
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」
の改正について

個人情報保護法等の改正に伴う指針の見直し
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個人情報保護法改正の全面施行

•本年5月30日（火）に、個人情報保護法の改正が全面施行

• 個人情報を取り扱う全ての事業者（医療機関を含む）に適用される。

•法改正の目的は、

① 個人の権利・利益の保護の強化

② 個人情報の有用性を確保し利用活用される体制の整備

•学術研究の目的で大学などが個人情報を利用することは法律の

対象外

• 憲法に規定される「学問の自由」の確保

• 研究利用で個人保護に穴があかないように、「人を対象とする医学

系研究の倫理指針」の全面改正が同時に施行。



臨床研究は条件を満たせば適用除外

個人情報保護法の第4章（事業者の義務、罰則を規
定）は以下には適用されない。(改正法第76条1項)

•大学その他の学術研究を目的とする機関、団体、それら
に属する者が学術研究の目的で個人情報を取り扱う場合

「学術研究を目的とする機関、団体」
•私立大学、公益法人などの研究所、学会

※ 国立大学は、独立行政法人を規制する別個の法律の

対象だが考え方は同じ

•民間病院は？



義務規定の適用除外のために

•指針に定める諸手続に沿って作成・許可された研究計画書に基
づく研究者等で構成される学術研究を目的とする研究グループ

•実質や外形が1つの機関として見なし得るもの

↓

•研究グループに属する指針上の「研究責任者」、「研究者等」
は「大学その他の学術研究を目的とする機関、団体、それらに
属する者」に該当

•必要な手続き

•下記を研究対象者に通知または公開

•研究グループが1つの機関として実質や外形をもって活動
している

•研究者等が研究グループに属していること

•研究グループに参加するための体制、規程（情報提供に関す
る許可などの手順書や申請書のひな形等）を予め整備し公表



改正後の指針を守って研究すれば・・・

•個人情報保護法の個別の規制は適用されない。

•その代わり、個人情報保護法の考え方を指針に導入



今回の指針改正のポイント

1. 用語の見直し
• 「個人識別符号」、「要配慮個人情報」などの用語の追加

• 「匿名化」の定義 等

2. インフォームド・コンセント等の手続きの見
直し
• 要配慮個人情報の取扱い

• 外国に情ある第三者への提供や、第三者提供時の記録作成

3. 匿名加工情報等の取扱規程の追加
• 法律で追加されたことへの指針上の対応

4. 施行（5/30）までに対応すべき事項と、経過
措置
• 法律改正の影響を受ける部分は5／30までに対応の義務

• これまでの指針で猶予されてきた事項には、一定の猶予期間で
対応



１用語の見直し



個人情報保護法で新しい用語
（2015年改正、2017年施行）

（個人情報保護法）

•個人識別符号

•要配慮個人情報

•匿名加工情報 （非識別加工情報）

（指針）

•匿名化の定義の変更
•「連結可能・・・」、「連結不可能・・・」
の呼び方の廃止
•「対応表」を明示的に定義



個人識別符号

身体の特徴のいずれかを電子計算機用に変換した
ディジタル情報で、個人の特徴を識別することがで
きるもの

1. 細胞から採取されたDNAを構成する塩基配列
（ゲノム・データ）

2. 顔の特徴

3. 虹彩の模様

4. 声紋

5. 歩行の態様

6. 手のひら、甲、指の静脈の形状

7. 指紋、掌紋



どういう塩基配列情報が個人識別符号？

次のような遺伝型情報で、本人を識別できるもの

1. 全核ゲノム・シークエンスデータ

2. 全エクソーム・シークエンスデータ

3. 全SNP・データ （Single Nucleotide 
Polymorphism)

4. 互いに独立な40箇所以上のSNPから構成される
シークエンスデータ

5. 9座位以上の塩基の繰り返し配列（STR：Short 
Tandem Repeat)

これらは、個人情報保護法の体系の中で、決めら
れている。



要配慮個人情報

•人種、信条、社会的身分、病歴、犯歴、犯罪により被害を
被った事実、その他、不当な差別、偏見などの不利益が生
じないよう、特に配慮を要する個人情報

1. 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）

2. 医師、その他の医療従事者によって行われた疾病の予
防、早期診断のための検査結果

3. 医師、その他の医療従事者によって行われた指導、診
療または調剤

4. 本人を被疑者とする刑事手続き（逮捕、拘留、差押え
など）

• ゲノム・データに解釈を加えて意味を有するようにし
たものも該当

•要配慮個人情報の取得と第三者提供には、原則として本人
の同意が必要



「連結不可能匿名化」の語を廃止

•従来の「連結不可能匿名化」の定義
「特定の個人を識別することができないように、
対応表を残さない方法による匿名化をいう。

→対応表のないゲノムデータからでも、個人の識別は可能な場合がある。
(名札がついてなくても、指紋データから、警察が前科のある個人を特
定できるのと同じ)

連結「不可能」という言い方は不適切なので、やめる。

連結「可能」という表現も、やめる。（“道連れ”）

代わりに、「対応表」の管理、という表現に変更



「匿名化」：指針改正後の定義

•特定の個人（死者を含む）を識別できることとな
る記述等（個人識別符号を含む）の全部または一
部を削除すること。
当該記述の全部または一部を、当該個人と関わり
のない記述等に置き換えることを含む。

•大学病院の患者IDをつけられた研究データ
→ 患者IDを、連続番号に置換え。



「対応表」：指針での新しい定義

•匿名化された情報から、必要な場合に研究対象
者を識別できるよう、当該研究対象者と匿名化
の際に置き換えられた記述等を照合できるよう
にする表、これに類するもの

•患者IDと研究用データの連続番号との一対一の
対応を並べた表



今まで「連結不可能匿名化」といっ
ていたものをどう言い換えるか？

1. 匿名化されている情報であって、特定の個人を識別
することができなく、対応表が作成されていない。

2. 匿名化されている情報であって、特定の個人を識別
することができない。

•情報提供元では対応表を作成、管理しているが、提
供先に対応表は提供しない場合

3. 匿名化されている情報

•ゲノムデータを含む場合

１～３のいずれかだが、個別の事情によって異なる。



これまでの研究計画書の用語の修正？

（Q）今回の改正で「連結可能匿名化」、「連結不可
能匿名化」の用語が廃止になるが、研究計画書、同意
説明文書等で使用されている用語を準備期間の間に全
て修正する必要はあるのか。

（A）一義的には修正は求められていない。なお、準
備期間中に修正した場合は、研究機関の長の許可や倫
理審査委員会への付議を行う必要はない。



２ インフォームドコンセント等
（ＩＣ）



個人情報保護法の規制では・・・

•要配慮個人情報を取得する場合には、必ず個別の
同意が必要。

•オプトアウトによる要配慮個人情報の取得は認め
られない。

但し・・・

↓

•倫理指針に従って行われる医学系研究では、例外
的にオプトアウトによる要配慮個人情報の取得が
認められる。

•このほかに、本人の診療のため等、緊急時に必
要な情報の取得など当然に認められる。



ＩＣ関連、主な変更点（１）

①要配慮個人情報（病歴などを含む個人情報）を
取得・提供する場合は、原則同意が必要。（個
人情報保護法の原則）

②適用除外・例外規定に該当する場合は、オプト
アウト手続きで、引き続き、自施設での利用、
他機関への提供ができる。

③既存情報を、匿名加工情報（非識別加工情報）
として利用する場合で、インフォームドコンセ
ントが困難な場合は手続き不要。



ＩＣ関連、主な変更点（２）

④ゲノム・データなど個人識別符号のみが存在
する場合、オプトアウト手続きは必要だが、
拒否機会を保障しない形での通知、公開でも
いい。

⑤他機関に匿名化された既存情報を提供する場
合、今までは手続き不要だったが、今後は通
知、公開が必要。

⑥提供元で、通知、公開の手続を行った既存情
報について、提供先ではその手続きを確認し、
公開することが必要。



既に匿名化された情報は匿名加工情報？

（Q）改正前に匿名化されている試料・情報は、改正
後は「匿名加工情報」に該当するか。

（Ａ）「匿名加工情報」を保有し又は自らの判断で作
成することができるのは、個人情報保護法が適用とな
る民間事業者に限られる。
また、同法が適用される民間事業者が「匿名加工情

報」を作成した場合は法に沿ってその旨を公表するこ
とが求められるため、少なくともこのような措置を講
じない限り、改正前に「匿名化」されていた試料・情
報が直ちに「匿名加工情報」に該当することにはなら
ない。



⑤匿名化された情報を他機関に
提供する場合（対応表は提供しない）

•現在の医学系研究の指針では何もしなくてもいい。

•ゲノム指針では通知・公開

•改正で、通知・公開をする義務が生じる。

•通知すべき事項（前と同じ）
① 試料・情報の利用目的及び利用方法（他の機関へ提供される場合はそ
の方法を含む。）

② 利用し、又は提供する試料・情報の項目

③ 利用する者の範囲

④ 試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称

⑤ 研究対象者又はその代理人の求めに応じて、研究対象者が識別される
試料・情報の利用又は他の研究機関への提供を停止すること。

⑥ ⑤の研究対象者又はその代理人の求めを受け付ける方法



海外への試料・情報の提供

•個人情報保護法の「海外にある第三者への提供
に関する規定」に準じて、同様の手続きが求め
られる。



第三者提供時の記録（作成・確認、保管期間）

法律の個人情報のトレーサビリティの観点から

臨床研究にも要求

•作成・保管の対象
•提供元および提供先のそれぞれの機関
•第三者提供時の記録の作成・確認、記録の保管

•適用範囲
•全ての研究機関の全ての研究

•保管期間
•提供元：提供後3年
•提供先：研究終了を報告した日から5年



症例報告などの扱い

•医療機関内部における症例研究

•外部（学会、専門誌等）への症例報告

•専門医の取得のための症例登録

→ 「医学系研究の指針」の対象外

：倫理審査不要

今回の改正でも引き続き対象外

•「医療・介護関係事業者における個人情報の適切
な取扱いのためのガイダンス（平成29年4月14日
通知、同年5月30日適用） 」が適用される。



３ 匿名加工情報等の取扱い



匿名加工情報と非識別加工情報

•匿名加工情報：個人情報保護法で定義
•民間事業者を対象 (私立大学、民間病院も）

•非識別加工情報：行政機関個人情報保護法、
独立行政法人個人情報保護法

で定義
•国の機関、独立行政法人、国立大学を対象

同じ性質のものだが、法律の規制がやや異なる。

•指針の範囲内で、匿名加工情報等が利用される
場合について、指針において、法律の考え方を
準用して、規定された。



４ 経過措置



今回の指針改正は、今までと違う

•今までの指針やその改正は、古い研究には適用
されなかった。

•今回の改正は、全ての研究に適用される。

•古い研究で、当時の倫理指針の対象外として、
倫理審査委員会にかけられていなかったもの
も、今回は、全部対象になった。

•施行も、原則として、個人情報保護法等の改正
日（5／30）に一斉に行われる。



研究責任者の対応すべきこと

•現在実施中の全ての研究について、研究計画の変更が
必要かどうか検討

•文部科学省・厚生労働省からチェックリストが提供
されたが、各機関の事情に合わせて、適宜、変更し
て使うことを前提としている。

•研究計画の変更が必要な場合、倫理審査委員会に申請

•同意（ＩＣ）の取得が新たに必要になった場合：本
審査

•情報公開はしていたが、拒否機会の保証を追加する
場合：迅速審査

•その他の記述の変更等：倫理審査委員会での手続き
不要



改正版の倫理指針および
ガイダンス、Q&A等の入手方法

厚生労働省のHPなどで入手可能

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenky

ujigyou/i-kenkyu/index.html

• ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 他分野の取り組み > 研

究事業 > 研究に関する指針について

• 医学系研究に関する指針一覧

• 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス（平成29年4月14日通知、同年5月30日適用）は

以下で入手できる。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html



ご静聴ありが
とうございま
した。
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長崎 女神大橋



臨床研究ユニットからの
お知らせ

2017年5月

担当：長崎大学病院臨床研究センター 中島佐和子



指針改正に伴う
長崎大学病院の対応



自己点検の実施

•平成29年5月2日に各部署、診療科の『臨床研究・
治験主任』あてに個人情報保護法改正に基づく医
学系指針改正に対する自己点検について『自己点
検チェックシート』『フローチャート』をメール
にて送っています。

•そのチェックシート等をもとに自己点検を行い、
必要な対応を行って下さい。



新たに試料・情報を取得して行う研究 ②

長崎大学病院に保有している既存試料・情報のみを
用いて行う研究

③

他の研究機関に既存試料・情報を提供する研究 ④

既存試料・情報の提供を受けて行う研究 ⑤

Ｈ15年（2003年）7月29日までに着手された研究
または

『疫学研究指針』『臨床研究指針』『人を対象とする医学系研究に
関する倫理指針において『既に連結不可能匿名化されている情報』
のみを用いる研究

下記のいずれかの指針に従って行っている研究
・疫学研究指針
・臨床研究指針
・人を対象とする医学系研究に関する倫理指針

海外に試料/情報を提供する場合は臨床研究ユニットへ連絡
（別途チェックシートがあります）

内線：7726
Mail:rinshou7726@umin.ac.jp

これまで指針の対象外だった研究 ①

はい

はい

いいえ

※研究によっては複数該当する場合があります。その場合は該当す
るフローチャートを全てチェックして下さい。

臨床研究ユニットへ連絡
（内線：7726）

いいえ



はい

いいえ

Ｈ29.5.30以降、既に長崎大学病院に保管さ
れている既存試料・情報のみを用いる
（他の機関に提供しない研究） 新指針における『既

に匿名化されている
情報（特定の個人を
識別する事ができな
いものであって、対
応表が作成されてい
ないものに限る）』
を扱う研究

手続き不要
引き続き研究実施

Ｈ29.11.30までに研究計画書を作成し、倫
理委員会へ申請し、機関長の許可を得る

研究計画書を作成し倫理委員会へ申請
し、機関長の許可を得る

機関長の許可が出るまで試料・情報等
の授受はできない

平成15年（2003年）7月29日まで
に着手された研究

はい

はい

【既に連結不可能匿名化されて
いる情報のみ】を用いており、
現在、指針の対象外として実施
している研究

いいえ

いいえ

はい

特に注意が必要な研究 ①これまで指針の対象外だった研究

い
い
え



Ａ

新指針における『匿名化されているもの（特定
の個人を識別することができないものに限
る）』を用いる

情報を通知または公開し、拒否機
会を保障している

Ｈ29.5.30以降に試料をゲノム解析して個人識別符
号に該当するゲノムデータを取得する

別研究で取得した同意が当該研究の目的と相当の関連があると合理的に認められる

Ｃ

計画書に通知または公開する内容を記載しており、
情報を通知または公開している

学術研究その他特段の理由がある

現に、研究対象者から『文書』または『口頭＋記録』でＩＣを受けている

Ｂ

Ｄ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

特に注意が必要な研究 ②長崎大学病院に保有している既存試料・情報を用いて行う研究

現に連結不可能匿名化または院内に対応表を保有しない試料または情報を用いる

観察研究、発表を目的としたカルテ調査など



対応※
倫理委員会への

手続き

Ａ ・対応事項なし 不要

Ｂ
・研究計画書に通知または公開する内容を
追記

・必要な事項を通知または公開
不要

Ｃ

・研究計画書に情報公開、拒否機会の内容
について記載

・必要な事項を通知または公開し拒否機会
を保障

変更申請

Ｄ

・研究計画書にＩＣの方法と内容を記載

・『文書』または『口頭＋記録』により研
究対象者からＩＣを受ける

変更申請

 既に倫理委員会へ申請、病院長の許可を
得ている研究に関しては今回の指針改正
に伴う『対応事項なし』、手続き『不
要』いという意味です。

 倫理委員会へ申請していない場合は必ず、
倫理委員会へ申請し、病院長の許可を得
て下さい。



試料・情報の提供に関する記録の作成・保管

•対象：平成29年5月30日以降に他の研究機関と

試料・情報の授受を行う研究

•他の研究機関と共同で研究を実施する場合は、
提供元と提供先の各共同研究機関において、そ
れぞれの資料・情報の提供に関する記録を作成、
保管する必要がある

•提供元の機関と提供先の機関で適切に連携をと
ること

趣旨

不適切と考えられる試料等の流通が発生し
た際に追跡する事ができるよう、提供元の
機関と、提供先の機関においていつ、誰に、
どのような情報を提供したのかがわかるよ
うにするため。

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 ガイダンスより



提供を受ける場合（提供先）

① 共同研究機関の名称等

② 提供元の機関における取得の経緯

③ 試料・情報の項目

④ 研究対象者の氏名等※

⑤ 研究対象者等の同意を受けている旨※

※ ④と⑤同意を受けて提供する場合のみ必要
ただし、提供されている試料・情報が匿名化されており提供を受ける機
関において特定の個人を識別する事ができない場合（研究対象者を特定
できる情報、対応表を渡さない等）の場合提供先では④と⑤の記録の作
成、保管は不要

【必要な記録項目】

長崎大学病院が主幹施設として研究計画書を作成
し、試料・情報の提供を受けて研究を行う場合は
『試料・情報の提供に関する記録の作成と保管』
について記載



提供を受ける場合（提供先）

案1) 研究計画書に①～③の項目について全て記載し、

研究計画書そのものを記録とする。

案2) 別途『記録』を作成する。

案3) 契約書等に①～③の内容を組み込み契約書

等を記録とする。

【記録の作成方法】

【記録の保管期間】
• その他の保管資料等と共に保管すること。
• 指針では『研究の終了が報告されてから5年間』



試料・情報を提供する場合（提供元）

① 共同研究機関の名称等

② 試料・情報の項目

③ 研究対象者の氏名等※

④ 研究対象者等の同意を受けている旨※

※③と④は同意を受けて提供する場合のみ必要

【必要な記録項目】



•原則、主幹施設が作成した研究計画書に準じる。

•具体的な記録の作成、保管方法について記載がな
い場合は一度提供先に確認。

•提供元で記録の作成、保管を求められた場合は

臨床研究ユニット（7726）へ相談。

【記録の保管期間】
• 原則、主幹施設が作成した研究計画書に準じる。
• 指針では最終提供日から3年間

【記録の作成方法】

試料・情報を提供する場合（提供元）



お願い

•個人情報改正に伴う、臨床研究に関する指針の
対応について、全国的にどの研究施設も手探り
状態です。

•今後、全国から情報を収集し検討する予定なの
で状況が変わっていくことも予想されます。

•臨床研究センターのＨＰやひな形も随時情報を
更新していきます。

研究者の皆様においては随時、臨床研究セン
ターのＨＰ、研修会等にて最新情報を確認した
上で、研究を実施するようにして下さい。

ご理解、ご協力の程
よろしくお願いいたします



研究等終了(中止)報告書の作成と
研究結果の公表について

・研究等終了(中止)報告書の作成の注意点

・最終公表が終了した後の、機関長への報告について



研究責任者の責務

【終了（中止）報告】

•研究を終了（または中止）したときは研究機関の長
に必要な事項について報告しなければならない。

【結果の公表】

•研究を終了したときは、遅延なく、当該研究の結果
を公表しなければならない。

•侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う介入研究につい
て、結果の最終公表を行った時は遅延なく研究機関
の長へ報告しなければならない。

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（第3章第9.1)

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（第2章第5.1)

ネガティブな結果も必ず公表すること再び無駄な侵襲、介入が行われることをさけるため



研究等終了(中止)時報告書の記載方法

原則、西暦月日で記載

計画書と統一（可能な限り具体的に）

計画書と統一（必要に応じて適切に保管できる媒体を検討）



研究等終了(中止)時報告書の記載方法

・倫理委員会資料だけではなく研究計画書に記載してある
保管すべきもの全てを記載。

・多施設共同研究の場合で記載が曖昧なものに関しては
必ず主幹施設に確認。

必要に応じて行を追加。
倫理員会資料のみでは受理できません。
例）研究に用いられる情報に係る資料

対応表
血液検体／病理検体等
同意書
試料等の提供に関する記録 など

※研究計画の記載内容と統一すること。



研究等終了(中止)時報告書の記載方法

• 研究結果の概要について簡潔に記載

中止した場合は中止理由
を記載して下さい。



研究等終了(中止)時報告書の記載方法

今までは、本報告時に結果が『公表済』か
『未公表』を選択

『最終の公表』が済んでいるかどうかを記載
※これまで公表した以上に研究結果を公表する見込みがなくなった
場合



終了報告書提出時に既に最終公表が
終了している場合

『済』にチェック

必要項目を入力し、この報告書をもっ
て当該研究に関する研究機関の長（病
院長）への報告事項は終了



終了報告書提出時にまだ最終公表が
終了していない場合

『未』にチェック

最終公表が完了した後に『研究結果最終公
表報告書（別記様式第8号の2）』を用い
てその旨を報告。
この報告をもって当該研究に関する研究機
関の長（病院長）への報告事項は終了

多施設共同研究の場合は主
幹施設（公表する施設）に
確認



結果の公表予定がない場合

この報告書をもって当該研究に関する研究機関の長（病院長）への報告事項は終了

『臨床研究センター』
にチェック

研究結果の公表の場所がない／予定がない場合は
臨床研究センターのＨＰに一括して公表する場所
を設けます。

（研究の概要に記載された内容が公開されます）



研究結果最終公表報告書
（別記様式第8号の2）

•研究結果最終報告書は紙媒体での申請になります。

•報告書が必要な研究者は総務課（内線：2513）
に連絡して下さい。

•現在、臨床研究センターのＨＰよりダウンロード
できるよう準備中です。



最終報告が終了したら速やかに提出
この報告をもって当該研究に関する研究機
関の長（病院長）への報告事項は終了



各報告書の提出のタイミング

•研究等終了(中止)時報告書

原則、終了してから速やかに、遅くても研究終了後
3か月まで

（最終公表が済んでいなくても、終了報告書は提出
する）

•研究結果最終公表報告書

それまでに公表した以上に研究結果を公表する見込
みがなくなった場合

本当に研究が終了したのか確認してから提出して下さい。



指針逸脱の事例



研究の進捗管理について

介入を伴う他施設共同研究

・目標症例数：全体50例

・計画書には同意取得ができたら主幹施設へ症例登録

をすると決められていた

・研究で得た情報を取り扱う際は匿名化して、対応表

を作成すると決められていた

実際は・・・

症例登録を行わず、責任者が進捗状況を全く把握
していなかった。

自分の施設の研究対象者とその人数を把握してい
なかった。⇒対応表を作成していなかった。

研究期間（数年間）に１度も実施状況を報告して
いなかった。

そもそも、共同研究施設で研究対象者となる患者
さんがいなかった。



進捗状況を管理をしなかったら…？

登録期間が終了して…ふたを開けてみたら必要症例
数より少ない！！または症例数が多すぎた！！！

デザインや評価項目等を考慮して症例数を設定した
はずの研究なのに…？？？

それでちゃんと解析し、結果が出ますか？

患者さんに対して・・・

せっかく参加してくれた患者さんの立場は・・・？

研究目的で必要のない患者さんにまで、介入や侵襲

を与える（倫理的に大問題）

共同研究施設を選定する際には、その施設の採
用薬、実施体制や対象となる患者さんの数など
を確認し、その施設の責任者と実施可能性を十
分に検討した上で、選定する。

統括責任者は必ず進捗状況を確認し、情報を共
有する。（特に、侵襲、介入を伴う研究）

指針で定められた申請、報告は必ず行う。


