
【緊急講習会】 
新医学系指針と研究責任者の対応 

 個人情報法改正に伴う「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の改正（新医
学系指針）により、過去に研究倫理審査を受け、現在も実施中のすべての研究が5月30
日までにこれに対応する必要があります。 
 研究責任者がするべき対応について説明します。 
 
 本講習会は3月13日の全体メール「(all-clin: 24413, 24415) (重要)研究倫理指針
の改定に伴う研究計画書等の修正のお願い」における、研究責任者がとるべき対応につ
いての説明会です。 

日時：3月22日（水）17時30分～ 
           30分程度 
場所：臨床第3講義室 
講師：臨床研究開発センター 田丸 智巳 
              西川 政勝 

対象：すべての研究責任者、各科の臨床研究担当者 



（参考）研究主体毎に適用される法律等について 

 個人情報保護法 民間事業者                     
（私立大学・学会、私立病院、民間企業等）※ 

 行政機関個人情報保護法  国の行政機関、国立研究所 等 

 独立行政法人等個人情報保護法  独立行政法人、国立大学 等 

 個人情報保護条例 地方公共団体、公立大学、公立研究機関、   
公立医療機関 等 

※私立大学、研究所、1つの主体とみなすことができる共同研究、学会等の学術研究を目
的とする機関・団体及びそれらに属する者が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合は、
個人情報保護法の適用除外（個情法76条）。 

○研究主体毎に適用される法律等が異なる。なお、指針ではすべての研究者が 
遵守すべき統一的なルールを定めているため、指針の遵守は必須である。 
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個人情報保護法の改正のポイント 個人情報保護法の改正のポイント 

Ⅱ．適切な規律の下で 個
人情報等の有用性を 確
保 

Ⅱ．適切な規律の下で 
個人情報等の有用性を 
確保 

 
 ・匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備 
 

Ⅲ．個人情報の保護を 強
化（名簿屋対策） 

Ⅲ．個人情報の保護を 
強化（名簿屋対策） 

・トレーサビリティの確保（第三者提供に係る確認及び記録の作成義務） 
・不正な利益を図る目的による個人情報データベース提供罪の新設 
 

Ⅰ．個人情報の定義の 明
確化 

Ⅰ．個人情報の定義の 
明確化 

Ⅳ．個人情報保護委員会 
の新設及びその権限 

Ⅳ．個人情報保護委員会 
の新設及びその権限 

・個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元化 
・個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備 
 

Ⅴ．個人情報の取扱いの 
グローバル化 

Ⅴ．個人情報の取扱いの 
グローバル化 

・国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定の整備 
・外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備 
 

・個人情報の定義の明確化（身体的特徴等が該当） 
・個人識別符号（生体情報をデジタルデータに変換したもの等）の追加 
・要配慮個人情報（個人情報に病歴等が含まれるもの等）に関する規定の 
 整備 

 ・本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格化 
 ・利用目的の変更制限を緩和する規定の整備 
 ・取り扱う個人情報が5,000人以下の小規模取扱事業者への対応 

 
Ⅵ．その他改正事項 Ⅵ．その他改正事項 

個人情報保護法の改正概要 
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改正指針の公布・施行に係るスケジュール 

施
行 

H27.9 

個
情
法
公
布 

個
情
法
政
令
・
規
則 

公
布 個

人
情
報
保
護
法
等 

施
行 

３
省
合
同
会
議
に
て
指
針
見 

直
し
の
検
討
開
始 

行
個
法
等
公
布 

H28.5 

H29.5.30 

個
情
法
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン 

公
布 

H28.10 H28.11.30 

改
正
指
針
公
布
（
一
部
公
布
と
同
日 

施
行
） 

4 

H29.5.30 

H28.4 H28.9～10 H29.2.28 

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト 

H29.11.30 

経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
規
定 

の
対
応
期
限 

指針見直し・改正指針策定 個情法等への対応 改正指針への適用 
を６ヶ月間猶予し 
た規定への対応 

法令・ガイドライン等策定 周知期間 

医
学
系
研
究
倫
理
指
針 



① 5月30日までに行わなければならないこと 

￮3月22日 緊急講習会 （第3講義室） 現在研究実施中の研究計画書及び説明同意文書の修正 

 

￮5月 8日 新医学系研究倫理指針講習会(研究者(医師、コメディカル)、倫理審査委員会、事務担当者) 

￮5月12日 新医学系研究倫理指針講習会(研究者(医師、コメディカル)、倫理審査委員会、事務担当者) 

② 11月30日（猶予期間）までに行わなければならないこと 

●過去に倫理審査を受け現在実施中の臨床研究について、研究責任者にガイダンス（附則）を参考にチェッ 
 クリストを用いてチェックし、必要があれば研究計画書および説明同意文書の修正→倫理委員会審査審議 
（迅速審査）・承認が必要 
●過去に倫理審査は受けたが、研究計画書のない研究→研究計画書（同意文書）の作成→倫理審査委員会審 
 議・承認が必要 
 ￮研究支援係でも、実施中の研究について、倫理審査委員会審議資料、研究計画書および説明同意文書の 
 点検が必要 

●6月1日からの倫理審査等に必要な書類、規程の整備 
  ◉研究計画書作成要領、説明同意文書作成要領などの修正→臨床研究開発センター 
  ◉倫理審査申請書及び倫理審査規程等の見直し→研究支援係   
 
●大学病院の臨床研究に関する情報公開とオプトアウトに関する検証 

●過去に倫理審査は受けたが、研究計画書のない研究→研究計画書（同意文書）の作成→倫理審査委員会 
 審議・承認が必要 

新医系研究倫理指針で行わなければならないこと 
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○ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（2013年4月告示、2017年2月28日改正） 
 及びガイダンス（2017年3月中） 
 
 

￮ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(2017年2月28日改正) 

 

 

 

 

○多機関共同研究における倫理審査集約化に関するガイドライン（2017年春予定） 

○利益相反ガイドライン（全国医学部長会議 2017年改正予定） 

 

○臨床研究の適正な実施の確保等に関する法律（臨床研究法案）2017年成立予定、2018年施行 
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倫理指針及び法律 
①人を対象とした医学系研究に関する倫理指針(2014年12月22日) 

 （*）個情法の改正（5月30日施行）に伴い、医学系倫理指針が改正（2017年2月28日告示、 

     5月30日施行） 

②ガイダンス(2017年3月8日) 
 本編、附則編、研究者向けチェックリスト、他の研究機関への試料・情報の提供に 
 関する記録（様式） Q and A 

参考 → 医学研究に関する指針一覧： （厚労省HP 研究に関する指針について） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html 

3月13日付メール all @clin.medic., all@nurse.medic., all@doc.medic. で連絡   

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html%EF%BC%88%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81


【緊急講習会】 
新医学系指針と研究責任者の対応 

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」 

三重大学医学部附属病院 臨床研究開発センター 
 

    田丸智巳, 西川政勝 

平成29年 3月22日（水）17:30～臨講第3    

   ここに記載された内容は、統合倫理指針およびガイダンスに沿って作成しましたが、 
   私どもの個人的な見解です。今後も内容は更新されます。 

三重大学医学部附属病院 
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指針の改正の経緯 

 個人情報の保護に関する法律等（個人情報保護法等）が改正 

平成29年2月28日、 
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（新医学系指針） 
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（新ゲノム指
針）が改正された 

 個人情報保護法等の施行日が5月30日 
→5月29日までに新指針に対応しなければならない 
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個人情報の保護に関する「法律」 
 
法律→違反すれば罰則規定がある！！ 

新指針に対応すれば、個人情報保護法等にも対応で
きているようになっている 
 
→5月30日までに対応しなければ法律違反になる可
能性がある！！ 

医学系指針で行われていた研究のうち、個人識別符号（ゲノ
ム）を含むものは要注意！！ 
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個人情報保護法等の改正に伴う研究倫理指針の見直しについて（概要） 

指針見直しの主なポイント 

見直し対象の研究倫理指針 
○人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 
【平成26年文科省・厚労省】 

○ ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 
【平成25年文科省・厚労省・経産省】 

○ 遺伝子治療等臨床研究に関する指針 
【平成27年厚労省】 

○ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫 
理指針【平成22年文科省・厚労省】 

２．インフォーム 
ド・コンセント等の 
手続の見直し 

・個情法等で個人情報の取扱いが一部厳格化 
（要配慮個人情報の取得には原則同意が必要 
等）されたことに伴い、インフォームド・コンセント等 
の手続を見直し。 

３．匿名加工情 
報等の取扱規定 
の追加 

・個情法等で匿名加工情報（特定の個人を識別 
することができないように個人情報を加工し、復元 
することができないようにしたもの）が規定されたこ 
とに伴う取扱規定の整備。（行個法・独個法で 
は「非識別加工情報」と呼ぶ） 

１．用語の定義の 
見直し 

・個情法等で新たな定義（個人識別符号（ゲノ 
ムデータ等） 、要配慮個人情報等（病歴等を 
含む個人情報））が追加されたことに伴う見直し。 

指針見直しの趣旨 

以下の法律が改正され、個人情報の定義の明確化、パーソナルデータの利活 
用ができる環境の整備等が図られたことに伴い、医学研究における個人情報の適 
切な取扱いを確保するため、必要な指針の見直しを行った。 

 
▸ 個人情報の保護に関する法律（H27.9改正） 
▸ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（H28.5改正） 
▸ 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（H28.5改正） 

個人情報 
保護条例 
＜対象＞ 

地方公共団体 等 

行政機関 
個人情報保護法 
＜対象＞ 

国の行政機関 等 

独立行政法人等 
個人情報保護法 
＜対象＞ 

独立行政法人 等 

個人情報保護法 
＜対象＞ 

民間事業者 等 

研究倫理指針 （各法律の趣旨を包含した統一的ルール） 個人情報保護法等と指針との関係 

研究主体ごとに適用される法律が異なる中、 
複数施設間での共同研究等において試料・情 
報のやり取りに支障が出ないよう、各法律の趣旨 
を包含した統一的なルールを整備。 

医学系研究に用いる情報の多くは「要配慮個人情報」に該当するた 
め、指針改正後は研究対象者から同意が必要になることで、診療記録 
等を研究に用いることができなくなるのではないかとの懸念があったが、個 
情法第76条の義務規定の適用除外※や各法律の例外規定に該当す 
る場合に、オプトアウト等による取得・利用・提供を可能とする手続きと 
した。（国立大学は「専ら学術研究」等の例外規定を利用可能） 

※個情法第76条は、これまで私立大学、学会等が適用除外であるされていたと 
ころ、「１つの主体とみなすことができる共同研究を行う機関・団体」も該当する 
こととなった。これは、個別具体的な判断となるものの、指針に定める一定の手 
続きを経て実施される研究活動は、実質や外形が１つの機関としてみなし得る 
場合が多いものと考えられ、そのような場合は、個情法第76条の適用除外に該 
当し得ると考えられる。 

○指針の公布：平成２９年２月28日※ 

○指針の施行：平成２９年５月３０日 今後の予定 

※遺伝子治療等臨床研究に関する指針を除く。 
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個人情報保護法等の改正に伴う指針改正のポイント 

 
２．インフォームド・コンセ 
ント等の手続の見直し 

・個情法等で個人情報等の取扱いが一部厳格化（要配慮個人情 
報の取扱い、外国にある第三者への提供、第三者提供時の記録 
作成等）されたこと等によるオプトアウト手続等の見直し。 

３．匿名加工情報・非識 
別加工情報の取扱規定 
の追加 

 
・個情法等で匿名加工情報や非識別加工情報が新たに設けられ、 
取扱いが規定されたことにより、指針上での取扱いについて追加。 

 
１．用語の定義の見直し 

４．改正指針施行前ま 
でに対応すべき事項及 
び経過措置 

・個情法等改正の影響を受ける部分は、改正指針施行日（個情法 
等の施行日と同日）までに準備し、適合する必要がある。 
・現行又はそれ以前の指針において対応を猶予してきた事項について 
は、施行と同時又は一定の猶予期間を設けて対応を求める。 

 
・個情法等で新たな定義（個人識別符号、要配慮個人情報等） 
が追加されたこと等による匿名化等の定義の見直し。 

個人情報保護法等の改正に伴う指針見直しの概要 
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ガイダンス（附則編） 

1.1. （前略）新医学系指針では、平成29 年５月29 
日までに着手された研究は全て新医学系指針の規定
に基づいて実施することを求めており、取扱いが異
なることに留意すること。（以下略） 

「連結不可能匿名化された情報を用いる研究」以外は、
以前の指針（臨床研究に関する倫理指針や疫学研究に
関する倫理指針）で行っていた研究も、5月30日以
降は新医学系指針下で行わなければならない。 
 →研究計画書等の改正が必要 
 
倫理指針以前の研究（特に研究計画書のない研究）に
関しても、新指針下では研究計画書等の作成が必須 
→間に合わない場合は「終了報告書」を提出 
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当院での対応 
研究責任者： 
4月30日までに「各研究毎」に「以下の3点セッ
ト」を研究支援係に提出 
・チェックリスト 
・（別紙様式第２）研究計画変更申請書 
・修正した研究計画書等の提出 
 
倫理委員会： 
倫理審査の必要なものを5月29日までに承認 
 
倫理委員会事務局： 
6月からの倫理委員会での申請用の書式の改正、倫
理委員会の規程・手順書の改正 7 



各研究機関における改正指針への対応（1/2） 

研究責任者による確認事項 研究計画書
の 変更の
程度 

倫理審査委員会
で の手続き 

① 利用目的等の通知又は公開を新たに実施 変更とみなさない 不要 
② 利用目的等の通知又は公開項目の一部追加・変更 変更とみなさない 不要 
③ 拒否機会の保障の追加 軽微な変更 迅速審査 
④ 同意（IC）取得を新たに実施 通常の変更 本審査 
⑤ 同意文書の記載内容の変更 変更とみなさない 不要 
⑥ 提供の記録の作成・確認・保管方法の変更 変更とみなさない 不要 
⑦ 研究計画書の用語（匿名化等）の修正 変更とみなさない 不要 
⑧ 対応表の管理方法の変更 変更とみなさない 不要 

（１）「研究責任者」が確認する事項について 
改正指針に照らして現在実施中の研究計画の変更が必要かどうかについてチェックリス 
トを用いて確認を行う。（チェックリストの基本的な項目は行政から示すが、各機関の事 
情を踏まえて修正・追加し確認を行うものとする） 

（２）「倫理審査委員会」における手続きについて 
（１）で特定された研究計画の変更が必要な研究については、研究計画の変更の程 
度に応じて、倫理審査委員会に付議することとする。 
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各研究機関における改正指針への対応（2/2） 

（３）「研究機関の長」の取組み 
研究機関の長は、研究計画の許可等の以下の対応を行うこと。 

項目 対応内容 

① 研究計画の許可 「研究責任者」の求めに応じて、研究計画の変更等にかかる倫理審
査委員会への付議と許可を迅速かつ適切に行う必要がある。 

 
② 

医学系指針の対象 
外の研究の有無の
点検 

各研究機関において、これに該当するような研究がないか点検する必
要があり、特に個人識別符号（ゲノムデータ、保険証番号等）を扱う
研究については重点的に点検するものとする。 

 
③ 

 
必要な規程の整備 

提供の記録の保管に関する規程や個人情報の取扱いに関する規程 
（改正個情法の義務規定を適用する場合の規程を含む）等の策
定・見直しを行う必要がある。 

 
④ 

 
教育 

改正指針について、研究者等、研究責任者、研究機関の長自らが教
育を受ける機会を確保する必要がある。（倫理審査委員会の委員に
ついても同様） 
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改正指針施行前から実施中の研究の取扱い（1/4） 

No 区分 項目【猶予期間】 対応内容 
「既に連結不可能 指針の対象外として実施し ①  下記（★）に示す考え方に沿って、研究に用いる情報が 

個人情報として取り扱う必要があるか否かを検討し、個人情 
報として取り扱う必要がある場合は、指針を遵守することを
求める（研究計画書の作成、倫理審査委員会の承認、研
究機関の長の許可等の手続きを求める） 

 
② ただし、改正指針施行後、自機関のみで当該個人情報
を取り扱う場合であって、各研究主体が各々に適用される法 
令を遵守する場合には、研究計画書の策定、倫理審査委 
員会への付議、研究機関の長の許可については、半年間の 
猶予期間を設ける。 

 
（★指針改正後の個人情報の範囲に関する考え方） 

今般の個情法等の改正においては、個人情報の範囲
が拡大されたわけではなく、現行の指針に基づいて実施中
の研究で行われる匿名化（特定の個人を識別できない
ものに限る）については、一義的には改正法施行後に改
めて見直すことは求められていない。 
ただし、個人情報への該当性は、改正指針に基づき判

断される必要があり、例えば、個人識別符号（ゲノムデータ
等）が含まれ個人情報に該当する場合は、改正指針施
行後は適正な取扱いとなるよう留意する必要がある。 

匿名化されている  ている研究のうち、改正指 
情報のみ」を用いて 針施行後、個人情報として 
いる場合 取り扱う必要が生じる研

究の取扱い 
(医学系指針のみ) 【一部、猶予期間半年間】 

 

１ 

○ 現在実施中の研究について、以下のとおり点検を行い、対応を求める。 
【医学系指針の対象外として実施されている研究の対応】 

10 



改正指針施行前から実施中の研究の取扱い（2/4） 

【インフォームド・コンセント等の手続きの見直しへの対応】 
No 区分 項目【猶予期間】 対応内容 

新たに試料・情報 人体から取得された試料を ① 研究計画で実施する手続きの中に、改正後の指針におけ 
る適切な方法による同意を受けているか（もし第三者提供を 
伴う研究計画の場合は第三者提供の同意も同様）を確認 
し、適切な方法となっている場合は研究計画書の変更は不 
要。 

 
② 適切な方法による同意が含まれていない場合であっても、 
改正指針に沿って必要な項目について通知又は公開が行
われている場合（あるいは追加して行う場合）は、研究計
画書の変更は不要。 

を取得して研究を 用いない場合であって「要配 
実施する場合 慮個人情報」を取得して実 

施する研究のうち、インフォー 
２ (医学系指針のみ) ムド・コンセントを受けずに

実施している研究の取扱い 
【猶予期間はなし】 

自機関で保有する 連結不可能匿名化又は連 ① 前記「１」の（★）に沿って、研究に用いる試料・情報を 
改正指針に照らして個人情報として取り扱う必要があるか
否かを検討し、個人情報として取り扱う必要がなければ研
究計画の変更は不要。 

 
② 個人情報として取り扱う必要がある場合は、改正指針
に沿って、必要な研究計画の変更を求める。 

既存試料・情報を 結可能匿名化であって当該 
 
３ 

用いて研究を実
施する場合 

機関が対応表を保有して
いない試料・情報を用いる
場合 
【猶予期間はなし】 

自機関で保有する オプトアウトの手続き（利用 ① 当該研究において現に通知又は公開する項目が、改正後 
の指針で求める項目を満たしている場合又は満たすように通 
知又は公開する項目を変更した場合、研究計画の変更は 
不要。 

既存情報を用いて 目的の通知又は公開＋拒 
４ 研究を実施する

場合 
否機会の保障）により実
施している場合 
【猶予期間はなし】 
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改正指針施行前から実施中の研究の取扱い（3/4） 

【インフォームド・コンセント等の手続きの見直しへの対応】 
No 区分 項目【猶予期間】 対応内容 

 
 

５ 

他機関へ既存試 
料・情報を提供
する場合 

連結不可能匿名化され
た情報を提供する場合 
【猶予期間はなし】 

① 前記「１」の（★）に沿って、研究に用いる試料・情報を改
正指針に照らして個人情報として取り扱う必要があるか否かを
検討し、個人情報として取り扱う必要がなければ研究計画の
変更は不要。 

 
② 個人情報として取り扱う必要がある場合は、改正指針に
沿って、必要な研究計画の変更を求める。 

 
 
 
 
６ 

他機関へ既存試 
料・情報を提供
する場合 

連結可能匿名化された
情報を提供する場合 
【猶予期間はなし】 

① 指針に定める匿名化がなされている場合、利用目的を 
 含む研究内容等について通知又は公開を行う（研究計画 
 の変更は不要）。 

 
② ①又は匿名化された情報（特定の個人を識別できないもの
に限る。）に該当しない場合、利用目的を含む研究内容等
について通知又は公開し、拒否機会を保障することについて、
必要な研究計画の変更を求める。 

 
③  「対応表」を保有している場合には、対応表の「適切な管 
理」がなされているかを確認し、適切な管理となるようにする。 

他機関へ既存試 オプトアウトの手続き（利用 ① 当該研究において現に通知又は公開する項目が、改正後 
の指針で求める項目を満たしている場合又は満たすように通 
知又は公開する項目を変更した場合、研究計画の変更は不
要。 

料・情報を提供す 目的の通知又は公開＋拒 
７ る場合 否機会の保障）により実

施している場合 
(医学系指針のみ) 【猶予期間はなし】 
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改正指針施行前から実施中の研究の取扱い（4/4） 

【新たに追加された規定への対応】 
No 区分 項目【猶予期間】 対応内容 

 
 
 
 
 
 
 

8 

外国への提供 外国にある者へ試料・情報 
を提供する場合 
【猶予期間はなし】 

① 外国にある者に対し当該研究に用いる試料・情報を提供する 
場合（委託により提供する場合を含む。）にあっては、次に掲げ
るアからカのいずれかを満たすことを確認すること。 
ア  外国にある者に対し試料・情報を提供することについて、適切
な同意を受けていること。(※当初取得した同意によって、当該
同意とみなすことができる場合がある)。 

イ 提供先が改正個情法施行規則に定められた国にあること。 
ウ 提供先が改正個情法施行規則に定める基準に適合する体 
  制が整備されていること。 
エ 提供する試料・情報が匿名化（特定の個人を識別できない
場合に限る。）されていること。 

オ 当該研究に用いる試料・情報の利用目的を含む当該研究に 
ついての情報を研究対象者等に通知又は公開し、研究対象者
等が拒否できる機会を保障していること。 

カ 社会的に重要性が高い研究と認められるものであること。 
 
② ①を満たしていない場合は、①アからカのいずれかを満たすよう、 
研究計画の変更を求める。 

 
 

9 

確認・記録の
義務 

試料・情報の第三者提供 
を行う場合の確認・記録の 
義務 
【猶予期間はなし】 

① 改正後、他の機関へ研究に用いる試料・情報を提供する場合 
又は提供を受ける場合にあっては、提供に関する記録を作成する
よう求める。 

 
② 研究機関においては、①の記録を適切に保管するよう、保管に 
関する規程を変更すること。 
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指針改正に対する研究責任者の対応① 

①チェックリストを用いてチェック 
 
②倫理審査委員会への手続き必要 
→チェックリスト、（別紙様式第２）研究計画変更
申請書、変更した研究計画書等（3点セット）を提出
し、倫理審査（迅速または本審査）を受ける 
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手続きが必要な変更 

ICの対応、試料・情報の提供に大きな変化があります。 
 
・拒否機会の保障の追加（迅速審査） 
・同意（IC）取得を新たに実施（本審査） 
 
・5月30日以降に試料・情報を提供する場合には、提供元お

よび提供先の機関において、記録の保存が必要です。 
 このため、機関の長宛に、「他の研究機関への試料・情報

の提供に関する記録」もしくは「他の研究機関への既存試
料・情報の提供に関する届出書」の利用をご考慮ください。 

（多施設共同研究の場合は代表者・事務局に確認を） 
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インフォームド・コンセント（ＩＣ）等の手続の主な変更点（1/2） 

＜医学系指針・ゲノム指針共通＞ 
○改正個情法で規定された要配慮個人情報の取扱いに関する規定の整備 
→要配慮個人情報（病歴・人種等を含む個人情報）を取得・提供する場合は、原則同意 
が必要。（ただし、個情法に例外規定等あり。） 

 
○オプトアウト手続きでの自機関利用・他機関提供を維持 
→法律の適用除外や例外規定に該当する場合にオプトアウトのみでの自機関利用・他機関 
提供を引き続き可能とする。 

 
○既存情報を匿名加工情報及び非識別加工情報として用いる場合の手続きの 
追加 
→匿名加工情報又は非識別加工情報のみを用いて研究を行う場合であってIC困難な場合 
は手続き不要。 

 
○個人識別符号のみが存在する場合のオプトアウト手続きの見直し 
→ゲノムデータ等の個人識別符号のみが存在する場合等、拒否機会の保障が困難な場合が 
想定されうることから、そのような場合は例外として、通知又は公開をし、「原則」拒否機会の 
保障（以下「原則オプトアウト」という。）を求める。 
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インフォームド・コンセント（ＩＣ）等の手続の主な変更点（2/2） 

○他機関提供時の匿名化された情報の取扱い 
→これまで連結可能匿名化され、対応表を提供しない場合の手続きについて、医学系指針で 
は手続き不要、ゲノム指針では通知又は公開としていたが、今後は通知又は公開とする（た 
だし、通知又は公開する項目は統一する）。 

 
○通知又は公開の手続きで既存試料・情報の提供を受けた場合の手続きを追加 
→匿名化されている既存試料・情報を通知又は公開の手続きで提供を受けた場合、提供先 
機関においては、提供元機関のIC等の手続きを確認し、かつ公開の手続きが必要。 

＜ゲノム指針のみ＞ 
○第三者提供時の規定を追加 
→第三者提供時であって同意取得困難な場合について、ゲノムデータ等の個人情報が含まれ 
る既存試料・情報を提供できる手続き。 

 
○特定の個人を識別できる既存試料・情報の提供を受けた場合の手続きの追加 
→特定の個人を識別できる既存試料・情報の提供を受けて研究に用いる場合、医学系指針 
と同様にオプトアウト等の手続きを追加。 
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③倫理審査委員会への手続き不要 
 →終了 ではない！ 
 
  文言の修正（連結可能/不可能匿名化→匿名化されている
情報など）、遵守する倫理指針を新医学系指針に変更などが
必要！ 
 
→チェックリスト、 （別紙様式第２）研究計画変更申請書、
修正した研究計画書等（3点セット）を提出（倫理審査は不
要） 

指針改正に対する研究責任者の対応② 
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修正すべき文言の例 

新しく追加された用語 
・個人識別符号 
・要配慮個人情報 
・対応表 
・（匿名加工情報） 
 
新医学系指針でなくなった用語 
・連結可能/不可能匿名化→匿名化された情報 
 
その他 
・遵守する倫理指針が「新医学系指針」となっているか 
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用語の定義の見直し（1/3） 

改正個情法等 定義（概要） 該当例 

 
個人識別符号 

特定個人の身体の一部の特徴を電子 
計算機の用に供するために変換した文字 
番号、記号その他の符号であって、当該 
特定の個人を識別することができるもの 

・ゲノムデータ(※1) の全部又は一 
  部等 
（生体情報をデジタルデータに変 
換したもの等） 

 
 
要配慮個人情報 

本人の人種、信条、社会的身分、病歴 
犯罪の経歴により害を被った事実その他 
本人に対する不当な差別、偏見その他 
の不利益が生じないようにその取扱いに 
特に配慮を要する記述等が含まれる個 
人情報 

 
 
・個人情報に病歴が含まれるもの 
・ゲノム情報(※2) 等 

 
匿名加工情報 

(非識別加工情報) 

措置を講じて特定の個人を識別すること 
ができないように個人情報を加工して得 
られる個人に関する情報であって、当該 
個人情報を復元することができないように 
したもの 

 
・個情法施行規則に定める基準 
に従って作成等行ったもの 

○改正個情法等で追加された用語の定義を指針においても追加。 

＜追加された定義（指針に関連するもの）＞ 

※1 ゲノムデータ・・・ 塩基配列を文字列で表記したもの 
※2 ゲノム情報 ・・・ 塩基配列に解釈を加えて意味を有するもの  
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（参考）個人識別符号 

○個人情報の保護に関する法律施行令（抜粋） 
次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の 
符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合す 
るもの 
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名ＤＮＡ）を構成する塩基の配列 
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌 
ハ  虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様 
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化 
ホ  歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様 
ヘ  手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状 
ト 指紋又は掌紋 

 
 
○個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）（抜粋） 

「イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名DNA）を構成する塩基の配列」に該当することとなるも 
のは次のとおりである。 

イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名DNA）を構成する塩基の配列 
ゲノムデータ（細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名DNA）を構成する塩基の配列を文字 

列で表記したもの）のうち、全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム一 
塩基多型（single nucleotide polymorphism：SNP）データ、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、9座位以上の4塩基単位の繰り返し配列（short tandem 
repeat：STR）等の遺伝型情報により本人を認証することができるようにしたもの 
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（参考）要配慮個人情報 
○「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を 
被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに 
特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

○個人情報保護法においては、要配慮個人情報を取得及び第三者提供する場合には、原則とし 
て本人の同意を得ることが義務化された（法律上の例外規定あり）。 

○要配慮個人情報には、以下のいずれかを内容とする記述等を含む個人情報も含まれる。 
（１）身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の個人情報保護委員会 

規則で定める心身の機能の障害があること。 
（２）本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により行われた疾病の予防及 

び早期発見のための健康診断その他の検査の結果 
（３）健康診断その他の検査の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由とし 

て、本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により心身の状態の改善の 
ための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。 

（４）本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事 
事件に関する手続が行われたこと。 

（５）本人を少年法に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保 
護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。 

＜補足＞ 
「ゲノム情報」については、遺伝子検査を実施する者は「医師その他医療に関連する職務に従事する 
者」に含まれ、また、その結果は政令（イ）の「健康診断その他の検査の結果」及び政令（ウ）の「診 
療」にも含まれ、重ねて規定する必要はないことから、政令には明記されていない。 

※「個人情報の保護に関する法律施行令」より一部抜粋 
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本人に対する不当な差別、 
偏見その他の不利益が生じ 
ないようにその取扱いに特に 
配慮を要するものとして政令 
で定める記述等 
・人種 
・信条 
・社会的身分 
・病歴 
・犯罪の経歴 等 

個人情報 
要配慮 
個人情報 

○個人情報保護法第2条第3項 
この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、 
犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように 
その取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

（参考）「要配慮個人情報」とは 
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用語の定義の見直し（2/3） 

 
特定の個人が識別できない情報となる場合 

特定の個人を識別することができることとなる記述 
等の全部又は一部を取り除いた場合 

（安全管理措置の一環） 
匿名化された情報が個人情報でない情報に 
該当する場合は、当該情報を「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。）」として規定する。 

特定の個人を識別することができることとなる記 
述等の全部又は一部を取り除いた場合であって 
左記に該当しないと考えられる場合は、当該情報 
を単に｢匿名化されている情報」として規定する。 

○個人識別符号等が定義されたことに伴う、匿名化の定義の見直し 
→匿名化の処理が講じられた場合、特定の個人を識別することができない情報になるものと、 
それ以外の情報（安全管理措置の一環※）になるものとして整理できるものを区別する。 
※ 安全管理措置とは、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の安全管理のため、組織的、 
人的、物理的及び技術的安全管理措置を講じることをいう。 

 
○改正指針での匿名化の定義 

（参考）匿名化された情報の区別 

特定の個人（死者を含む。）を識別することができることとなる記述等（個人識別符 
号を含む。）の全部又は一部を削除すること（当該記述等の全部又は一部を当該個 
人と関わりのない記述等に置き換えることを含む。）をいう。 
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用語の定義の見直し（3/3） 

用語 医学系指針（現行） 改正後 
 
連結可能 
匿名化 

必要な場合に特定の個人を識別するこ 
とができるように、当該個人と新たに付され 
た符号又は番号との対応表を残す方法に 
よる匿名化をいう。 

 
 

用語を廃止 
（次頁で改正における取扱いを説明）  

連結不可能 
匿名化 

特定の個人を識別することができないよ 
うに、当該個人と新たに付された符号又は 
番号との対応表を残さない方法による匿 
名化をいう。 

 

対応表 

 

－ 

匿名化された情報から、必要な場合に研 
究対象者を識別することができるよう、当該 
研究対象者と匿名化の際に置き換えられた 
記述等とを照合することができるようにする表 
その他これに類するものをいう。 

○匿名化の定義の見直しに合わせて、「連結不可能匿名化」、「連結可能匿 
名化」の用語の廃止 
→現行指針の「連結不可能匿名化」されている情報が、改正指針施行後は個人識別符号 
（ゲノムデータ等）が含まれる等により、個人情報でない情報になるとは限らないことから、 
現行指針の「連結可能匿名化」及び「連結不可能匿名化」の用語は廃止する。 

 
（参考）用語の定義 新旧比較 
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（参考）連結不可能匿名化されている情報等の指針改正後における取扱い 

現行指針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指針改正後 
① 連結不可能匿名化されている情報 ⑤ 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であって、対 
応表が作成されていないものに限る。） 

② 連結可能匿名化されている情報 
（対応表を保有しない場合） 

⑥ 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。） ③ 連結可能匿名化されている情報 

（対応表を保有する場合） 

④ 匿名化（連結不可能匿名化又は連結 
可能匿名化であって当該研究機関が 
対応表を保有しない場合に限る。）さ 
れている情報 

⑦ 匿名化されている情報 

現行指針において①～④に該当している情報は、指針改正後⑤～⑦のいずれかに 
該当することとなる。（１対１の対応にはならない） 

例えば、現行指針において「①連結不可能匿名化されている情報」であっても、改正 
指針施行後に個人識別符号（ゲノムデータ等）に該当する情報が含まれている場合 
には、「⑦匿名化されている情報」としての取扱いが必要となる。 
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多施設共同研究で分担研究者の場合 
 
代表研究者または研究事務局に問い
合わせしてください 
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新ゲノム指針 Q and A に詳細が
記載されると思われるので、この発
出待ち 

ゲノム研究の場合 
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新医学系指針やチェックリスト、情報提供の書類等 
厚生労働省HP 研究に関する指針について 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-
kenkyu/index.html 
 
別紙様式2 研究計画変更申請書 
・研究支援係 研究倫理審査申請書類など  
http://www.medic.mie-u.ac.jp/japanese/soumu/rinri/rinri-p.html  
または、 
・臨床研究開発センター 
http://www.medic.mie-u.ac.jp/chiken/index.html  

3月13日発出 
(all-clin:24413) (重要)研究倫理指針の改定に伴う研究計画書等の修正のお願い（1通目） 
(all-clin:24415) (重要)研究倫理指針の改定に伴う研究計画書等の修正のお願い（2通目） 
3月16日発出 
(all-clin:24447) ◆重要◆ 3/22開催【緊急講習会】新医学系指針と研究責任者の対応 
もご参照ください。 

参考資料 
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（参考）指針見直しに関連する情報 

○個人情報の保護に関する法律 
http://www.ppc.go.jp/personal/legal/ 

 
○個人情報の保護に関する法律施行令・施行規則（平成28年10月5日公布） 

http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/ 
 
○個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（平成28年11月30日告示） 
・通則編 http://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines01.pdf 

・外国にある第三者への提供編 http://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines02.pdf 
・第三者提供時の確認・記録義務編 http://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines03.pdf 
・匿名加工情報編 http://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines04.pdf 

 
○ライフサイエンスの広場 

http://www.lifescience.mext.go.jp/council/council015.html 
 
○科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会（第35回）※改正案の現時点版が掲載されています。 

http://www.lifescience.mext.go.jp/2016/12/35281212.html 
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