
原因不明遺伝子関連疾患の 

全国横断的症例収集・バンキングと網羅的解析 

へのご協力のお願いと研究内容の説明書 

 
1. 遺伝・遺伝子・遺伝子解析について 

親の体質（体の特徴や傾向など）が子ども伝わることを「遺伝」と呼びます．「遺

伝子」とは、「遺伝」に必要な物質の最小の一まとまりを指す学術用語です．人間

の場合、約 2 万 2 千個程度の「遺伝子」が、体中の細胞（約 37 兆個）全てに組み

込まれています．「遺伝子」は、G、C、T、Aという四種類の塩基とリン酸・デオキ

シリボースからなる DNA（デオキシリボ核酸）とよばれる物質が、紐の様に連なっ

て構成されています．「遺伝子解析」とは、この DNA の連なりを読み取り、その違

いを調べることです． 

DNAで構成される遺伝子は、RNAという異なる核酸の連なりに写し取られ、RNAを設

計図にしてタンパク質が合成されます．遺伝子に変化があると、RNAやタンパク質

がうまく作られなくなることや、機能しなくなることがあります．このような変化

が体の働きに大きな影響を与える場合、病気となることがあります． 

人間では約 30 億個という膨大な数の DNA が連なっているため、一人一人の患者さ

んについて、全ての DNAや遺伝子の状態を正確に診断することは大変困難です．し

かし、病気と関係することが予想される一部の遺伝子を調べることや、同じ病気を

持つ人に共通する特徴を探し出すことは可能です．このような方法で遺伝子を丹念

に調べることで、各個人が持つ遺伝子の特徴と、病気との関係も明らかになりつつ

あります．遺伝子の特徴と病気との関係が明らかになれば、病気の原因解明、現在

ある治療法の改良、疾患のなりやすさの予測、新しい治療法の開発等が期待される

為、同様の研究が世界中で盛んに行われています． 

 

2. あなたに研究協力をお願いする理由 

様々な理由で、遺伝子の働きがうまくいかず、病気になることがあります．しかし

およそ半数は、通常行われる検査でははっきりした原因が見つかりません．我々は

その原因の一部が、これまでの遺伝子検査では見つからないような小さな特徴にあ

ると考えています．このような原因不明症例に対する大掛かりな取り組みが、すで

に米国（UDP: Undiagnosed Disease Program）英国（DDD: Deciphering Developmental 

Disorders）、カナダ（FORGE: Finding of Rare Disease Genes）で開始され、国内

から広く症例を集め、最新技術を用いた集学的な解析により、確定診断と未知の病

因同定が試みられ、画期的な成果も報告されつつあります． 

この研究では、全国の医療機関と連携し、遺伝子の関与による病気が疑われるお子

さんと近親者の遺伝子を調べ、疾患の原因を見つけようと計画しています．皆様の

ご協力で進められるこの研究の成果は、将来様々な診断・予防・治療に役立てられ

ます． 

 



    

3. 解析の方法・期間 

【解析の方法】 

患者さんご本人からは末梢血、唾液、臍帯血、患者由来の組織のいずれかある

いは全部を、ご親族の方からは末梢血あるいは唾液を採取します．これらの試

料から DNA を抽出し、網羅的な遺伝子配列解析を行い、疾患と関連する可能性

のある特徴を見つけ出します．また必要に応じ、これらの試料から RNA あるい

はタンパク質や代謝産物、・細胞株・iPS 細胞を調製し、DNA マイクロアレイや

質量分析器を利用した網羅的な解析を行います．これらの解析結果を、臨床情

報（診断名や治療経過、検査値など）と照らし合わせ、疾患の原因を探してい

きます．試料や臨床情報は、氏名や住所などの個人情報を含まない匿名化（項

目 13参照）の状態で慎重に取り扱います．解析精度を上げるために、必要に応

じて最新の臨床情報を収集します． 

【解析の期間】 

実施期間は、平成 27年 7月 1日から平成 37年 3月 31日の予定です．終了時に

期間を延長して研究を継続する必要があると判断したときには、研究の継続を

再度倫理委員会に申請し、承認を得てから継続します． 

【解析内容】 

① 塩基配列情報を用いた染色体構造解析 

② 全エクソン配列解析・ターゲットリシークエンスあるいは全ゲノム配列解析に

よる変異同定． 

③ RNA-seqによるトランスクリプトーム解析． 

④ バイサルファイトシークエンス法を利用した DNAメチル化解析、ChIP-seq法に

よる網羅的エピゲノム解析． 

⑤ サンガー法による候補変異の再検証． 

⑥ 質量分析器等を用いた網羅的タンパク質定量、網羅的代謝産物定量． 

⑦ 細胞株や iPS 細胞を用いた病態解析 

⑧ 必要に応じて東北大学（診断支援機関）に連結可能匿名化された試料及び臨床

情報を送り、共同で解析を行う． 

 

 

 

4. 実施責任者 

国立成育医療研究センター研究所 所長 松原洋一 

 

5. 遺伝子診断を受けることおよび研究協力は任意であること 

この研究へのご協力は、あなたの自由意思でご決定下さい．あなたのお子さんの

研究協力の可否は、ご両親でお決めください．ご協力いただけなくても、治療上

の不利益は一切ありません． 

 



    

6. 文書により同意が撤回できること（同意の撤回によって不利益は受けないこと） 

一旦同意いただいた場合でも、後で同意を撤回することができます．いずれの場合

も、医療を受ける上で不利益になることはありません． 

 

7. 同意撤回による試料・研究結果等の廃棄について 

同意が撤回された場合、保存していたゲノム DNA、RNA、解析結果は全て廃棄され、

研究に用いられることはありません．ただし、同意を撤回した時点ですでに論文な

どで発表されている解析結果や、連結不可能匿名化されてデータベースに登録され

た臨床情報や解析結果は、廃棄することができません． 

 

8. 代諾者によるインフォームド・コンセントが必要な場合は当該試料が必要な理由・

解析の重要性 

本研究では、原因不明の遺伝子関連疾患を対象としているため、患者さんご本人か

ら網羅的なゲノム・エピゲノム・プロテオーム・メタボローム解析や、細胞株や iPS

細胞を作成可能な試料をいただくことが必要です． 

 

9. 予測される結果ならびに遺伝子診断の受診者あるいは試料提供者にもたらされる

利益および不利益 

項目 3．で述べましたように、この研究は病気の原因となりうる遺伝子の特徴を見

つけるのが目的です．しかし、遺伝子の特徴が分かることが、すぐにご本人の診断

や治療に役立つわけではありません．仮にご本人やご家族の遺伝子にある特徴が見

つかったとしても、それが病気とどのように関係するのか、あるいはたまたま目立

っただけで特別な意味はないのか、将来何が起こるのか、起こらないのか、を正確

に予測することは極めて困難です．したがって、本研究の解析結果が、あなたやあ

なたのお子さんに直接利益となるような情報をすぐにもたらす可能性が低い事を

ご了承ください．しかし、このような研究が世界中で積み重ねられ、少しずつ病気

と遺伝子の関係が明らかになりつつあり、実際に様々な病気の診断や治療に役立て

られています．この研究も同様に、将来病気に苦しむ方々の診断、予防、治療など

に大変役立つことが期待されます． 

なお、ご提供頂きたい試料（末梢血、唾液、臍帯血、ご本人の組織）は、氏名・住

所などの個人識別情報と切り離し、研究番号をつけて管理します．このことによっ 

て、どの試料がどなたのものかわからなくなり、個人情報が守られます． 

試料をご提供頂く際に行う採血は、通常の健康診断などで行うものと同じ手技であ

り、危険は最小限です．また、診療に必要な採血と一緒に行い、採血の回数が増え

ないように配慮いたします．その他の試料も、採取に危険は伴わないか、あるいは

医療上必要な検査を行った検体の残余を利用します． 

 

10. 遺伝子解析結果の開示について 

項目 9. でご説明いたしましたように、本研究の遺伝子解析結果は、現時点では直



    

接今後のあなたやあなたのお子さんの治療や予防に役立てることが困難です．本研

究で明らかになる事の限界をご説明差し上げ、十分ご理解を頂いた上で、ご希望が

あれば解析結果をお伝えいたします．ただし、網羅的ゲノム解析については、全て

の結果を正確に解釈し、過不足のない説明をするためには、今後さらなる医学の発

展を待たねばなりません．したがって、網羅的ゲノム解析結果のうち、ご本人の病

気に関連しない、もしくは関連する可能性が低いと推測されるものは、お知らせ致

しません． 

 

11. 遺伝カウンセリングの利用に係る情報 

上記項目 9.および 10.でご説明いたしましたように、現時点では、本研究の解析結

果を用いて現在の病気との関係を判定すること、将来の健康への影響などについて

過不足無く正確に予測することは極めて困難です．この点をご理解頂いた上で、遺

伝子・ゲノム解析を受けることについての一般的な不安について、別途遺伝カウン

セリングを受けることができます． 

 

12. 実施計画書等の開示・閲覧の可能性 

ご希望があれば、研究の独創性の確保に支障を来たさない範囲内で、専門的な内容

の研究計画書や解析方法の詳細な資料をお渡しいたします． 

 

13. 個人情報の保護の方法 

ご提供頂いた試料（末梢血、唾液、臍帯血、ご本人の組織）および DNA などには、

固有の研究番号をつけ、研究者には、検体と研究番号、診断名などの診療情報のみ

が渡されます．あなたやあなたのお子さんの氏名・住所などの個人識別情報と、検

体に付けられた研究番号を結びつける対応表は、各施設の個人情報管理者が厳重に

保管します． 

このように、どの検体が誰のものかわからなくすることを匿名化と呼び、匿名化す

る事で個人情報を保護します．研究結果をご説明する際には、研究番号と対応表を

照らし合わせることではじめてご提供頂いた方を特定することが可能となり（連結

可能匿名化）、ご連絡することができます． 

 

14. 解析期間中及び終了後の試料・診療情報等の保存・利用・廃棄の方針 

（他の研究への利用の可能性とその予測される研究内容を含む） 

診療情報と遺伝子情報を含むその他の研究データは、全て匿名化したまま取扱い、

解析時以外はネットワークに常時接続されていないハードディスクドライブで保

管します．あなたやあなたのお子さんからご提供いただいた試料と、試料から調

製した DNA・RNA・タンパク質・代謝産物・細胞株・iPS 細胞等は、本研究が終了

した後も、医学の発展にともなって他の病気の患者さんの診断・治療において重

要な情報をもたらす可能性があります．上記のような将来の目的のために、ご同

意をいただけましたら、研究終了後もあなたやあなたのお子さんの検体を後述の



    

ナショナルセンターバイオバンクに保存し、更なる解析や、他の研究機関（製薬

会社など営利企業の研究部門を含む）への提供を行います．今回の説明に含まれ

ていない新たな研究計画を将来計画した場合は、その都度国立成育医療研究セン

ター倫理審査委員会の審査を受け、承認を受けた場合にのみ実施します．ナショ

ナルセンターバイオバンクでの保存や更なる解析、他の研究機関への提供にご同

意をいただけない場合は、研究期間終了時に廃棄いたします． 

 

 

15. 試料や個人情報を他の機関に提供する可能性、その方法 

ご提供頂いた試料および試料から調製した DNA・細胞株・iPS 細胞等は、解析のた

めに、外部の研究機関や解析受託企業に提供することがあります．この際、個人情

報は提供しません．試料は匿名化した状態で送られますので、項目 14.でご説明い

たしましたように、個人情報は保護されます． 

 

16. 試料および研究成果を提供する予定のバンクについて 

NCBN ナショナルセンターバイオバンクネットワークバンクへの試料と臨床情報

の提供と、以下のデータベースあるいはその他の公的データベースへの遺伝子配

列情報と臨床情報の登録・公開を予定しています．各バンク・データベースには、

匿名化された試料・遺伝子配列情報を主とする解析データ・臨床情報が登録され

ます．臨床情報は、年齢・性別・診断名等の限定された情報のみが公開されます．

匿名化された試料や詳細な臨床情報を提供する際は、事前に各バンク・データベ

ースの定める規定に従って審査を行い、承認された研究計画にのみ提供されます．  

 

名称 学術的意義 匿名化 運営機関 責任者 

NCBN ナショナ

ルセンターバイ

オバンクネット

ワーク 

国内の希少

疾患試料と

臨床情報を

保管 

連結可能 

匿名化 

NCBN運営局 

（国際医療研

究センター） 

松原洋一 

成育バイオバンク長 

NBDC ナショナ

ルバイオサイエ

ンスデータベー

ス 

本邦の公的

ゲノムデー

タベース 

連結不可能 

匿名化 

科学技術振興

機構 

高木利久 

センター長 

疾患変異データ

ベース（仮称） 

疾患に特化

した医療デ

ータベース 

連結可能 

匿名化 

国立成育医療

研究センター

研究所 

松原洋一 

研究所長 

IRUDデータベ

ース（仮称） 

疾患横断的

医療データ

ベース 

連結不可能

匿名化 

日本医療研究

開発機構 

日本医療研究開発機

構 理事長（予定） 

 



    

 

17. 研究成果が、匿名化された上で学会等に公表されうることについて 

あなたやあなたのお子さんのご協力によって得られた研究の成果は、氏名などの個

人情報症と切り離された臨床情報や配列情報のみが、学会や学術雑誌で発表され、

上記のデータベースで登録・公開されます． 

 

18. 費用負担について 

本研究にかかる費用は、公的な研究助成金から支出され、あなたとあなたのお子さ

んに負担は一切かかりません． 

 

19. 試料提供の対価に関する事項 

試料のご提供に対する謝礼や交通費などの支給はございません． 

 

 

20. 研究から知的財産権が生じうることとその帰属先 

研究成果から特許権などが生じた場合、その権利は国、研究機関、共同研究機関お

よび研究遂行者などに属し、あなたやあなたのお子さんには属しません． 

 

21. 資金の調達方法 

本研究に係る費用は、日本医療研究開発機構受託研究費、文部科学省科学研究費助

成金等から支出されます． 

 

22. 当該遺伝子解析に関する問合せ先 

研究内容に関する問い合わせは、以下にご連絡ください． 

〒157-8535 東京都世田谷区大蔵 2-10-1 国立成育医療研究センター研究所 

ゲノム医療研究部 要匡（かなめただし）03-5494-7120 内線 4598 

周産期病態研究部 秦健一郎（はたけんいちろう）03-5494-7120 内線 4586 

（申請者注記：上記は、各研究機関で該当者に差し換える） 

 

23. 相談・苦情の連絡先 

いつでもご遠慮なく以下にご連絡下さい． 

〒157-8535 東京都世田谷区大蔵 2-10-1 国立成育医療研究センター研究所 

IRUD-P 事務局 03-5494-8137 

（申請者注記：上記は、各研究機関で該当者に差し換える） 



    

同意確認書 

国立成育医療研究センター理事長 殿 

 

（原因不明遺伝子関連疾患の全国横断的症例収集・バンキングと網羅的解析） の説明書に基づいて、 

            より説明を受け理解しましたので、本研究に参加することについて、

（ 同意します  同意しません ）． 

 

 説明を受け理解した項目（□の中にご自分で✓を付けて下さい） 

 

□ 遺伝・遺伝子・遺伝子解析について 

□ あなたに研究協力をお願いする理由 

□ 解析の方法・期間 

□ 実施責任者 

□ 遺伝子診断を受けることおよび研究協力は任意であること 

□ いつでも文書により同意が撤回できること（同意の撤回によって不利益は受けないこと） 

□ 同意撤回による試料・研究結果等の廃棄について 

□ 代諾者によるインフォームド・コンセントが必要な場合は当該試料が必要な理由・解析の

重要性 

□ 予測される結果ならびに遺伝子診断の受診者あるいは試料提供者にもたらされる利益およ

び不利益 

□ 遺伝子解析結果の開示について 

□ 遺伝カウンセリングの利用に係る情報 

□ 実施計画書等の開示・閲覧の可能性 

□ 個人情報の保護の方法 

□ 解析期間中及び終了後の試料・診療情報等の保存・利用・廃棄の方針 

□ 試料や個人情報を他の機関に提供する可能性、その方法 

□ 試料および研究成果を提供する予定のバンクについて 

□ 研究成果が、匿名化された上で学会等に公表されうることについて 

□ 費用負担について 

□ 試料提供の対価に関する事項 

□ 研究から知的財産権が生じうることとその帰属先 

□ 資金の調達方法 

□ 当該遺伝子解析に関する問合せ先 

□ 相談・苦情の受付窓口（連絡先） 

 

１． 本遺伝子解析研究のために検体を提供することについて、 

    （ 同意します  同意しません ）． 

 

上記の研究の同意に加えて、 

２．細胞株や iPS 細胞を作成・保管して解析を行うこと に同意します． 

                     □はい □いいえ 

 

                                 

３．ナショナルセンターバイオバンクで検体を保管し、将来他の解析あるいは他の研究機関（製

薬会社など営利企業の研究部門を含む）へ提供すること に同意します．     

                     □はい □いいえ    



    

                                 

平成  年  月  日 

 

受診者のお名前                （16 歳以上は本人のご署名） 

保護者のご署名                 続柄（    ） 

保護者のご署名                 続柄（    ） 

 

＊医師記入欄 

説明者（自署）                 職名（          ） 

口頭アセントを取得（６歳以上）   □した  □しない  □該当しない 

１／１ 



    

同意の撤回 
 

主治医  殿 

 

 

 

（   ） 私                  は、研究協力の同意を撤回します． 

（検体提供者またはその代諾者） 

 

（   ） 私                  は、研究期間終了後の（検体・付随する診療情報）

（検体提供者またはその代諾者） 

の保存と解析に対する同意を撤回します． 

 

※上記のいずれかに丸をつけてください． 

 下段に丸をつけた場合は、（検体・付随する診療情報）の該当項目にも丸をつけてください． 

下線欄に該当する方のお名前をご記入下さい． 

 

 

平成    年    月    日 

 

 

検体提供者氏名                      

（本人自署、もしくは代諾者記載） 

 

 

 

※お子様の検体に関する請求の場合には、以下もご記入ください． 

 

代諾者自署                     （続柄：     ） 

 

 

 

     

 

この申請書は、主治医、または説明を行った医師宛てにご郵送下さい． 

なお、この書式でなくとも、下記の連絡先にご連絡いただければ対応いたします． 

 

 

〒157-8535 東京都世田谷大蔵 2-10-1 

国立成育医療研究センター 

主 治 医 

説明を行った医師 

ＴＥＬ 

 

 



    

検体使用・保存中止の実施連絡文書 
 

 

松原洋一殿 

 

 

 

検体コード番号           の、検体提供者またはその代諾者より 

下記の請求がありましたのでご連絡します．検体・付随する診療情報の廃棄をお願い

します． 

 

 

請求内容 

 

（   ）研究協力の同意を撤回します． 

 

（   ）研究期間終了後の検体の保存と解析に対する同意を撤回します． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成    年    月    日 

 

 

 

国立成育医療研究センター 

主 治 医 

説明を行った医師 



    

検体使用・保存中止の実施連絡文書 

 
 

 

主治医 殿（説明者） 

 
 

検体コード番号          の検体・付随する診療情報を廃棄いたしました

のでご報告いたします． 

 

 下記の申し出に従い、検体・付随する診療情報を廃棄いたしましたので、 

ご報告いたします． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成    年    月    日 

 

 

 

国立成育医療研究センター 

研究所長 松原洋一

 



    

検体使用・保存中止の実施確認文書 

 

 

検体提供者 殿 

 

 

お申し出について、検体保存の責任者に連絡しました．検体・付随する診療情報が処理され

たことを確認する文書を受け取りましたのでご報告いたします． 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成    年    月    日 

 

 

主治医（説明者）          

 

 


