcce
sstoArch
ived
Publication
sResult
ingfromNIH-Fun
dedRes
earc
hなどを含む、該当する NIH方針に即
して、研究者が研究の成果についての情報を公表または提供することに関する合意。重要
なこととして、NI
Hの Re
searchT
oolsPol
icyでは、合理的な理由による場合には、成果
の公表の短期間の遅れを認めている（例えば、特許申請や共同研究者による論文原稿の査
読）。

C.4.3. 利用の方針
研究者による生物試料および付随臨床情報の利用が適切であり、かつプライバシーと被験者に
関して該当する全ての連邦および州の規制・法規ならびにヒト研究参加者のインフォームド・
コンセントに準拠するよう、適切な方針を策定する。利用方針の策定の際、以下を考慮するこ
と。
l

ヒト生物資源保管施設と研究者との間で交わされる使用契約に、生物試料のセキュリティ
および関連情報の機密性を保証する適切な条項を盛り込む。コード化された生物試料およ
び 情 報 の 使 用 に 関 す る

OHRP の 指 針 に つ い て は 、

http://www.
hhs.gov/
ohrp/pol
icy/cdeb
iol.htm
lを参照のこと。
l

MTAおよび他の適切な文書が、該当する場合、N
IHの ResearchT
oolsPoli
cyおよび他の該
当する NIHs
haringpoliciesに準拠していること。

l

生物試料の使用または開示を容易にする情報処理システムを開発する。その際、研究参加
者から取得した生物試料の使用に関する当該参加者の許可に準じなければならない（研究
参加者が将来の研究使用に関する同意を撤回したか、撤回した場合はそれがいつかを特定
する手順を含む）。
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C.4.4. 持続可能性のモデル
ヒト生物資源保管施設の持続可能性モデルとして適切であるためには、社会的信頼を維持する
枠組みの中で、生物試料および情報の利用可能性とヒト生物資源保管施設の持続可能性を強調
するものでなければならない。このようなモデルは財源消失の可能性を説明すること、すなわ
ち、レガシープランを準備しなければならない（C.
1.2項を参照）。例えば、原価回収モデル
では、サンプルの料金の請求（ある場合）はヒト生物資源保管施設の運営に関連する妥当な費
用を回収するためだけに用いるものとし、同施設が不当な利益を得るためには用いない。ヒト
生物資源保管施設の長期支援のためには、原価回収以外のヒト生物資源保管施設の持続可能性
モデル（承認された財政支援パートナーが複数関与する協力同意モデルなど）も考慮してよい。
政府から財政支援を受けた場合、他の財源の有無に関係なく、生物試料ならびにそれから得ら
れた研究資源および情報が該当する NI
Hsharingpol
iciesに準じて使用できるようになると期
待されることに留意すること（例えば http://s
hari
ng.nih.govを参照）。
C.4.5. 生物試料の使用可能性
生物試料の存在は、当該ヒト生物資源保管施設のウェブサイトやよく知られたリソース（ヒト
生物資源保管施設の名簿の役割を果たしている N
CISpecimenRe
sourceL
ocatorなど）を用い
て公表できる。このようなツールには、保管されている生物試料の利用制限に関する説明が含
まれていなければならない。さらに、ヒト生物資源保管施設は、研究者が生物試料の使用から
得られた研究情報を公表する際、生物試料の供給元を明記するよう促すこと。
C.5.

知的財産および資源の共有

臨床情報が付いている生物試料を用いた研究から生まれた発明や情報は商品価値を持つことが
ある。適切に作成されて臨床情報の付いた生物試料に対する研究者や企業の出資者からの需要
の急増を受け、一部の研究・医療機関は生物試料、関連情報、研究所見に対する権利を主張し
始めた。現在、研究や生物資源を運営する諸機関の知的財産（I
P）についての方針にばらつき
が見られ、このような状況では、最終的には、生物試料や情報の利用、迅速で自由な公表、研
究成果の共有、新たなヒト生物資源保管施設の設立に支障を来すおそれがある。生物試料や関
連研究物質（誘導体など）の使用によって得られた研究データの共有は科学の進歩にとって不
可欠である。このため、生物試料を利用して得られた研究データやツールは、可能な限り広範
囲に、該当する NIHsharingpolicie
sに準拠しつつ、適時に共有されるべきである（例えば
http://shar
ing.nih.
govを参照）。
C.5.1. 試料移転合意文書（M
aterialTransferAgreem
ents
:MTA）
学術組織、非営利組織、産業組織の間で物質をやり取りする際、該当する場合、N
IHResea
rch
ToolsPolicy
、NIHDataS
haringPo
licyおよび他の該当する N
IHsharin
gpolicie
sに準じた
条件を規定した同意書（MTAまたは契約書）を用いなければならない（付録 4に添付した MTA
の見本を参照）。治験実施計画書は物質の譲渡を記述するようには設計されていないので、一
般的にこの目的には適さない。
上述した NIHpolicie
sの基本原則を盛り込んだ同意書の見本は、
NIHSimpleLettero
fAgreem
entおよび Unifo
rmBiologicalMaterialTransfe
rAgreem
ent
である。ただし、このような同意書も、適宜修正を加えなければヒト試料の譲渡には不十分で
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ある。生物試料の譲渡に関する MTAには、以下の条件を盛り込むことが望ましい。
l

生物試料やそれ由来の機能未修正の誘導体（DNA、RN
Aなど）、関与する施設の性格に関す
る明瞭な説明

l

生物試料および付随する責務における被験者の明瞭な位置付け

l

生物試料を最初に採取した機関が適切なインフォームド・コンセントを取得し、I
RBの承
認を得ていることを具体的に保証

l

被験者研究および個人情報に関して適用される法律、規則、規制を遵守することの同意

l

受取人が生物試料をさらに配布する権利を持つ、もしくはその権利を持たないことについ
て承認

l

最終使用者の学問の自由と研究結果を自由に公表する権利の保証がヒト生物資源保管施設
によって損なわれることはないこと。該当する場合かつ許可される場合、ヒト生物資源保
管施設による最終使用者の IPへのリーチスルーの禁止、最終使用者による研究資源および
情報の研究者社会との共有など、NHIR
esearchToo
lsPolicyの基本原則および他の適用
される NIHs
haringpoliciesに準拠した IP条件

l

研究情報の配布に関して期待されるものの説明

l

商業的利用の条件または制限（ある場合）

本件に関連するウェブサイトは以下のとおりである。
l

http://shar
ing.nih.
gov

l

http://ott.
od.nih.g
ov/polic
y/resear
ch_tool
.htm
l

l

http://tiny
url.com/
AUTM-UMB
TA

l

http://gran
ts.nih.g
ov/grant
s/policy
/data_s
hari
ng/

l

http://cabi
g-ut.nci
.nih.gov
/working
_groups
/DSI
C_SLWG

C.5.2. 発明者要件（invento
rship）
概して、特許法の定めるところにより、ヒト生物資源保管施設の職員は、生物試料の管理者と
して、同施設が配布した試料を用いて行われた発明の先行発明者とはみなされない。一般的に、
発明への貢献が生物試料の日常的収集、取り扱い、保管、取り出しに限られる場合、「発明者」
とみなされる可能性は低い。発明者要件は特許法によって決定され、訓練された法律家が事例
ごとに検討する。
C.5.3. 知的財産権
一般的に、ヒト生物資源保管施設は、同施設から受け取ったサンプルを用いて研究者が行った
発明に対するリーチスルーの権利のような、最終使用者の将来の IPに対する権利を持たない。
C.5.4. ライセンス付与
生物試料研究から生じた IPの独占的使用権が付与される場合、非営利および政府による研究使
用と、研究目的や教育目的による資源および情報の利用を認める研究使用ライセンスを保持し
なければならない。
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C.5.5. 情報および資源の共有
生物試料の使用によって得られた研究データや研究資源は、MTA
sや他の適切な文書を通じて、
該当する場合、NIHD
ataShar
ingPoli
cy、他の適用される NIHshar
ingpoli
ciesおよび NIH
ResearchTo
olsPoli
cyに可能な限り広範囲に準拠しつつ、研究者社会が利用できるようにし
なければならない。該当する NIHpo
liciesに従って、完成したデータセットおよび資源を適時
（最終データセットから得られた重要所見の許容発表期間内）に公開する。将来の生命医学研
究を推進するため、生物試料を用いて得られた情報や資源は、合法的な目的や緊急研究目的に
必要とされる期間だけ保管する。個人を特定できる情報や個人に関連付けられる情報は、適切
なプライバシー保護手段を備え、適用される法的要件を遵守した同意書の定めによって共有さ
れなければならない。研究者の発表を優先し、IP保護を確保することによって生じる妥当な遅
延は許される。
C.6.

利益相反

公衆衛生局（PHS
）が資金援助する研究の設計、実施または報告に対して、外部の研究者の重大
な金銭的利益が直接的かつ重大な影響を及ぼす可能性があると、指定された役人が合理的に判
断した場合、PHSの規則の定めるところにより、金銭的な利益相反が存在する（42CFR§ 50
,Part
Fand45CFR§94）9。PHSの規則によれば、研究者とは、研究責任者（principa
linvest
igator）
または PHSが資金援助した研究もしくはそのような資金援助が提案されている研究を設計、実
施、報告する責任を負う者と定義されている。この規則要件においては、「研究者」という用
語には、研究者の配偶者および扶養されている子どもが含まれる。一般に、規則要件を遵守し、
研究者の金銭的利益相反を特定・管理し、それを PH
Sが授与する要素に報告する責任を負うの
は、受給される側の機関である。研究者は、42C
FR§ 50.63および 45CFR§ 94.
3の定めると
ころにより、重大な金銭的利益を自分の所属機関に開示する。P
HS助成金、共同契約または研
究契約によって支援されている生物試料研究活動を実施する外部研究者は、これらの規制要件
の対象である（利益相反の詳細については、NIHOf
ficeofExt
ramuralResearc
hのウェブサ
イトを参照）。連邦政府の職員は、18USC208に記載されるとおり、利益相反に関する各種規
制、Standar
dsofEthicalCondu
ctforEmploy
eesoftheE
xecutiveBranc
hおよび機関独自
の規制の対象である（連邦政府の職員に関する詳細については、NIHConfli
ctofInterestの
ウェブサイトを参照）。
C.6.1. 研究者の金銭的な利益相反
外部研究に関する規則には、研究者の金銭的な利益相反を管理するため、受給される側の機関
が課するかもしれない条件または制限の例が含まれる（重大な金銭的利益の公開を含む）。規
則に記述されるとおり、利益相反の管理責任は受給される側の機関にある。受給される側の機
関および研究者は利益相反に関する機関内規則および PHS規則を遵守しなければならない。

9

NIHは、現在、Resp
onsibili
tyofAp
plicant
sforPromotingObjecti
vityinResearchfor
WhichPubl
icHea
lthSer
viceF
undingIsSou
ghta
ndRespons
ibleP
rospecti
veCont
ractors
に関連して提案された規則の作成に取り組んでいる。この規則が完成した段階で、必要に応じ
て NCI実務要領が更新される予定である。
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C.6.2. 機関の金銭的な利益相反
機関の金銭的な利益相反については、必要に応じて考慮・管理しなければならない。機関また
はヒト生物資源保管施設に金銭的利益がある場合またはその可能性がある場合、しかるべく開
示する。例えば、ヒト生物資源保管施設のウェブサイト上、またはインフォームド・コンセン
ト文書に付随するパンフレットに明瞭簡潔に記載する（「C.
2.3.インフォームド・コンセント
の重要要素および補足資料に関連する NCIの規則」も参照）。
C.6.3. 金銭的でない利益相反
金銭的でない利益相反については、実行可能な範囲で特定・管理する。金銭的でない利益相反
の例として、ヒト生物資源保管施設の運営者が生物試料の利用を求める研究者でもあるという
状況が挙げられる。金銭的でない利益相反が避けられない場合（小規模の生物試料コレクショ
ンなど）、ヒト生物資源保管施設は NIHの方針を遵守し、必要とみなされれば、利益相反を公
開する（自施設のウェブサイトまたは紙資料など）ことによって利益相反を管理しなければな
らない。
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用語解説
この用語解説集では、『NCIヒト生物資源保管施設のための実務要領』に用いられている用語
について解説する。可能な限り、連邦文書や NCIT
hesaurusで標準化された定義を用いた10。
そのような情報源が入手できなかったり、不適切であった場合は、広く利用されている文書
（「Black
’sLawDiction
ary［第 8版］」、「Tabe
r
’sCyclopedi
cMedicalDict
ionary［第 20
版］」、Merriam-Web
ster’sOnlineDictiona
ry）、ヒト生物資源保管施設に関する報告書（ISB
ER
の「BestPrac
ticesforReposit
ories,S
econdEd
iti
on
（2008）」、RANDCorpora
tionの「C
ase
StudiesofExistingHumanT
issueRe
positori
es[2003]」など）または関連するウェブサイ
ト（CDCのウェブサイトなど）から定義を選択した。「NCI実務要領での仮の定義（NCIB
est
Practicesw
orkingd
efinitio
n）」は、適切な専門家との協議の上、NC
Iが本書向けに作成し
た定義を指す。用語によっては一つの用語に二つの定義が記述されているが、これは、一般的
な意味と生物研究資源に特化した意味の両方、もしくは、二つの連邦規制で用いられている定
義を提示したためである。二つの定義が記述されている場合は、最初に記述された定義の方が
NCI実務要領との関連性が高い。

アルファベット
cancerBi
omedicalInfor
maticsGrid（c
aBIG） がん医学・生物学研究情報処理網。データや
ツールの共有を可能にするために個人と研究機関を結びつける自由参加のネットワークで、が
ん研究の Wor
ldWideWe
bを形成する。がんの予防と治療のための優れた取り組みの普及の迅速
化を目標にする。caB
IGによって構築されるインフラとツールは、がん研究者社会以外でも広
い有用性を持つ。現在、caBIGは、NC
Iの Cent
erforB
ioinformati
csの主導で開発中である（NCI
Thesaurus）。詳しい情報は h
ttps://c
abig.nci
.nih
.govで入手できる。… 27,29
,30,32,5
0
cancerB
iomedica
lIn
formatic
sGri
d適合性（caBIGcompati
bility） caBIGの要求基準を満
たしていること。caB
IGプログラム内で相互運用できるソフトウェアの開発を支援するため、
InterfaceI
ntegrati
on、Voca
bularies
/Termino
log
iesandOnto
logies、Informat
ionMode
ls
および DataElementsの分野における相互運用性の要求基準を詳述する適合性ガイドラインが
作成された。この要求基準を満たすシステムを「ca
BIG適合」という。
cancerDataStanda
rdsReposit
ory（caD
SR） がん標準データセンター。NCIが資金援助して
いるさまざまな研究機関によって開発された標準データ要素とモデルデータを収集するデータ
ベース。caD
SRツールは標準データ要素とモデルデータの検索および取り出しを容易にする。
caDSRは米国内で唯一の権威ある標準データの供給元である（NCI実務要領での仮の定義）。詳
しい情報は h
ttps://
cabig.nc
i.nih.go
v/concep
ts/c
aDSR/で入手できる。

10

NCIOfficeofComm
unicatio
nと NCICenterforBioinformat
icsの共同による、NCI内の
用語の標準化を目指した取り組み。htt
p://nci
t.nc
i.nih.gov/
で閲覧できる。
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CapabilityMaturityModelI
ntegrati
on（CMMI
） 効率的な手順の必須要素を研究機関に提供
する、実務手順改善の取り組み。プロジェクト、部門または研究機関全体にまたがった手順改
善の指標として利用できる。CMMIは、従来ばらばらであった研究機関の機能を統合し、手順改
善の目標と優先順位を設定し、質の高い手順に関するガイダンスを提供し、また現行手順の審
査 を行う評 価基準 を提供 する点で 有用で ある（Carnegie Mellon® Softw
are Engineer
ing
InstituteC
MMIのウェブサイト、http
://www.s
ei.c
mu.edu/cmmi
/）。… 33
あ
一意的識別子（un
iqueide
ntifier
） コードが作られた状況または体系の中でただ一つしか存
在しないコードとして用いられる文字列。事業体、個人、物、機能、手順、活動、変動要因ま
たはデータ本体を特定・言及（しばしば名称の代わりとして）する手段として機能する（NCI
Thesaurus）。… 31
逸脱（d
eviatio
n）

手順または通常の慣行から逸脱した意図的または意図的ではない事象

（ISBER200
8）。
インフォームド・コンセント（informe
dconsen
t） 必要な情報を受け取り、その情報を十分
理解し検討した後に、強制、不当な威圧や勧誘、威嚇を受けることなく結論に達した法的能力
を有する者が下した、研究に参加する意思決定（Co
uncilforInt
ernation
alOrgan
izationsof
Medical Science
s [CIOMS]. Inter
nationa
l Ethic
al Guidelines for Biome
dical Resea
rch
InvolvingH
umanSub
jects.“Guid
eline4:Indivi
dualInform
edConse
nt” [2002]）。
インフラ（i
nfrastru
cture） システムまたは組織が機能するのに必要な基本的な施設、設備
または基礎となる枠組み（NCIThesaur
us）。
エアロゾル（aerosol
）
Prevention

微粒子を含む細かい霧または水煙（C
entersfo
rDiseaseControland

Specia
l

Path
ogens

Bra
nch,

Glos
sary

o
f

Term
s,

http://www.
cdc.gov/
ncidod/d
vrd/spb/
mnpages
/glo
ssary.htm）。… 26
疫学的（e
pidemio
logic
） 集団における疾患の原因、発生、分布に関する研究である疫学、お
よびその予防または抑制のための応用における疫学に関連した状態（NCIThesaur
us）。
か
外部の（ext
ramural
）

国立衛生研究者の外部（NC
I実務要領での仮の定義）。

監査（audit） 1.標準業務手順書または政府が制定した法規の遵守を評価するための、手順、
記録、職員の機能、設備素材、施設、および／または供給メーカーの審査書（ISB
ER
2008）、2.監査を実施すること（Merr
iam-Web
ster’sOnlineDi
ctionary
）。
管理者責任（cust
odianshi
p） 収集から研究使用にわたって、生物試料を保管・管理する責任。
生物試料の長期の物理的な質、ヒト研究参加者のプライバシー、関連情報の機密性、生物試料
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と情報の適切な使用を担保するため、管理者責任には慎重な計画と分かりやすい方針が要求さ
れる（NCI実務要領での仮の定義）。
簡略契約書（SimpleLetterA
greement
:SLA） NI
Hでの使用が認められている簡略化された
生物研究資源提供契約書。N
IHでは、複数の研究機関間でのやり取りを容易にするため、SLA
の 使 用 を 奨 励 し て い る （ NCI Te
chnology Tran
sfer Bran
ch, ht
tp://ttc
.nci.nih
.gov/,
glossary）。… 49
関連情報（asso
ciatedd
ata） 生物試料に関連する事実情報。研究情報、表現型に関する情報、
臨床情報、疫学情報、およびヒト生物資源保管施設の手順情報を含むが、この限りではない（N
CI
実務要領での仮の定義）。
機密性（conf
idential
ity） オリジナルの開示と理解されるものと一致しない方法で情報が漏
洩されないように情報を扱うこと。特に、患者が開示に同意している場合を除き、医師または
他の医療専門家が患者に関する全ての情報を秘密にするという倫理原則または法律上の権利
（NCIThesa
urus）。… 19,23
,28,35,3
6,37,38
,39,
40,45,46,47
,48,74
機密性証明書（certi
ficateo
fconfid
entialit
y） 特定可能な研究情報を強制開示から保護
するために国立衛生研究所から発行される。この証明書により、研究記録を利用する研究者お
よびその他の者は、連邦、州または地方のレベルでの民事上、刑事上、行政上、立法上、その
他の手続きにおいて、研究参加者を特定できる情報の開示を拒否できる。開示されれば被験者
に不利な結果をもたらしたり、被験者の財政状態、雇用可能性、保険可能性または評判を損な
うおそれのある情報を収集する研究に対して、機密性証明書を発行できる（Cert
ificatesof
Confidentia
lityKio
skのウェブサイト、http:/
/gra
nts.nih.gov
/grants/
policy/c
oc/）。… 46
空間計画（s
pacepla
nning） 意図する目的において、建物、一続きの部屋または実験室の最
も能率的なレイアウトを設計する過程（NCI実務要領での仮の定義）。… 10,11,
13
血液媒介病原体（blo
odbornepathogen
） ヒト血中に存在し、ヒトに疾患を引き起こすおそれ
のある病原微生物。このような病原体には B型肝炎ウイルス、ヒト免疫不全症ウイルスなどが
含まれるが、この限りではない（Occup
ationalSa
fe
tyandHealthAdmi
nistrati
onBloodbo
rne
PathogenSt
andards,29CFR§ 1910.1
030）。… 2
2,24,26
ゲノミクス（g
enomics） 生物体または器官のゲノムと遺伝子についての研究（Taber
’sMed
ical
Dictionary
）。… 29
,47,71
原価回収（c
ostreco
very） 製品およびサービスに対して十分な量を請求すること。例えば、
ヒト生物資源保管施設が負担する運営費用を（部分的に）回収するために、生物試料を収集、
処理、保管または出荷すること。… 12
,14,49
研究（res
earch） 1.一般化できる知見を獲得すること、またはそうした知見への貢献を意図
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した体系的研究。研究開発、検査および評価を含む（45CFR§ 46.102(d
)）、2.事実の発見、
理論の確立または修正、または発見した事実に基づいた行動計画の策定を目的とした、被験者
の体系的研究（NCIT
hesaurus
）。
研究倫理（治験）審査委員会（institu
tionalrevie
wboard:IRB） 生物医学研究または行動
研究への参加を募集された被験者の権利と福祉を保護するために、ある事業体によって設立ま
たは指定された専門の審査機関。IRBに関連する規制基準は 45CFRPart4
6.107-10
9および 21
CFR56に記載されている（Tr
ans-NIHBioethic
sComm
itteeFramew
orkGuid
elines
）。… 1
2,70,77
（手順または設備の）検証（V
alidatio
n［ofproced
uresorequipmen
t］） 1.製品またはサ
ービスが、本来意図していたとおりに要求基準を満たすことを確認する行為（BabylonB
usiness
Dictionary
）、2.データのサンプルを幾つかのサブセットに分割して、一つのサブセットを用
いて初回の分析を実施する一方、初回分析の確認・検証用として後に使用するため、他のサブ
セットを取っておくという統計手法（N
CIthes
auru
s）。
検定／試験（assay） 生物試料の特定成分の量を決定するために実施する定性的または定量的
分析（NCIT
hesauru
sから改変）。
コード化（連結可能匿名化）された（c
oded） (1)研究者が容易に個人を確認できるように、
個人情報や生物試料に関連する個人の身元を数字、文字、記号またはそれらの組み合わせに置き
換えた状態にすると同時に、その個人の識別情報（名前、ソーシャル・セキュリティ・ナンバー
など）を保有していること、(2
)コード（連結可能匿名）を解読するためのキー（対応表）を有
していること。これにより、個人識別用情報と個人情報や生物試料を結びつけることができる
（Officefo
rHumanResearchProtect
ions,G
uida
nceonRese
archInv
olvingC
odedPri
vate
InformationorBiol
ogicalS
pecimens
、http:
//ww
w.hhs.gov/o
hrp/poli
cy/cdebi
ol.html
）
… 24,28,37
,41,46,4
8
個人識別可能な（ide
ntifiabl
e）

被験者の身元が研究者によって確認される、または容易に

確認できる、もしくは情報に結びついている状態（45CFR§ 46
.102(f)
）。
… 23,38,41
,43,44,4
5,46,77
個人情報（privat
einform
ation
） 観察や記録がなされていないと当人が合理的に予想し得る
状況下で行われた行動に関する情報、および特定の目的で個人から提供され、かつ公にされな
いと当人が合理的に予想し得る情報（医療記録など）が含まれる（45CF
R§ 46.1
02(f)）。
さ
在庫目録（i
nventory
）

1.ヒト生物資源保管施設内に保管されているサンプルの詳しい、項

目別に記述されたリスト、報告書または記録。特に、保管されている全ての生物試料の定期的
調 査 研 究 報 告 書 （ NC
I実務要領での仮の定義）、2
.在庫を点検する行為または過程
（Merriam-W
ebster
’sOnli
neDicti
onary）。
最終使用者（endus
er） 1
.適切な処置、試験、記録保管作業を行う医療従事者、科学者また
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は実験室の職員（ISBER 2008）、2. 完成品の最終的な消費者（Mer
riam-We
bster’s Onli
ne
Dictionary
）。
参加の中止（discont
inuationofpart
icipatio
n） 被験者の研究参加の中止は、IRBが承認
した手順に記載される以下の一つ以上の活動を中止することを指す。（1）被験者と相互連絡ま
たは被験者に介入する、（2）研究者が被験者と相互連絡または介入しないで被験者に関する個
人識別可能な個人情報を収集する、（3）研究者が被験者と相互連絡または介入しないで被験者
由来の個人識別可能な生物試料を収集する、（4）研究者が既に収集した個人識別可能な生物試
料を使用または試験する（Offi
ceforH
umanRes
ea
rchProtect
ions,Gu
idanceo
nImport
ant
Considerati
onsforWhenPar
ticipati
onofHu
manSubjectsi
nResear
chIsDi
scontinu
ed、
http://www.
hhs.gov/
ohrp/doc
uments/2
00811gu
idan
ce.html）。… 43
サンプル（s
ample） 1.生物試料の一部（NCI実務要領での仮の定義）、2.一つの生物試料
に由来した物質からなる一単位（I
SBER 200
8） 、 3. 例 証 や 実 例 の 役 割 を 果 た す も の
（Merriam-W
ebster
’sOnli
neDicti
onary）。
資源の共有（resourcesharing） 適時に試料とデータ（情報）を共有すること（NCIT
hesaurus
）。
… 14,49,51
,75
持 続可 能な（ sustai
nable）

資源 が枯渇 しないよ うに 資源を 使用す る方 法に関 連し た

（Merriam-W
ebster
’sOnli
neDicti
onaryから改変）。
質（q
ualit
y）

生物試料または手順が事前に設定された仕様または基準を満たしていること

（ISBER200
8）。
実務要領（bestpractice） 他の手法、過程または手順で達成された結果より優れた結果をも
たらすという点で、最先端（s
tate-ofthe-scie
nce
）であることが示されている、もしくはそ
う信じられている手法、過程または手順。実務要領は、新たなエビデンスの出現に伴って変化
する。実務要領は適用される全ての倫理上、法律上、政策上の法規、規則およびガイドライン
に準じるが、強制力を持たない勧告であるという点で指針や政策、法律とは異なる（NCI実務
要領での仮の定義）。
使用の実情（usecas
e）

使用者（またはやり取りを開始した他の者）とシステムのやり取り

を記述した文書であり、特定の目標に導く一連の単純なステップで表される（NC
IThesau
rus）。
… 33
情報処理（informa
tics） 情報科学とコンピュータ科学を結合させた職業分野。情報を収集し
操作する技術の開発およびそのような情報の使用に関連する（N
CIThesa
urus）。
消耗品（con
sumables
、別称 di
sposable
s）

使い尽くす、または果たす物（NCI実務要領での

仮の定義）。
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処理（proce
ssing） 生物試料の収集から配布までの手順（生物試料の作成、検査、在庫への
移動、ラベル表示を含む）（I
SBER200
8）。
試料（speci
men） 「生物試料（biosp
ecimen
）」を参照のこと。
試料移転合意文書（M
aterialTransferAgreeme
nt:MTA）

受領者が自らの研究目的のために

有形研究試料とデータを使用するとき、二つの機関の間で交わされる、その移転に関連する契
約。試料の使用に関連する提供者および受領者の権利と義務が規定される（ISBER2008）。
… 11,37,49
,76,77
人口統計上のデータ（demo
graphicdata
） ヒト集団またはヒト集団の一部の統計学的な特徴付
けに関する情報。例えば、年齢、性、人種、収入によって特徴付けられる（NCIT
hesauru
sか
ら改変）。
誠実な仲介者（hones
tbroker
） 研究者や他の者が、当該患者（被験者）を直接的または間接
的に個人識別することが合理的に不可能な方法で、適用対象事業体のために、もしくはその代
理として健康情報を収集し、研究者に提供する個人、研究組織またはシステム。誠実な仲介者
は研究者であってはならない。誠実な仲介者から研究者に提供された情報には、情報を照合し
たり後で検索したりできるように対応づけコード（「再識別用コード」）が組み込まれている
ことがあるが、この再識別用コードと患者の身元を関連付ける情報は誠実な仲介者が保持し、
それ以後の検索は誠実な仲介者を介して行わなければならない（NCIThe
saurus）。… 46
生体分子（bi
omolecul
e） 生体における有機分子、特に高分子（タンパク質または核酸として）
（Merriam-W
ebster
’sOnli
neDicti
onary）。
成年（ageofm
ajority
）

自分で意思決定したり、契約を結んだり、自分の行動の結果に対し

て個人的に責任を負ったりする法律上の完全な権利が認められる年齢。通常、18歳または 21
歳。
生物試料（biospeci
men） ある量の組織、血液、尿または他のヒト由来物質。1回の生検で複
数の生物試料が得られる場合がある（複数のパラフィンブロックや凍結生物試料など）。生物
試料には、細胞を構成する物質、細胞、組織（骨、筋肉、結合組織、皮膚など）、器官（肝臓、
膀胱、心臓、腎臓など）、血液、配偶子（精液、卵子）、胚、胎児組織、廃棄物（尿、便、汗、
髪や爪、脱落した上皮細胞（垢）、胎盤）などが含まれる。生物試料の一部または分注された
ものをサンプルと呼ぶ（NCI実務要領での仮の定義）。
生物試料レポジトリ（biorep
ository
） 生物試料が保管される施設、場所、部屋または容器（物
理的実体）。NCI実務要領との関連では、研究目的のヒト試料を収容した生物試料レポジトリ
（研究用ヒト生物試料レポジトリ）のみが対象となる。物理的構造、方針、および同レポジト
リ内に収容される生物試料と情報は、以下に定義するとおり、集合的にヒト生物資源保管施設
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と定義される（NCI実務要領での仮の定義）。… 7,
24,27
双方向の運用性（int
eroperab
ility） システムまたはツールが遠隔データ資源からデータに
アクセスし使用できること（c
aBIGGlo
ssary、http
s://cabig.n
ci.nih.g
ov/gloss
ary）。
… 14,29,30
,31,32
組織（tissu
e）

通常、一定の枠組みの有機基質内で、解剖学的構造を持つ、異なる特徴を有

する細胞の集合。秩序を持った構造の維持は特定の集合的機能の能力に寄与する。組織は器官
の部分である。組織という用語は、固形器官に由来する固形組織という意味で使われる場合が
多いが、細胞の塊や細胞外基質、血液のような体液由来の細胞間物質を含んだものなど広い定
義で用いることもできる（NC
I実務要領での仮の定義）。
た
多機関共通試料移転合意文書（Unif
ormBiol
ogicalM
aterialTran
sferAgr
eement:UBMTA
） 複
数の非営利機関間での研究試料の移転を迅速化するために用いられる、NI
H、大学および他の非
営利研究機関との間で交わされる主要契約（Ma
sterAgreemen
t）（NCITec
hnologyTransf
er
Branch,http://t
tc.nci.n
ih.gov/,glos
sary）。UB
MTAの用語およびその署名者に関する詳し
い情報は htt
p://www
.bioinfo
.com/ubm
ta.htmlで入手できる。… 49
知的財産（i
ntellect
ualprope
rty:IP） 商業的価値を有する人知の産物。実体のある物、あ
るいは抽象的な存在である。例えば著作権による保護が可能な作品、保護が可能な登録商標、
特許性のある発明または企業秘密などが挙げられる（Black'sLawDi
ctionar
y）。… 35,49,
50
注釈付け（a
nnotatio
n）

生物試料に関連する説明情報（NCI実務要領での仮の定義）。

… 23,28,29
,43,47,6
8
長期追跡データ（l
ongitudi
naldata
） 同じ集団が長期間観察されたデータ（U
.S.Depa
rtment
ofLabor,Bu
reauofL
aborSta
tistics
、Glossa
ry、ht
tp://stats.
bls.gov/
bls/glos
sary.htm
）。
データ（多くの場合「情報」）（data
）

測定や研究から得られた事実情報のコレクションま

たはその一つで、これから結論が引き出されることがある（NCIThesaur
us）。
手順（p
rocedur
e）

適切に行われれば特定の結果が得られるように設計された一連の処置

（ISBER200
8）。
手順検証試験（proce
ssvalid
ationst
udies） 特定の手順を用いれば事前に設定された仕様
に適合した、予期される結果が得られることを実証する手順（I
SBER200
8）。… 25
特許（paten
t）

特許付与時の発明公開と引き換えに、米国連邦政府が発明者に付与する、一

定期間にわたって「他者が米国内で当該発明を製造、使用、販売を提案するもしくは販売する、
または米国内に当該発明を輸入することを行わせない」所有権（U.S.P
atentandTrademar
k
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Office,Glo
ssaryofTerms,http://w
ww.uspt
o.go
v/main/glos
sary/ind
ex.html#
p）。
… 48,50,78
取り出し（r
etrieval
）

試料の移転、取得、取り戻すこと、採取または収集（I
SBER200
8）。

な
二次的研究（se
condaryresearch） 一次的研究の範囲を超えた研究使用。
「一次的研究（p
rimary
research）」（NCI実務要領での仮の定義）を参照のこと。… 41,42
は
バーコード（barcod
e） 目に見える形式で表面上に表示された機械可読情報（NC
IThesau
rus）。
バイオセーフティ（bi
osafety） 生物学的研究がヒトおよび環境に及ぼす影響に関する安全性
（Merriam-W
ebster
’sOnli
neDicti
onary）。… 11,
19,21,24,25
,26,27
バイオセーフティ・レベル（biosafe
tylevel） 作業者および環境の病原体曝露を最小限に抑
えることを目的とする、作業実施、安全装置および施設の具体的な連携。バイオセーフティ・
レベル 1は、通常、ヒト疾患を引き起こさない病原体に適用される。バイオセーフティ・レベ
ル 2は、ヒトの疾患を引き起こすおそれがあるものの、伝染の可能性が限られている病原体に
適用される。バイオセーフティ・レベル 3は、呼吸器を経路に伝達され、重大な感染を引き起
こすおそれのある病原体に適用される。バイオセーフティ・レベル 4は、エアロゾルを経路に
伝達される可能性があり、ワクチンや治療法がない、生命に関わる疾患を引き起こす危険性が
高い稀な病原体の診断に適用される（Ce
ntersfo
rDiseaseCon
trolandPrevent
ionSpec
ial
Pathogens

Branc
h,

G
los
sary

of

Ter
ms,

http://www.
cdc.gov/
ncidod/d
vrd/spb/
mnpages
/glo
ssary.htm）。… 26
バイオハザード（bioh
azard） 生命体に有毒または病理学的な作用を及ぼす生物学的または化
学的物質（N
CIThesa
urus）。… 21,25
,26,27
バイオマーカー（biomarke
r） 血液、他の体液または組織に存在する生体分子で、正常／異常
な過程や疾患の徴候を示す。バイオマーカーは、疾患治療に対する身体の反応の程度を調べる
ために用いられる。分子マーカーまたは指標分子ともいう（NCIOnl
ineCanc
erDictio
nary）。
… 9,24,48,
69
廃棄（dispo
sition） 生物試料の最終目的地（ISB
ER2008）。
配布（distr
ibution
）

他のヒト生物資源保管施設や生物試料収集センターまたは実験室への

試料の出荷・配達に伴う、試料請求を受け取るところから適切な試料の選択、最終点検にわた
る過程（NCI実務要領での仮の定義）。
発明（inv
ention
） 米国特許法の下で特許の承認を受けることができる、またはその可能性が
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ある技術（art）または過程（もののやり方あるいは作り方）、もしくは機械、製造、設計また
は物の配合、もしくはその新しくて有用な改善、もしくは植物の品種（U.S. Paten
t and
TrademarkOf
fice,Gl
ossaryo
fTerms,http://w
ww.u
spto.gov/ma
in/gloss
ary/inde
x.html#i）。
パラフィン包埋された（paraffinembedde
d） 生物試料を化学的または他の方法で固定し、融
解ワックスを染み込ませた後に凝固させる保存法（NCI実務要領での仮の定義）。
被験者（humansubject） 研究者（研究専門家または学生）が（1）その個人への介入または聞
き取りを通じて、もしくは（2
）個人識別された個人情報から、情報を得る対象となる、生存し
ている個人（45CFR§ 46.102
(f)）。
ヒト研究参加者（humanre
searchp
articipa
nt） 「被験者（humansu
bject
）」を参照のこと。
ヒト生物資源保管施設（biosp
ecimenr
esource
） 研究を目的としたヒト試料および関連情報
のコレクション、同コレクションが保管される物理的実体、および関連する全ての手順ならび
に方針。公的機関から研究者個人の冷凍庫に保存されている試料のコレクションに至るまで多
岐にわたる（NCI実務要領での仮の定義）。
ヒト生物資源保管施設のガバナンス（b
iospeci
menr
esourcegove
rnance） ヒト生物資源保管
施設内で下される運用上の重要な決定の指針となる一連の権限、過程および手順。ガバナンス
は生物試料の利用のみならず、管理上の関係および責任にも影響を及ぼすので、当該施設の一
般的管理者責任計画に組み入れなければならない（NCI実務要領での仮の定義）。… 11,34,
43
ヒト生物資源保管施設の情報処理システム（bios
pe
cimenresou
rceinfo
rmaticssystem） ヒ
ト生物資源保管施設における生物試料の注釈付け、追跡および配布に必要とされるソフトウェ
ア、ハードウェア、文書、支援体制、業務手順および訓練（NCI実務要領での仮の定義）。
… 29,30,31
評価（evalu
ation） 特定の目的および基準に従って活動または条件の重要性、有効性および
影響を体系的かつ客観的に評価すること（NCIThes
aurus）。
標準業務手順（stand
ardo
peratingproc
edures） 所定の業務遂行において、または所定の状況
下で遵守される確立された手順（NCIT
hesauru
s）。… 8,17,2
3
標準業務手順書（SOPマニュアル）（st
andardope
ratingproc
eduresm
anual） レポジトリ
の具体的な方針および手順が詳述された、スタッフ・職員が使用する一連の SOP
（ISBER2
008）。
… 23
標準データ要素（com
mondataelement
s）

標準化された形式でデータ（情報）を共有できる

よ う に 、 複 数 の 機 関 で 統 一 さ れ た 方 法 で 収 集 さ れ た 注 釈 （ caB
IG G
lossar
y、
https://cab
ig.nci.n
ih.gov/g
lossary
）。… 2
7

63

米国国立がん研究所 ヒト生物資源保管施設のための実務要領

標準的な予防措置（s
tandardpre
cautions
）

CDCの出版物である「Gui
delineforIso
lation

Precautions
:Prevent
ingTrans
missiono
fInfecti
ousAgentsinH
ealthcar
eSetting
s2007」
は StandardPrecaut
ions（標準的な予防措置）としても知られている。標準的な予防措置は、
全ての血液、体液、分泌物、汗を除く排泄物、損傷した皮膚および粘膜には伝達性の感染病原
体が含まれている可能性があるという原理に基づいており、種々の感染予防法の実践が盛り込
まれている。具体的には、手の衛生のほか、予期される曝露に応じた手袋、ガウン、マスク、
保護眼鏡、フェースシールドの着用、さらに、注射の安全施行などである。また、患者環境に
おいて感染性体液に汚染された可能性の高い装置や器具を取り扱うときは、感染病原体の伝達
を防止する方法を用いなければならない（「Guide
li
neforIsola
tionPre
cautions
:Prevent
ing
Transmissio
n

of

Infectious

Ag
ents

in

Healthcare

Settin
gs

2007 」

http://www.
cdc.gov/
ncidod/d
hqp/pdf/
guideli
nes/
Isolation20
07.pdf）。… 24,
25
品質管理（qua
litycon
trol） 調達、処理、保存・保管、生物試料の質および検査の精度を監
視するために実施される QAまたは QMSプログラムで規定される具体的な一連の検査。このよう
な検査には、ヒト生物資源保管施設の設備や業務手順の正確さと信頼性を確認するために行わ
れる性能評価、検査、監督のほか、備品、試薬、設備および施設の検査が含まれるが、これに
限られるものではない（ISBER2008）。… 11,
21,2
2,23,24
品質保証（qual
ityassur
ance） 手順または物がその研究計画に必要とされる種類であり、質
であることを確保するための総合的な管理活動システム。立案、実施、文書作成、評価および
改善が含まれる。品質保証システムと同義（IS
BER2008）。… 14,21,22
品質保証システム（qu
alitym
anagemen
tsystem
） 「品質保証（quali
tyassur
ance）」を参
照のこと。
プライバシー（privac
y） 1.個人の行為または意志決定に対して侵害もしくは干渉という公の
注目を受けない状態または状況（Black
'sLawDic
ti
onary）、2.自身に関する情報の利用ある
いは開示についてその個人が管理できること（NCIThesaurusから改変）。
プロジェクトの管理（projectmanagem
ent） 特定のプロジェクトの要求基準を満たすために
知識、技能、ツールおよび手法を広範囲の活動に適用すること（Bab
ylonBus
inessDi
ctionary
）。
プロテオミクス（pro
teomics
）

細胞タンパク質の包括的分析。プロテオミクスでは、タンパ

ク質の包括的な解明、定量化、特徴付けのために、二次元（2D
）ゲル電気泳動、画像解析、質
量分析法、アミノ酸配列分析、バイオインフォマティクスといったさまざまな高度な手法を駆
使する。プロテオミクスを適用することにより、疾患の機序を解明する機会、新しい診断マー
カーや治療標的を発見する機会が得られる（NC
ITh
esaurus）。… 29,45
,47
分析対象物（analyte
）

分析手順で決められた物質または化学成分（I
SBER200
8）。
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分注物（ali
quot） 1.全体の一部に属する、同じ体積と重量を持つある物の二つあるいはそ
れ以上数があるサンプルの一つ（NCITh
esaurus）、2
.生物試料を別個の部分に分割する過程。
分割された部分は、通常、個別のサンプルとして別々の容器に保管される（ISBER2008）。
包装物（pac
kage） 付随する物質または要素を含む製品容器（NCIThe
saurus）。
保管（stora
ge） 1
.将来の使用のために特定の条件下で生物試料を保持すること（ISBER2008）。
保存（prese
rvation
）

生物試料の生物学的または物理的劣化を防ぐ過程で用いられる化学物

質の使用、環境条件の変更、または他の手段（ISBE
R2008）。
や
有病数（pre
valence
）

ある時点での特定集団内での所定疾患の総症例数。ある時点での特定

集団内での新規症例数を指す「発症数（incide
nce
）」とは異なる（NCIThesaur
us）。… 47
ら
ラベル（lab
el） 生物試料容器または包装物に貼付されている、手書きの、印字された、もし
くは図が描かれた物（ISBER2
008）。
リーチスルー権利（r
each-thr
oughrig
hts）試料提供者から請求される、試料受領者の下流の
発明に対する権利であって、そうでなければ試料の所有権または特許権範囲を通じる権利のみ
では持ち得ない対象についての権利。受領者が試料を使用する見返りに提供者が請求するリー
チスルー権利の例としては、受領者による発明の所有権、占有実施権、発明の売却時の提供者
への支払いなどが挙げられる。リーチスルー権利は、受領者による試料の研究目的利用に対し
て、提供者に不当に高い報酬を与える場合がある（NCI実務要領での仮の定義）。… 50
利益相反（C
onflictofInter
est）

1
.公衆衛生局（PublicHealthS
ervice）が資金援助す

る研究の設計、実施または報告に対して、重大な金銭的利益（Signifi
cantFin
ancialIn
terest）
が直接的かつ重大な影響を及ぼす可能性があると、指定された役人が合理的に判断した場合に
存在する。利益相反をうまく処理するために課される条件または制限の例として次のようなも
のが挙げられるが、その限りではない：(1)重大な金銭的利益の公表、(
2)独立審査機関による
研究の監視、(3)研究計画の修正、(4)
公衆衛生局が資金援助する研究の全部または一部に参加
する資格の剥奪、(5)
重大な金銭的利益の剥奪、または(6)実際に衝突をもたらしている、もし
くはその可能性がある関係の断絶（42CFR§ 50
.60
5）、2.個人的利益または職業上の昇進の
機会、または自身の仕事が好まれている見解や社会的懸案を支持する機会によって公平性が損
なわれるときに生じる偏見または先入観（Tabe
r’sM
edicalDict
ionary）。
… 7,11,35,
36,37,42
,51,52,7
5
利害関係者（stakeho
lder） 企業・事業に利害関係を有する者。NCI実務要領との関連では、利
害関係者という用語は、研究参加者、患者擁護団体、研究者、臨床医、ヒト生物資源保管施設の
運営・管理職員も含む（NCI実務要領での仮の定義）。… 8,10
,11,15
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利用（acces
s）

あるものを（サービスまたは会員資格として）取得、使用または利用する権

利。入る権利（NCIT
hesaurus
）。
臨床研究（clin
icalrese
arch） 被験者またはヒト由来試料を用いて実施され、かつ研究者が
被験者と直接的に接触し協力を得る研究。新技術の開発、ヒト疾患の機序の研究、療法、臨床
試験、疫学、行動および医療サービス研究などが含まれる（NCIThesauru
s）。… 1
1,15,29,
46
臨床情報（clinicaldata） 1.臨床試験、診断、治療に関連した推論、考察あるいは計算の基
礎として用いられる事実情報（測定値や統計値として）または患者に関連する観察結果（NCI
実務要領での仮の定義）、2.患者の診察または治療から得られた情報（NC
IThesaur
us）。… 68
,71
連邦規則集（CodeofFederalRegul
ations:CFR
） 日刊の官報で公布される執行機関規則の年
間集成と、効力を維持している過去の規則を合わせた法典（Bla
ck'sLawDiction
ary）。詳し
い情報は htt
p://www
.gpoacce
ss.gov/c
fr/index
.htm
lで入手できる。
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Acronym List
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補遺
補遺 1

最小臨床情報セット

本補遺に記す最小臨床情報セットは、ヒト生物資源保管施設で疾患状態やがんリスクの注釈付
けに推奨される最小限の臨床情報を指す。ここに推奨する情報セットの項目は全てではなく、
見本にすぎない。ヒト生物資源保管施設によって異なるであろうが、どの程度詳しく注釈付け
を行うかは生物試料の主な使用目的によって決まる。臨床的な注釈付けのための情報セットは、
ヒト生物資源保管施設の使用者のニーズに合わせるのが優良な実践と思われる。また、この最
小臨床情報セットは他の情報セット（ナーシングホームの患者を評価するためにメディケア・
メディケイド・サービスセンター［CMS］が用いる情報セットなど）と混同しないこと
（http://ww
w.cms.hh
s.gov/MD
SPubQIan
dResRep
/）。
項目
年齢
曝露（18 歳超）

性別
人種
民族
疾患診断名／正常
診断方法
治療の種類／なし
身長
体重
がんの家族歴
組織試料のみ

備考
90 歳以上（収集時）

喫煙
飲酒
職業

組織学的な種類
グレード
大きさ
結節状態（陽性／陰
性、陽性／総結節数
など）
病理学的にみた
TNM 状態
病理学的にみた
TNM 病期
手順

血液感染性がんの血液試料の場合も記録す
る

生物試料を取得した手順
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バイオマーカー

転帰－または転帰が
判明したときにその
情報を入手できるか

死亡
がんの最終追跡調査
研究日
再発（局所、遠隔、
不明）

日常的な医療に用いるバイオマーカー（エ
ストロゲンおよびプロゲステロン受容体の
感受性）
年単位
年単位

収集法
併存症
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補遺 2

ヒト生物資源保管施設の倫理上、法律上および政策上の問題に関連する追加点

以下に記す資源は、網羅することを意図するのではなく、ヒト生物資源保管施設にとって役に
立つ見本と参照先を提示するものである。いずれのウェブサイトも最終確認日は 2011年 8月
30日である。
I.

ヒト生物資源保管施設の倫理上、法律上および政策上の問題に関連する一般資源

以下に記す報告および資源から、ヒト生物資源保管施設の倫理上、法律上および政策上の問題
を概観できる。トピックとして、研究倫理（治験）審査委員会（IR
B）やヒト生物資源保管施設
のための生物試料およびツールに関連する州および国際的な規則が含まれる。
A. NCI文書
National Cance
r Institute (N
CI) 50-Stat
e Surv
ey of Laws Regulatin
g the Collecti
on,
Storage,an
dUseofHumanT
issueSp
ecimensandAssociatedDatafo
rResear
ch
本調査研究は、研究における生物試料および関連情報の使用に影響を及ぼす、200
4年 11月時
点での州法の内容を反映している。本報告書では、生物試料研究の実施に関する要求基準を州
別に記した図、州法規を編集した表などが記載されている。
http://www.
cancerdi
agnosis.
nci.nih.
gov/hum
anSp
ecimens/sur
vey/50-s
tate-sur
vey.pdf
B. 他の資源からの文書
Internation
alCompi
lationo
fHumanResearc
hPr
otections
本編集物は、国際研究に関与する IRB
／倫理委員会、研究者、治験依頼者等に向けて、被験者
保護局（Off
icef
orHum
anRe
searchProtec
tions:OHRP）が作成した。本報告書では、ヒト生
物試料に関連する主な組織、法律、規則およびガイドラインを国別に示した表が記載されてい
る。
http://www.
hhs.gov/
ohrp/int
ernation
al/
PublicRespo
nsibilit
yinMedi
cine&Re
search(
PRI
M&R)HumanTi
ssue/Sp
ecimenBa
nkingWh
ite
Paper
PRIM&RWhit
ePaperには、連邦規制局や財政支援局に向けた問題の考察と勧告のほか、I
RB、
レポジトリマネジャーおよび研究者のためのツールが（教材、関連事項の考察、考慮すべき点
という形で）記載されている。
http://www.
primr.or
g/educat
ion.aspx
?id=60
Research I
nvolving Human Biolog
ical M
ate
rials: Eth
ical I
ssues a
nd Pol
icy
Guidance—V
olume I: Repo
rt and Recomm
endatio
n
s of the National Bio
ethics Adv
isory
Commission
国立バイオエシックス諮問委員会（Nati
onalBio
et
hicsAdviso
ryCommi
ssion:N
BAC）による
1999年度の本報告書は、生物試料を扱う研究で被験者を被害から守る上で CommonR
uleが有効
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であるかという問題を扱っている。NBA
C報告書では、CommonRu
leにおける幾つかの重要な用
語と概念の解釈を含め、生物試料研究に関する勧告もなされている。
http://bioe
thics.ge
orgetown
.edu/nba
c/hbm.p
df
II.

インフォームド・コンセント文書の見本

インフォームド・コンセントの取得方法についてヒト生物資源保管施設に指針を示すために、
インフォームド・コンセント文書の見本を以下にリストアップする。使用の際は、ヒト生物資
源保管施設の性格や設置目的に応じて適宜修正するとよい。
A.

NCI文書

cancerBiom
edicalI
nformati
csGrid
（caBIG
）
研究用の生物試料と情報を容易に収集・共有できるようにするため、caB
IGDataSharingand
Intellectua
lCapita
l（DSIC
）ワークスペースのメンバーが、インフォームド・コンセントと
HealthInsu
rancePo
rtabilit
yandAc
countabi
lit
yAct承認書を統合したテンプレートを作
成した。これは開発途上の文書であり、今後さらに改変されていく予定である。
https://wik
i.nci.ni
h.gov/di
splay/DS
IC/Mode
l+In
formed+Cons
ent
TheCancerGenomeA
tlas（TC
GA）
ゲノム解析技術を利用してがんの分子的機序の理解を加速しようとする包括的かつ協調的な取
り組みである TC
GAの目標と活動に沿って、NCIと国立ヒトゲノム研究所（NationalHumanGe
nome
ResearchIn
stitute
）がインフォームド・コンセント文書を作成した。二つの文書（一方はレ
トロスペクティブな生物試料コレクション向け、
他方はプロスペクティブなコレクション向け）
は、具体的に、遺伝子研究、生物試料および臨床情報の広範囲な共有、今後の研究使用の可能
性、ゲノミクス情報の電子データベースへの保存および部分的公開、プライバシー侵害のリス
クを扱っている。
http://canc
ergenome
.nih.gov
/abouttc
ga/poli
cies
/informedco
nsent
B.

他の資源からの文書

PublicProj
ectinP
opulatio
nGeneti
cs（P3G
）
P3Gメンバーが用いる方法に基づいて、P3
Gがプロスペクティブな縦断的ポピュレーションゲノ
ミクス研究で使用するためのインフォームド・コンセント文書のテンプレートを作成した。
一般情報：
http://www.
p3gobser
vatory.o
rg/repos
itory/e
thic
s.htm
同意書の見本：
http://www.
p3gobser
vatory.o
rg/downl
oad/Mod
elco
nsentform_F
inalnov6
.doc
患者向け説明書の見本：
http://www.
p3gobser
vatory.o
rg/downl
oad/Mod
elin
fosheet_Fin
alnov6.d
oc
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III. 患者向け説明書
インフォームド・コンセントの取得過程で役に立つと思われる追加資源をヒト生物資源保管施
設に示すために、患者向け説明書の見本を以下にリストアップする。これらの文書は、インフ
ォームド・コンセントの取得手順や研究における生物試料の重要性を一般向けに説明すること
を意図したものであり、ヒト生物資源保管施設の性格や設置目的に応じて適宜修正して使用で
きる。
A. NCI文書
GuidetoUn
derstand
ingInfo
rmedCon
sent
本手引書は、インフォームド・コンセントの取得過程でヒト研究参加者が予期しておくべきこ
と、インフォームド・コンセントの取得過程がヒト研究参加者にとって重要であること、臨床
試験への参加者の福利を守る大きなシステムにおいてインフォームド・コンセントがどのよう
に位置付けられているかを説明している。
http://www.
cancer.g
ov/clini
caltrial
s/condu
ctin
g/informedconsentguide
ProvidingY
ourTiss
ueforR
esearch
この 3ページからなる小冊子は、臨床医が臨床試験の参加候補者に対して実施する対面教育の
補足資料であり、研究において生物試料がどのように採取され使用されるかに関する質疑応答
がバランスよく記載されている。
http://bios
pecimens
.cancer.
gov/glob
al/pdfs
/Pro
vidingYourT
issuefor
Research
.pdf
B. 他の資源からの文書
ResearchAd
vocacyN
etwork
ResearchAd
vocacyN
etwork（RAN）は医学研究過程に関与する全ての者を一つにまとめる非営
利組織である。RA
Nは、ヒト研究参加者および IR
B委員に向けて、研究中の生物試料の重要性
を説明した小冊子を作成した。英語版とスペイン語版がある。
http://www.
research
advocacy
.org/ind
ex.php?
/gen
eral-resour
ces/publ
ications
/
IV.

インフォームド・コンセント文書を簡略化するための資源

インフォームド・コンセント文書の簡略化と読みやすさの向上を推進するために幾つかのグル
ープが設立された。以下に記す資源はヒト生物資源保管施設に限定されたものではなく、ヒト
研究参加者のニーズに合わせてインフォームド・コンセント取得過程をいかに改善すべきか、
その一般情報を提供する。
A. NCI文書
NCI-OHRP-FD
AInitia
tive
臨床試験のインフォームド・コンセント文書がますます長く、複雑で、理解しにくくなってい
るという問題に対応するため、OHRPと F
DAの連携の下、NCIが In
formedCo
nsentWo
rkingGr
oup
を設立した。1998年、本グループから「Recomme
nd
ationsfortheDeve
lopmentofInfor
med
ConsentDoc
umentsf
orCance
rClinic
alTrial
s」が発行された。この勧告は、同意書を作成
する研究者やそのような文書を審査する IRBにとって有用と考えられる。
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http://www.
cancer.g
ov/clini
caltrial
s/learn
inga
bout/patien
tsafety/
simplifi
cation-o
f-i
nformed-con
sent-doc
s/
B. 他の資源からの文書
AssociationofAmer
icanMed
icalCol
leges
2007年 5月に開催された「Un
iversalUseofShor
tandReadableInform
edConsentDocu
ments:
HowDoWeG
etThere
?」と称した戦略的計画会議の要約には、インフォームド・コンセント文
献のレビュー、インフォームド・コンセントの改善方法、現場からの成功例などが記載されて
いる。
https://www
.aamc.or
g/downlo
ad/75282
/data/h
dick
lermtgsumrp
t53007.p
df
GroupHealt
hCenterforHea
lthStud
ies
ProjecttoReviewa
ndImpro
veStudyMateria
ls
（PRISM）は、研究参加者とのコミュニケー
ションで用いる印刷資料の読みやすさを向上させる GroupHeal
thCent
erforHealthStudie
s
の取り組みの一つである。PRI
SMReada
bilityT
ool
kitには、インフォームド・コンセントに
用いる言葉の見本、編集用のチェックリスト、読みやすさ向上のための参照ガイド、読みやす
さを向上させる具体例などが含まれている。
http://www.
centerfo
rheathst
udies.or
g/capab
ilit
ies/readabi
lity/rea
dability
_home.ht
ml
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補遺 3

ガバナンス計画書

ヒト生物資源保管施設が資源を計画し、運用上の重要な決定を下す際に必要な権限、過程およ
び手順を規定するときに役に立つ見本として、本ガバナンス計画書を提示する。ガバナンス計
画書はヒト生物資源保管施設の文書の一部をなすべきであり、要請に応じて閲覧できなければ
ならない（詳しい情報および管理者責任に関連する追加勧告については、NCI実務要領の C.1
項を参照）。
主任研究者：
許可番号：
プロジェクトの標題：
プロジェクトの期間：
ヒト生物資源保管施設名（プロジェクトと異なる場合）：
A.

管理者の氏名

B.

プロジェクトの要約：

C.

プロジェクトのガバナンス構造（C.1項を参照）：

1.

ヒト生物資源保管施設の運営組織を概説し、各運営体または監視体の役割と責任について
検討する。

2.

ヒト生物資源保管施設の運営の手順および手続きを概説し、手順が文書化され、I
RBおよ
び／またはプロジェクト監視委員会に承認されているかについて検討する。

D.

生物試料および情報の完全性（C.1.5項および C.3項を参照）：

1.

ヒト生物資源保管施設の手順を記述して、収集した生物試料の物理的完全性を確保する。

2.

ヒト生物資源保管施設の手順を記述して、生物試料に付随するヒト研究参加者の情報の完
全性を確保する。

E.
1.

生物試料および情報の利用（C
.3項および C.4項を参照）：
サンプルを研究者に配布するためのヒト生物資源保管施設の手順および手続きを概説する。
科学的なメリット、利用の要請の優先付けおよび研究使用の提案について、どの審査グル
ープがどのように検討するのかを記述する。

2.

サンプルに情報が付随するのか、する場合、データの種類とともに記述する。情報の機密
性保護のために設定されている安全装置を概説する。

F.
1.

研究結果の開示（C.2
.3.7項を参照）：
ヒト生物資源保管施設から研究結果を発表・開示するために設定されている手順を概説す
る。グループに烙印を押すおそれのある結果を扱う過程について記述する。

2.

一般大衆に教育資料（パンフレット、文献、会議、一般向けウェブサイトなど）を提供す
る過程を概説する。

G.
1.

レガシープランおよび危機管理計画（C
.1.2項を参照）：
以下のいずれかに該当したときの生物試料および関連情報の取り扱いと廃棄に関するヒト
生物資源保管施設の計画を概説する。
（a
）助成金の交付期間の終了、
（b）管理者（manag
ement）
の喪失または資金調達の終了、（c）研究の特定目的の達成、（d）生物試料を使い切った
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とき、（e）重要データエンドポイントの達成。
H.
1.

生物試料、情報および記録の保管（C.1
.3項および C.2.3.1項を参照）：
ヒト研究参加者の参加中止後の生物試料および関連情報セットの取り扱いと廃棄に関する
ヒト生物資源保管施設の手順を概説する。

2.

生物試料、情報、およびインフォームド・コンセントやヒト研究参加者の身元に関する記
録の保管についてのヒト生物資源保管施設の手順を概説する。

I.
1.

資源の共有（C.1.6項および C
.5項を参照）：
ヒト生物資源保管施設から生じた研究情報およびツールを N
IH Data Sharing Policy
（ http://grants
.nih.gov
/grants/
policy/
data_sha
ring/） お よ び NIH Research Tools
Policy
（http
://ott.o
d.nih.go
v/policy
/researc
h_t
ool.html）に準じて共有するための同
施設の手順・手続きを概説する。

2.

生物試料を用いた研究の種類および他の研究者との生物試料の共有（実行可能な場合）に
関する情報をヒト研究参加者に知らせるためのヒト生物資源保管施設の手順・手続きを概
説する。

J.
1.

利益相反（C
OI）（C.
1.4項および C.6項を参照）：
42CFRPart50Subp
artFおよび該当する NIHCOIpolicie
sに準じてヒト生物資源保管
施設の職員の利益相反を管理・制限する手順を記述する。
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補遺 4

試料移転合意文書の見本

以下に記す試料移転合意文書（MTA
）は、ヒト生物資源保管施設と生物試料および／または情報
を受け取る承認済み最終使用者との間で交わされる契約の見本である。本 MTA見本は、移転さ
れる試料や情報、研究プロジェクトに特定された要求基準に合わせて修正する必要がある。本
MTAは個人識別不能化された生物試料および情報の移転用である点に留意されたい（詳しい情
報および MT
Aに関する追加勧告については、NC
I実務要領の C.
5項を参照）。
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ヒト生物資源保管施設から承認された第三者最終使用者への移転に関する
試料移転合意文書の見本
本試料移転合意文書（「契約」）は、以下に定める研究目的のために、＜ヒト生物資源保管施

設名を挿入＞（「提供者」）と＜第三者機関名を挿入＞（「受領者」）との間で、＜ヒト生物
資源保管施設名を挿入＞から承認された第三者最終使用者に、関連情報とともに、もしくは、
関連情報なしで、ヒト試料を移転することに関して交わされる。本契約書を通して、提供者と
受領者をまとめて「当事者」と呼ぶ。本契約は、以下に最後の署名が行われた日から有効にな
る。
提供者および受領者は以下のとおり合意する。
1. 定義 本契約書内で、以下の用語は 45CFRP
art
s160および 164
（「H
IPAAPriv
acyRule
」）
に定められた Standar
dsforP
rivacyo
fIndivi
dua
llyIdentif
iableHe
althInf
ormationで
用いられる用語と同じ意味および趣旨を有する。便宜上、これらの用語をここに記す。
（a）「個人識別不能化された（de-ide
ntified
）」情報とは、以前は個人識別可能な健康情報
を含んでいたが、当該情報の対象である個人を特定するために記録に含まれる当該情報が単独
もしくは他の情報と組み合わせて使用できないように、一つしかない識別可能な情報、数字、
特徴、コードを全て取り除いた情報を指す（45 CFR 164.51
4）。識別情報には、45 CFR
164.514(b)(
2)に記載されている 18カテゴリーの識別子が含まれるが、この限りではない。
（b）「保護された健康情報（P
rotecte
dHealthIn
formation）」または「PHI」とは、口頭で
あれ、いかなる形式または媒体で記録されたものであれ、（i）個人の過去、現在または未来の
身体的および精神的状態、個人への医療提供、あるいは個人への医療提供に関わる過去、現在、
未来の支払いに関連し、かつ（ii）その個人を特定するか、もしくは当該情報がその個人の特
定に使用できると信じるに足る合理的な理由がある情報を指す（45CFR164.103
）。
2. 試料および情報の説明

提供者は受領者に、生物試料および／または誘導体（「試料

（MATERIAL
）」）である＜移転するサンプルの説明を挿入＞とともに、情報（「情報（DA
TA）」）
＜該当する場合、移転する情報の説明を挿入＞を移転するものとする。
3. 試料および情報の収集 試料および情報は、必要に応じて、被験者研究に関連する連邦お
よび地域の該当する法律、保証ならびに研究倫理（治験）審査委員会の審査に従って、＜ヒト

生物資源保管施設名を挿入＞の一部としてヒト生物試料から収集および／または処理された。
4. 試料および情報の移転

提供者から提供された試料および情報は個人識別不能化され、

FederalHealthInsur
ancePortabil
ityandA
ccoun
tabilityAct（HI
PAA,45C
.F.R.164）の
定めるところにより、全ての保護された健康情報（PHI）が除去されるものとする。
5. 受領者の責任および承諾
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（a）受領者は、承認された研究プロジェクトのみのために試料および情報を使用することに同
意し（「補遺 1 研究プロジェクト」を参照）、商業目的による第三者への販売または移転を
含め、承認されていない商業目的で試料および情報を使用しないものとする。
（b）受領者は、個々の機関の試料および情報の使用に必要とされる被験者研究の承認または免
除を取得する責任を負う。受領者は、該当する全ての連邦、州および地域の法規に準じて試料
および情報を使用するものとする。
（c）受領者は、＜ 第三者主任研究者の氏名を挿入 ＞（「受領者である研究者（Recipient
Investigato
r）」）および受領者である研究者の直属にある研究チームのみが、ここに記載さ
れている規定および制限を理解し、それに同意した後に試料および情報を使用することを許可
するものとする。試料および情報を受領者である研究者の直属にある研究チーム以外に移転す
る場合は、事前に提供者から承諾書を取得しなければならない。
（d）受領者が試料および情報に関連する PHIを既に所有しているか、もしくは他の供給源から
取得しており、別個の契約によって受領者が追加的に制限または義務を負っている可能性を承
知するものとする。受領者、その役員、従業員または代理人が試料および情報に関連する PHI
の未許可の使用または開示について知った場合、それを知り得てから 5就業日以内に書面で提
供者に通知しなければならない。受領者は（i
）欠陥を解消する是正措置を直ちに講じるか、も
しくは（ii）該当する連邦法が命じるとおりにこのような未許可の開示に関する措置を講じる。
（e）受領者は、本契約の下で受領者が提供者から受け取った試料または情報を提供した可能性
のあるドナーおよびドナーの生きている親戚を特定したり、連絡を取ったりしないことに同意
するものとする。
（f）受領者は、試料および／または情報の使用から生じた情報、発明、出版物を提供者に報告
することに同意するものとする。
6. 試料および情報は、ヒトに使用したり、ヒトの治療または診断のために使用しないものと
する。
7. 免責 本契約に従って配布された試料は実験的な性格のものであり、有害な性質を有して
いる可能性があることが理解されている。提供者は、明示または黙示にかかわらず、いかなる
種類の説明および保証も行わない。商品性または特定目的への適合性、もしくは試料の使用が
特許、著作権、登録商標あるいはその他の所有権を侵害しないことを明示または黙示によって
保証するものでもない。受領者は、法律によって許可されている範囲で、試料の使用、保管、
処理、配布または廃棄によって生じた第三者による損害の賠償要求に対して責任を負う。ただ
し、損害が提供者の重大な過失または意図的な違法行為による場合、法律によって許可されて
いる範囲で、提供者は受領者に責任を負う。
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8. 解除および処分 いずれの当事者も、他方の当事者に 60日間の事前通知書で本契約を解除
できるものとする。研究プロジェクトの終了または本契約の終了のいずれか早い時点で、未使
用の試料および情報を該当する全ての法規に準じて廃棄するか、もしくは提供者の要請どおり
に返却するものとする。
9. 承諾 受領者は、試料および情報の使用から生じた全ての口頭発表または文書による発表
において、当該試料および情報の提供元として＜ヒト生物資源保管施設名を挿入＞を以下のと
おりに公表するものとする。ただし、提供者から公表しないよう要請された場合はその限りで
はない。
「生物試料（および／または誘導体）および関連データは、＜該当する場合、資金援助者を挿

入＞の資金援助によって設立されたイニシアチブである＜ヒト生物資源保管施設名を挿入＞か
ら提供された」
10. 費用および輸送 試料および情報は無料で受領者に提供されるものとする。提供者は、試
料および情報の出荷準備が整った時点で受領者に通知する。受領者は、試料および情報の受け
取りおよび輸送（輸送費用を含む）の責任を負う。
両当事者は、以下に記した日に、各当事者から権限を付与された役員によって本契約を履行し
た。いかなる連絡または通知も、以下に記す各住所に書面で提出するものとする。
署名欄は次ページに記載
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提供者の署名
提供する科学者：
提供する機関：
住所：
権限が与えられた職員の氏名：
権限が与えられた職員の肩書：
権限が与えられた職員の署名 日付
提供者側の権限が与えられた職員による証明：本契約書に修正が＿加えられています／＿加え
られていません。修正が加えられている場合、その修正を添付します。
受領者の署名
受領する科学者：
受領する機関：
住所：
権限が与えられた職員の氏名：
権限が与えられた職員の肩書：
権限が与えられた職員の署名 日付
受領する科学者による証明：私は、本契約に記載された条件を熟読し理解した上で、試料および
情報の受領と使用においてその条件に従うことに同意します。
試料を受領する科学者

日付
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