
 

 1 

 

 

 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査申請・実施にあたっての手順書 

 
 

 

 

 

※ 以下、熊本大学大学院生命科学研究部等ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理委員会を「委員

会」、委員会委員長を「委員長」という。生命科学研究部長を「研究部長」という。 

※ 「様式○○」とは、当該手順書で定める様式のことを示す。 

※ 「規則様式〇〇」とは、熊本大学におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する規則（以

下「ヒトゲノム研究規則」という。）の定める様式のことを示す。 

※ 「委員会様式〇〇」とは、熊本大学等生命科学研究部等ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理

委員会規則（以下「委員会規則」という。）の定める様式のことを示す。 

 

＜審査対象部局＞ 

大学院生命科学研究部、大学院医学教育部、大学院保健学教育部、大学院薬学教育部、 

医学部、薬学部、医学部附属病院、発生医学研究所、国際先端医学研究機構、 

生命資源研究・支援センタ－、エイズ学研究センタ－（以下「生命科学研究部等」という。） 

 

※対応する倫理指針：「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（平成２９年２月２

８日一部改正、以下「ヒトゲノム指針」という。） 

 

 

 

 

 

熊本大学大学院生命科学研究部等ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理委員会 

（平成２８年１０月 1日 第 1版改訂） 

（平成３１年１月２４日 改訂） 
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Ⅰ 申請手続 

１．研究責任者は、以下の書類を研究部長へ提出する。 

（提出先：生命科学系事務課 医学事務チーム 研究支援担当 （内５６５７）） 

 申請のケース 提出する書類 

①  

ヒトゲノム・遺伝子解析研究を新規に実施

しようとする場合 

（※ヒトゲノム研究規則第８条第１項） 

〇ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査申請書

（規則様式第１） 

○「ヒトゲノム・遺伝子解析研究」計画書 

〇遺伝子解析研究同意説明文書（様式第１） 

〇臨床研究に係る利益相反自己申告書 

②  

多施設共同のヒトゲノム・遺伝子解析研究

に新規で参加しようとする場合（本学の役

割が試料・情報の提供・分譲のみの場合） 

（※ヒトゲノム研究規則第８条第１項） 

〇ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査申請書

（規則様式第１） 

○「ヒトゲノム・遺伝子解析研究」他の研究機

関への試料・情報の提供・分譲の提供に関する

計画書 

〇臨床研究に係る利益相反自己申告書 

○代表機関での計画書および倫理審査結果通

知の写 

○遺伝子解析研究同意説明文書（様式第１）（代

表機関の様式でも可） 

③  

既に許可されたヒトゲノム・遺伝子解析研

究計画を変更しようとする場合 

（※ヒトゲノム研究規則第１１条第１項） 

〇ヒトゲノム・遺伝子解析研究計画変更申請書

（規則様式第４） 

〇ヒトゲノム・遺伝子解析研究審査結果通知書

（規則様式第２）の写（※直近のもの） 

〇臨床研究に係る利益相反自己申告書 

（新規、または利益相反の要件が変更されたも

の） 

〇ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査申請書

（規則様式第１）、または遺伝子解析研究同

意説明文書（様式第１）で変更箇所に下線を

引いたもの 

④  

ヒトゲノム・遺伝子解析研究を中止または

終了した場合 

（※ヒトゲノム研究規則第１１条第５項） 

〇ヒトゲノム・遺伝子解析研究（中止・終了） 

報告書（規則様式第５） 

〇ヒトゲノム・遺伝子解析研究審査結果通知書

（規則様式第２）の写（※直近のもの）、ま

たはヒトゲノム・遺伝子解析研究計画（変

更・中止）通知書（規則様式第６）の写 
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２．上記①、②、③について、生命倫理学分野の教授または准教授が、委員会での審査が必要

と決定した場合、委員会へ諮問される。（※ヒトゲノム研究規則第８条第２項） 

 

Ⅱ 審査の手順 

委員長は、申請について「通常審査」あるいは「迅速審査」の審査手続区分を行う。 

１．通常審査（※委員会規則第６条及び第７条） 

１）提出のあった申請書に基づき、委員会において審査を行い、疑問点や修正等を要する点を抽

出する。 

２）委員会は、必要があるときは、研究責任者または研究担当者（責任者代理）に出席を求め、

研究内容、研究の必要性等並びに審査を要する倫理的側面について説明を求めることがあ

る。 

３）委員会は、研究責任者または研究担当者に、疑問点や修正等を要する点があれば質問し、

研究計画、研究対象者への説明文書や同意書等の修正を求めることがある。 

４）研究責任者または研究担当者退室後に申請書について、委員間で審議する。 

５）申請について「承認」、「不承認」、「審査対象外」、「その他」（再審査を含む）の決

定を行う。 

６）軽微な申請書修正で研究計画が「承認」可能と委員会で判断される場合、修正された申請

書の再提出を求め、委員長決済もしくは迅速審査をもって許可することがある。 

７）審査結果（委員会様式第２）を研究部長に報告する。 

２．迅速審査…書面等により審査する場合（※委員会規則第８条） 

１）迅速審査可能な場合、委員長が指名する２名以上の委員により実施する 

２）申請書について、委員間で結果（委員会様式第１）を協議し、審査結果を決定する 

３）委員会は、委員からの求めにより委員会を開催し再審査を行うことがある。 

４）迅速審査案件並びに審査結果（委員会様式第２）を研究部長に報告する。 

 

Ⅲ 審査結果の報告について 

※結果…「承認」、「不承認」、「審査対象外」、「その他」 

１）委員長から研究部長に審査結果（委員会様式第２）を報告する。（※委員会規則第９条） 

２）研究部長から研究責任者へ審査結果（規則様式第２）を通知する。（※ヒトゲノム研究規

則第８条第３項） 

３）審査結果が「不承認」となり、「不許可」が通知される場合には、その理由も提示する。

（※ヒトゲノム研究規則第８条第４項） 

 

Ⅳ 審査結果の不服申し立てについて（※ヒトゲノム研究規則第８条第５項） 
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１）研究責任者及び試料提供者等は、審査結果に疑義があるときは、研究部長に説明を求める

ことができる。（連絡先：生命科学系事務課 医学事務チーム 研究支援担当 （内５６５７）） 

２）研究部長は、「研究倫理委員会連絡会議」に意見を求め、その意見を尊重するものとする。 

 

Ⅴ 実施状況の報告義務（※ヒトゲノム研究規則第９条第１項、第２項） 

１．研究責任者は、ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施状況について、研究の実施を許可され

た日から１年ごとに「ヒトゲノム・遺伝子解析研究実施状況報告書（規則様式第３）」を研

究部長に提出しなければならない。（提出先：生命科学系事務課 医学事務チーム 研究支援

担当 （内５６５７）） 

※許可日＝「ヒトゲノム・遺伝子解析研究審査結果通知書」の右上の日付 

２．研究部長が研究等について必要があると判断した場合、研究責任者は「ヒトゲノム・遺伝

子解析研究実施状況報告書（規則様式第３）」を提出しなければならない。 

※この場合、研究部長から研究責任者へ報告書提出を通知する。 

 

Ⅵ 外部の有識者による実地検査等（※ヒトゲノム研究規則第１０条） 

１．研究部長は、許可した研究が、研究計画書に基づき、適正に実施されているか調査するた

め、必要がある場合は、研究組織以外の有識者による実地調査を１年に１回行うものとする。 

２．実地調査を行う有識者は、インフォームド・コンセントの手続の実施状況、個人情報の管

理状況等について重点的に調査するものとする。 

３．研究部長は、研究責任者及び研究担当者を、実地調査へ協力させるものとする。 

４．実地調査を行った者は、前項の調査を終了後、ヒトゲノム・遺伝子解析研究実地調査報告

書(様式第２)を研究部長に提出するものとする。 

５．研究部長は、前項の報告書を委員会に報告するものとする。 

６．実地調査を行った有識者は、実地調査の中で知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはな

らない。その職を辞した後も、同様とする。 

 

Ⅶ 研究の変更・中止・終了（※ヒトゲノム研究規則第１１条） 

１． ヒトゲノム・遺伝子解析研究計画を変更しようとする場合 

１）研究責任者は、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究計画変更申請書（規則様式第４）」を研究

部長に提出しなければならない。 

  （提出先：生命科学系事務課 医学事務チーム 研究支援担当 （内５６５７）） 

２）委員会は、提出のあった変更申請書に基づき審査を行う。 

２．ヒトゲノム・遺伝子解析研究を中止又は終了した場合 

研究責任者は、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究（中止・終了）報告書（規則様式第５）」を

研究部長に提出しなければならない。 
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（提出先：生命科学系事務課 医学事務チーム 研究支援担当 （内５６５７）） 

 

Ⅷ インフォームド・コンセントについて 

１．研究責任者（生命科学研究部等以外から試料・情報の提供を受けて研究を実施する者及び

試料・情報の収集・分譲を実施する者を除く。以下Ⅷにおいて同じ。）は、試料・情報の提

供の依頼を受ける人を、不合理、不当又は不公平な方法で選んではならない。 

  また、試料・情報の提供の依頼を受ける人が、疾病や薬剤反応性異常を有する場合及びそ

れらの可能性のある場合には、その者が病名又はそれに相当する状態像等の告知を受けてい

なければならない。 

２．研究責任者は、提供者に対して、事前に、その研究の意義、目的、方法、予測される結果、

提供者が被るおそれのある不利益、遺伝情報の開示の方針、試料・情報の保存及び使用方法、

将来的に他のヒトゲノム・遺伝子解析研究に利用される可能性及びその場合の手続等につい

て十分な説明を行った上で、自由意思に基づく文書による同意（インフォームド・コンセン

ト）を受けて、試料・情報の提供を受けなければならない。 

  ただし、人の生命又は身体の保護のために、緊急に個人情報又は試料・情報の提供を受け

る必要がある場合は、インフォームド・コンセントを受けることを要しない。 

３．研究責任者は、インフォームド・コンセントを受ける際には、偽りその他不正な手段を用

いてはならない。 

  また、試料・情報の提供を受ける際には、提供者に不安を覚えさせることがないよう配慮

しなければならない。 

４．研究責任者は、インフォームド・コンセントを受けるに当たっては、試料等の利用目的を

提供者若しくは代諾者等（代諾者および遺族をいう。以下同じ）に通知し、又は公表するこ

とにより提供者又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害してはならない。 

５．研究責任者は、インフォームド・コンセントを受けるのに必要な業務を自ら実施すること

ができない場合、試料・情報の提供が行われる機関の研究者等のうち、研究の内容及び意義

等について十分に理解している者に、研究責任者の指導・監督の下、当該業務の全部又は一

部を行わせることができる。 

６．研究責任者は、当該機関に属する研究者等以外の者（以下「履行補助者」という。）との

間で、業務の範囲と責任を明らかにする契約を締結することにより、当該履行補助者にイン

フォームド・コンセントを受けるのに必要な説明を行わせ、その他インフォームド・コンセ

ントを受けるのに必要な業務の一部を行わせることができる。 

この場合、研究責任者は、研究計画書にその旨を記載するとともに、必要に応じ当該履行補

助者の研修の機会を確保しなければならない。 

７．研究責任者は、熊本大学以外の者にインフォームド・コンセントを受けることを行わせる

際には、履行補助者を置くこと及び必要に応じて研修方法等について研究計画書に記載し、

当該研究計画書は試料・情報の提供が行われる機関の倫理審査委員会により承認され、試料・

情報の提供が行われる機関の長の許可を受けるものとする。 
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８．前項の履行補助者に試料・情報の提供者又は代諾者等から同意を受けることを含めて行わ

せる場合、当該履行補助者は、法令又は契約において業務上知り得た秘密の漏えいを禁じら

れている者でなければならない。 

９．研究責任者は、提供者からインフォームド・コンセントを受けることが困難な場合には、

研究の重要性、提供者から試料・情報の提供を受けなければ研究が成り立たない理由及び代

諾者等を選定する考え方を研究計画書に記載し、その実施しようとしている研究の重要性が

高く、かつ、その人からの試料・情報の提供を受けなければ研究が成り立たないと委員会が

判断し、当該研究計画書を承認し、研究部長が許可したときに限り、提供者の代諾者等から

インフォームド・コンセントを受けることができる 

 

 

 【提供者からインフォームド・コンセントを受けることが困難な場合】 

１）提供者が認知症等により有効なインフォームド・コンセントを与えることができない

と客観的に判断される場合 

２）提供者が未成年者の場合。 

ただし、この場合においても、研究責任者は、提供者に分かりやすい言葉で十分な説

明を行い、理解が得られるよう努めること（いわゆるインフォームド・アセント）とす

る。また、提供者が 16歳以上の場合には、代諾者とともに、提供者からのインフォーム

ド・コンセントも受けることとする。 

３）提供者が死者であって、その生前における明示的な意思に反していない場合 

 

１０．研究責任者は、代諾者について、一般的には、以下に定める人の中から、提供者の家族

構成や置かれている状況等を勘案し、提供者の推測される意思や利益を代弁できると考えら

れる人が選定されることを基本として、研究計画書に代諾者を選定する考え方を記載する必

要がある。 

１）任意後見人、親権者、後見人や保佐人が定まっているときはその人 

２）提供者の配偶者、成人の子、父母、成人の兄弟姉妹若しくは孫、祖父母、同居の親族又は

それらの近親者に準ずると考えられる人 

１１．研究責任者は、遺族について、一般的には、死亡した提供者の配偶者、成人の子、父母、

成人の兄弟姉妹若しくは孫、祖父母、同居の親族又はそれらの近親者に準ずると考えられる

人の中から、死亡した提供者の家族構成や置かれていた状況、慣習等を勘案し、提供者の生

前の推測される意思を代弁できると考えられる人が選定されることを基本として、研究計画

書に遺族を選定する考え方を記載する必要がある。  

１２．提供者又は代諾者等は、インフォームド・コンセントを、いつでも不利益を受けること

なく文書により撤回することができる。 

１３．研究責任者は、提供者又は代諾者等からインフォームド・コンセントの撤回があった場

合には、原則として、当該提供者に係る試料・情報を匿名化して廃棄し、その旨を提供者又
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は代諾者等に文書により通知しなければならない。また、提供者又は代諾者等が廃棄以外の

処置を希望する場合には、特段の理由がない限り、これに応じなければならない。 

ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合は、試料・情報を廃棄しないことができる。 

ア 当該試料・情報が匿名化されている情報の場合 

イ 廃棄しないことにより個人情報が明らかになるおそれが極めて小さく、かつ廃棄作業が極

めて過大である等の事情により廃棄しないことが委員会において承認され、研究部長に許可

された場合 

１４．研究責任者は、前項に基づき廃棄すべき試料・情報の範囲等について判断することが困

難な場合には、研究を行う機関の長に報告しなければならない。 

この場合、研究を行う機関の長は、特に下記の事項についての考慮を含む廃棄すべき試料・

情報の範囲等について倫理審査委員会の意見を求め、その結果を踏まえ、廃棄すべき試料・情

報の範囲についての決定をすることとする。 

１）提供者及び代諾者等に及ぼす影響 

２）インフォームド・コンセントに際してのインフォームド・コンセントの撤回に関する説明

内容 

３）研究業務の適正な実施に及ぼす影響 

１５．試料・情報の提供が行われる機関の研究責任者は、提供者又は代諾者等からのインフォ

ームド・コンセントを受ける場合は、提供者又は代諾者等に対し、十分な理解が得られるよ

う、必要な事項を記載した文書を交付して説明を行わなければならない。 

１６．研究責任者は、ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施前に、ヒトゲノム・遺伝子解析研究

又は関連する医学研究に使用することを想定して、提供者又は代諾者等からインフォーム

ド・コンセントを受ける場合には、その時点において予想される具体的研究目的を明らかに

するとともに、個人情報が、匿名化の可能性を含めて、どのように管理され、かつ、保護さ

れるかを説明し、理解を得なければならない。 

１７．研究部長は、提供者又は代諾者等から得たインフォームド・コンセントの同意書につい

て、研究責任者や個人情報管理者等、厳格な管理が可能な者に管理を行わせなければならな

い。 

 

Ⅸ 遺伝情報の開示について（※ヒトゲノム研究規則第１２条） 

１．研究責任者は、個々の提供者の遺伝情報が明らかとなるヒトゲノム・遺伝子解析研究に関

して、提供者がゲノム・遺伝子解析研究結果の開示希望書（様式第３）により、自らの遺伝

情報の開示を希望している場合には、原則として開示しなければならない。遺伝情報の開示

の方法は、書面の交付又は開示の求めを行った者が同意した方法によることとする。 

ただし、遺伝情報を提供することにより、提供者若しくは第三者の生命、身体、財産その他

の権利利益を害するおそれ又は当該研究を行う機関の研究業務の適正な実施に著しい支障を

及ぼすおそれがあり、かつ、開示しないことについて提供者のインフォームド・コンセントを

受けている場合には、その全部又は一部を開示しないことができる。 
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【遺伝情報の全部又は一部を開示しないことができる提供者若しくは第三者の生命、身体、財

産その他の権利利益を害するおそれ又は当該研究を行う機関の研究業務の適正な実施に著

しい支障を及ぼすおそれの具体的事例】 

１）該遺伝情報がその人の健康状態等を評価するための情報としての精度や確実性が十分で

なく、開示することにより提供者や血縁者に精神的負担を与えたり誤解を招くおそれがあ

る場合 

２）当該研究を行う機関において、情報としての精度や確実性が十分でないものも含めて遺

伝情報の全てを開示することにより、研究の実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

 

２．研究責任者は、前項ただし書きにおいて、提供者に開示しない場合には、その旨を、当該

提供者に書面にて通知し、遺伝情報を開示しない理由を説明しなければならない。 

  なお、研究責任者は、開示しない理由を知らせることにより、提供者の精神的負担になり

得る場合等、説明を行うことが必ずしも適当でないことがあり得ることから、事由に応じて

慎重に検討の上、対応することとする。 

３．研究責任者は、提供者から自らの遺伝情報の開示の求めがあった場合において、遺伝情報

の全部又は一部を開示した場合にはその旨、遺伝情報を開示しない場合にはその旨及びその

理由を研究部長に報告しなければならない。 

４．研究責任者は、未成年者の提供者が、自らの遺伝情報の開示を希望している場合には、開

示した場合の精神的な影響等を十分考慮した上で当該未成年者に開示することができる。た

だし、未成年者が 16歳未満の場合には、その代諾者の意向を確認し、これを尊重しなければ

ならない。 

また、研究責任者は、未成年者の遺伝情報を開示することによって、提供者が自らを傷つけ

たり、提供者に対する差別、養育拒否、治療への悪影響が心配される場合には、研究部長に報

告しなければならない。研究部長は、開示の前に、必要に応じ委員会の意見や未成年者とその

代諾者との話合いを求めた上、開示の可否並びにその内容及び方法についての決定をすること

とする。 

５．研究責任者は、実施しようとするヒトゲノム・遺伝子解析研究及び当該研究により得られ

る遺伝情報の特性を踏まえ、当該研究によって得られる遺伝情報の提供者への開示に関する

方針を定め、提供者又は代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける際には、その方

針を説明し、理解を得なければならない。方針の決定に際しては、以下の事項に配慮しなけ

ればならない。 

ア 当該遺伝情報が提供者の健康状態等を評価するための情報としての精度や確実性を有して

いるかどうか 

イ 当該遺伝情報が提供者の健康等にとって重要な事実を示すものであるかどうか 

ウ 当該遺伝情報の開示が研究業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがないかどうか 

６．研究責任者は、ヒトゲノム・遺伝子解析研究の過程において当初は想定していなかった提

供者及び血縁者の生命に重大な影響を与える偶発的所見（incidental findings）が発見された場
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合における遺伝情報の開示に関する方針についても検討を行い、提供者又は代諾者等からイ

ンフォームド・コンセントを受ける際には、その方針を説明し、理解を得るように努めるこ

ととする。 

７．研究責任者は、遺伝情報を開示する場合には、当該遺伝情報が提供者の健康状態等を評価

するための情報としての精度や確実性を有しているか等についても可能な範囲で説明に努め

ることとし、提供者や血縁者の誤解を招くことがないように努めることとする。 

８．研究責任者は、個々の提供者の遺伝情報が明らかとなるヒトゲノム・遺伝子解析研究に関

して、提供者が自らの遺伝情報の開示を希望していない場合には、開示してはならない。 

９．研究責任者は、提供者が自らの遺伝情報の開示を希望していない場合であっても、その遺

伝情報が提供者及び血縁者の生命に重大な影響を与えることが判明し、かつ、有効な対処方

法があるときは、研究を行う機関の長に報告することとする。 

１０．研究部長は、特に下記の事項についての考慮を含む開示の可否並びにその内容及び方法

についての委員会の意見を求め、それに基づき、研究責任者、提供者の診療を担当する医師

及びその医師が所属する医療機関の長と協議することとする。その結果を踏まえ、研究責任

者は提供者に対し、十分な説明を行った上で、当該提供者の意向を確認し、なお開示を希望

しない場合には、開示してはならないこととする。 

１）提供者及び血縁者の生命に及ぼす影響 

２）有効な治療法の有無と提供者の健康状態 

３）血縁者が同一の疾患等に罹患している可能性 

４）インフォームド・コンセントに際しての研究結果の開示に関する説明内容 

１１．研究責任者は、提供者の同意がない場合には、提供者の遺伝情報を、提供者以外の人に

対し、原則として開示してはならない。 

１２．研究責任者は、代諾者（１４．の者を除く。）が提供者の遺伝情報の開示を希望する場

合には、その代諾者が開示を求める理由又は必要性を委員会に示した上、当該委員会の意見

に基づき研究部長が対応を決定しなければならない。この決定に当たっては、次に掲げる要

件のいずれかを満たしていることを確認することとする。 

１）人の生命、身体又は財産保護のために必要である場合であって、提供者の同意を得ること

が困難であること 

２）公衆衛生の向上に特に必要である場合であって、提供者の同意を得ることが困難であるこ

と 

１３．研究責任者は、遺族（血縁者）が提供者の遺伝情報の開示を希望する場合には、その遺

族（血縁者）が開示を求める理由又は必要性を委員会に示した上、当該委員会の意見に基づ

き研究部長が対応を決定することとする。 

１４．研究責任者は、提供者が未成年者の場合に、その未成年者の代諾者から当該未成年者の

遺伝情報の開示の求めがあった場合には、当該代諾者にこれを開示することができる。ただ

し、未成年者が 16歳以上の場合には、その意向を確認し、これを尊重しなければならない。

また、研究責任者は、未成年者の遺伝情報を開示することによって、提供者に対する差別、

養育拒否、治療への悪影響が心配される場合には、研究部長に報告しなければならない。研
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究部長は、開示の前に、必要に応じ、開示の可否並びにその内容及び方法についての委員会

の意見や未成年者とその代諾者との話合いを求めることとする。 

１５．研究責任者は、提供者が自らの遺伝情報の血縁者への開示を希望していない場合であっ

ても、次に掲げる要件の全てを満たす場合には、提供者の血縁者に、提供者の遺伝情報から

導かれる遺伝的素因を持つ疾患や薬剤応答性に関する情報を伝えることができる。 

 

１）提供者の遺伝情報が、提供者の血縁者の生命に重大な影響を与える可能性が高いことが

判明し、かつ、有効な対処方法があること 

２）研究責任者から１）の報告を受けた研究部長が、特に下記の事項についての考慮を含む

開示の可否並びにその内容及び方法についての委員会の意見を求め、それに基づき、研究

責任者と協議し、必要な情報を血縁者に提供すべきとの結論となること 

ａ 血縁者が同一の疾患等に罹患している可能性 

ｂ 血縁者の生命に及ぼす影響 

ｃ 有効な治療法の有無と血縁者の健康状態 

ｄ インフォームド・コンセントに際しての研究結果の開示に関する説明内容 

３）２）の結論を踏まえ、研究責任者は改めて提供者の理解を求め、血縁者に対する必要な

情報の提供につき承諾を得られるよう努めること 

４）提供者の血縁者に対し、十分な説明を行った上で、情報提供を希望する意向を確認する

こと 

 

１６．研究責任者は、単一遺伝子疾患等（関連遺伝子が明確な多因子疾患を含む。）に関する

遺伝情報を開示しようとする場合には、医学的又は精神的な影響等を十分考慮し、診療を担

当する医師との緊密な連携の下に開示するほか、必要に応じ、遺伝カウンセリングの機会を

提供しなければならない。 

 

Ⅹ 遺伝カウンセリングについて 

１．ヒトゲノム・遺伝子解析研究における遺伝カウンセリングは、対話を通じて、提供者及び

その家族又は血縁者に正確な情報を提供し、疑問に適切に答え、その者の遺伝性疾患等に関

する理解を深め、ヒトゲノム・遺伝子解析研究や遺伝性疾患等をめぐる不安又は悩みに応え

ることによって、今後の生活に向けて自らの意思で選択し、行動できるよう支援し、又は援

助することを目的とする。 

２．遺伝カウンセリングは、遺伝医学に関する十分な知識を有し、遺伝カウンセリングに習熟

した医師、医療従事者等が協力して実施しなければならない。 

３．研究部長は、提供者から試料・情報の提供を受ける場合には、必要に応じ、適切な遺伝カ

ウンセリング体制の整備又は遺伝カウンセリングについての説明及びその適切な施設の紹介

等により、提供者及びその家族又は血縁者が遺伝カウンセリングを受けられるよう配慮しな

ければならない。特に提供者が単一遺伝子疾患等（関連遺伝子が明確な多因子疾患を含む。）
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である場合、試料・情報の提供が行われる機関の研究責任者は、インフォームド・コンセン

トを受ける際に、遺伝カウンセリングの利用に関する情報を含めて説明を行うとともに、必

要に応じて遺伝カウンセリングの機会を提供しなければならない。 

 

Ⅺ 生命科学研究部等の既存試料・情報の利用について 
（※ヒトゲノム研究規則第１６条） 

研究責任者は、自らの機関において保存している既存試料・情報をヒトゲノム・遺伝子解析

研究に利用する場合（試料・情報を収集・分譲する場合を除く。）には、提供者又は代諾者等

から既存試料・情報の利用に係る同意を受け、及び当該同意に関する記録を作成することを原

則とする。ただし、当該同意を受けることができない場合には、次のいずれかに該当すること

について委員会の承認を得て、研究部長の許可を受けたときに限り、当該既存試料・情報を利

用することができる。 

ア 当該既存試料・情報が匿名化されている情報（特定の個人を識別することができないも

のに限る）であること。 

イ 当該既存試料・情報がアに該当しない場合において、当該既存試料・情報が匿名化されて

いる情報であり対応表を有していないときは、当該ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施につ

いて既存試料・情報の利用目的を含む情報を提供者等に通知し、又は公開していること。 

ウ 当該既存試料・情報がア及びイに該当しない場合において、既存試料・情報の提供時に当

該ヒトゲノム・遺伝子解析研究における利用が明示されていない研究についての同意のみが

与えられているときは、次に掲げる要件を満たしていること。 

（ア）当該ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施について既存試料・情報の利用目的を含む情

報を提供者等に通知し、又は公開していること。 

（イ）その同意が当該ヒトゲノム・遺伝子解析研究の目的と相当の関連性があると合理的に

認められること。 

エ 当該既存試料・情報がアからウまでに該当しない場合において、次に掲げる要件の全てを

満たしていること又は法令に基づいていること。 

（ア）当該ヒトゲノム・遺伝子解析研究により提供者等に危険や不利益が及ぶおそれが極め

て少ないこと。 

（イ）当該既存試料・情報を用いたヒトゲノム・遺伝子解析研究が公衆衛生の向上のために

必要がある場合であること。 

（ウ）他の方法では、事実上、当該ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施が不可能であること。 

（エ）当該ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施状況について情報の公開を図り、併せて提供

者又は代諾者等に問合せ及び試料・情報の研究への利用の拒否をする機会を保障するため

の措置が講じられていること。 

（オ）提供者又は代諾者等の同意を得ることが困難であること。 

 

Ⅻ 外部の機関の既存試料・情報の利用について 
（※ヒトゲノム研究規則第１７条） 
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１．研究責任者は、外部の機関から既存試料・情報の提供を受けて研究を実施しようとする場

合（試料・情報を収集・分譲する場合を除く。）は、提供を受ける既存試料・情報の内容及

び提供を受ける必要性を研究計画書に記載して委員会の承認を得て、研究部長の許可を受け

なければならない。 

２．既存試料・情報の提供を行う者は、他の研究を行う機関にヒトゲノム・遺伝子解析研究に

用いるために既存試料・情報を提供する場合には、提供時までに提供者又は代諾者等から試

料・情報の提供及び当該研究における利用に係る同意を受け、並びに当該同意に関する記録

を作成することを原則とする。ただし、当該同意を受けることができない場合には、次のい

ずれかに該当するときに限り、既存試料・情報を他の研究を行う機関に提供することができ

る。 

ア 当該既存試料・情報が匿名化されている情報（特定の個人を識別することができないも

のに限る）であること。 

イ 当該既存試料・情報がアに該当しない場合において、当該既存試料・情報が匿名化されて

いる情報であり対応表を提供しないときは、当該ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施及び提

供について既存試料・情報の利用目的を含む情報を提供者等に通知し、又は公開しているこ

とについて倫理審査委員会の承認を得て、所属機関の長の許可を受けていること。 

 

ⅩⅢ 有害事象等への対応について（※ヒトゲノム研究規則第９条第２項、第１１条） 

１）研究責任者は、個人情報の予期せぬ漏えい等、提供者等の人権の保障の観点あるいは倫理

面において重大な懸念が生じた場合など、有害事象等が発生した場合又は発生する可能性が

高いと判断される場合は、直ちに研究部長に「ヒトゲノム・遺伝子解析研究実施状況報告書

（規則様式第３）」により報告しなければならない。 

（提出先：生命科学系事務課 医学事務チーム 研究支援担当 （内５６５７）） 

２）研究部長は、研究責任者から有害事象等に関する報告を受けた場合、又は「ヒトゲノム・

遺伝子解析研究実地調査報告書（様式第２）」等により有害事象等の発生の可能性が指摘さ

れた場合、委員会へ意見を求め、その結果を尊重し、研究計画の再審査や研究継続の可否等

を決定する。 

３）研究部長から研究責任者へ研究継続の可否等の決定事項を通知する 

４）以下、研究責任者は、下記「Ⅸ 研究の変更又は中止命令」の手順に従うこと 

 

ＸⅣ 研究の変更又は中止命令（※ヒトゲノム研究規則第１１条） 

１）研究部長からの諮問により委員会が研究計画の変更又は中止の意見を述べた場合、研究部

長から研究責任者へ研究等の変更又は中止を命ずる旨通知する（規則様式第６）。この場合、

命令に応じて、研究責任者は、以下の書類を研究部長へ提出すること。 

（提出先：生命科学系事務課 医学事務チーム 研究支援担当 （内５６５７）） 
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 研究部長からの命令 提出する書類 

① 変  更 ヒトゲノム・遺伝子解析研究計画変更申請書（規則様式第４） 

② 中  止 
ヒトゲノム・遺伝子解析研究（中止・終了）報告書（規則様式第

５） 

 

２）研究計画の変更が報告（申請）された場合、委員会は審査を行い、結果を研究部長に報告

する。 

 

ⅩⅤ 海外との共同研究について（※ヒトゲノム研究規則第６条第１１号、第１２号） 

１．研究責任者は、海外の研究機関と共同研究を実施する際は、共同研究を行う相手国におい

ても試料・情報の提供及びヒトゲノム・遺伝子解析研究に際して人間の尊厳及び人権が尊重

されていることについて十分留意して行わなければならない。 

２．研究責任者が海外の研究機関と共同研究を実施する際は、共同研究を行う相手国で定める

法令及び指針等を遵守しつつ、原則としてヒトゲノム指針に従って研究を行うものとする。 

  ただし、次に掲げる場合には、相手国における試料・情報の提供及び試料・情報の取扱い

について、相手国の定める法令、指針等の基準に従って行うことができる。 

ア ヒトゲノム指

針が相手国にお

ける基準より厳

格な場合であっ

て、かつ、右記に

掲げる要件の全

てを満たす場合 

（ア）相手国においてヒトゲノム指針の適用が困難であること 

（イ）次の事項が適切に措置されることについて、委員会の承認を受け、

研究部長が適当と判断していること 

（１）インフォームド・コンセントを得られること 

（２）提供者の個人情報の保護について適切な措置が講じられること 

（３）研究計画の科学的・倫理的妥当性について、相手国により承認

されること、又は相手国が定める法令、指針等に基づいて相手国

の機関内の倫理審査委員会もしくはこれに準ずる組織により承

認され、相手国の研究を行う機関の長により許可されること 

イ 相手国における基準がヒトゲノム指針よりも厳格な場合 

   ※ この場合、相手国における基準に合わせて研究を実施しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

【委員会事務担当 】 
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生命科学系事務課 医学事務チーム 研究支援担当 

（電話番号）０９６（３７３）５６５７（内線：５６５７） 

（ E-mail ）ski-shien@jimu.kumamoto-u.ac.jp 
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