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Abstract

　疾患の原因究明や医薬品・医療機器の研究
開発などにおいて，ヒト由来の生体試料は重
要な役割を果たす。しかし，生体試料の取得
には同意説明などの手間や採血・組織採取な
どの医療行為を伴うため，誰もが自由に入手
できるわけではない。そこで，民間企業も含
めた幅広い研究者がヒト生体試料を入手しや
すいようにするためのインフラがバイオバン
クである。本稿では，バイオバンクを通じた
生体試料の入手を促進するための取り組みを，
日本医療研究開発機構（AMED）の 4 つの研
究班を中心に紹介する。

はじめに

　大規模な疾患ゲノム解析によって疾患感受
性遺伝子の同定が進められている。こうした
研究を実施するには，当該疾患の患者および
対照となる健常者から大規模に生体試料を収
集する必要がある。このために，わが国では
バイオバンク・ジャパン（BBJ）や東北メディ
カル・メガバンク（ToMMo）などのゲノムコ
ホート計画が推進されてきた。一方で，ヒト

由来の生体試料は，疾患ゲノム研究だけに用
いられているわけではない。たとえば，医薬
品（治療薬，体外診断薬）や医療機器の開発
において，ヒト生体試料は重要な役割を担っ
ている。医薬品のターゲット分子が患者の生
体試料で発現しているか調べる，開発中の治
療薬が細胞に対してどのような作用を及ぼす
か調べる，体外診断薬の承認申請に向けて臨
床性能データを取得する，などの場面におい
て生体試料の入手が欠かせない。
　このように，ヒト生体試料は基礎研究や治
療の開発において重要な役割を担っており，
研究者が望む生体試料を入手しやすい環境を
整備することで研究開発は促進される。しか
し，希望する規模の生体試料を希望するタイ
ミングで容易に入手できるかというと，それ
ほど簡単なことではない。症例の選定，診療
科や検査部などとの調整，同意説明，期待さ
れる品質での生体試料の採取と処理，適切な
環境下での保管など，研究計画に合った生体
試料の収集には想像以上の手間がかかる。こ
うした労力を肩代わりするインフラとしてバ
イオバンクがある。バイオバンクには様々な
形態があるため正確な実態を把握することは
難しいが，日本医療研究開発機構（AMED）
が公開している「バイオバンク情報一覧」1）に
は 2021年 1月現在で約 60の機関が掲載され

Regular articles   ◆   研　究　者　の　最　新　動　向

岡山大学大学院
ヘルスシステム統合科学研究科
Graduate School of Interdisciplinary Science and 
Engineering in Health Systems, Okayama University

森
もりた

田 瑞
みずき

樹
Mizuki Morita

Key words バイオバンク，バイオバンクの利活用，
AMED研究班

Eff orts to promote utilization of biobanks in Japan

バイオバンクをもっと利用しやすく

森田 瑞樹
2003年 東京工業大学 生命理工学部 卒業
 '08 年 東京大学 大学院 修了
 '08 年 東京大学 特任助教
 '09 年 医薬基盤研究所 特任研究員
 '12 年 東京大学 特任研究員
 '13 年 産総研 産総研特別研究員
 '14 年 東京大学 特任研究員
 '15 年 岡山大学 講師
 '15 年 岡山大学 准教授
 '19 年 岡山大学 教授

©Precision Medicine転載禁止（コピー禁止），北隆館，令和3年2月25日発行



Precision Medicine Vol.4  No.2, 2021（146）

研究者の最新動向 》》》》》》

 56 

ている。国内に複数のバイオバンクが安定し
て稼働していることで，研究者が生体試料を
用いた研究開発を計画した際に，それを入手
できる可能性が高まる。しかし，前述した生
体試料の収集プロセスを整備するには検討す
べきことが多くあり，また疾患や試料の種類
によっても必要になる努力は異なるため，一
朝一夕ではよい仕組みは構築できない。安定
して稼働し続けるのは輪をかけて大変である。
　ここで，こうしたインフラ整備の苦労と，

それが利用者（研究者）にとって使いやすい
インフラかということは，まったく別の問題
である。バイオバンクに保管されている生体
試料の利用率が多くのバイオバンクで低いこ
とは世界的に課題となっており 2），バイオバ
ンクの整備にかけられるコストが見合ってい
るのかと疑問を呈されるのはもっともである。
見合った成果を生み出すインフラを整備する
ため，わが国では「活用されるバイオバンク」
をキーワードとして AMEDを中心にこの課題

研究班の 
通称

本稿に関連する
主なテーマ

事業名 領域／ 
タイプ

分野 研究開発 
課題名

研究開発 
代表者

研究開発実施
（予定）期間

増井班 バイオバンク
の 品 質・ 精 度
の確保

2017 年度（平
成 29 年度）「ゲ
ノム創薬基盤
推進研究事業」

領域Ａ「ゲノ
ム創薬研究の
推進に係る課
題解決に関す
る研究」

A-1 分 野（ 検
査品質・精度
確保課題）「バ
イオバンクの
運営体制とゲ
ノム医療に係
る検査の品質・
精度を確保す
る国際的基準
を構築する課
題」

バイオバンク
及びゲノム医
療に係る検査
の品質・ 精度
の国際的基準
構 築 と 実 施，
及びバイオバ 
ンクの連携体
制構築に関す
る研究

増井  徹
（国立精神・神
経医療研究セ
ンター）

2017 年度 
（平成29年度）
～ 2019 年度

（平成31年度）

荻島班 バイオバンク
横断検索シス
テムの開発

2018 年度（平
成30年度）「ゲ
ノム医療実現
推進プラット
フォーム事業

（ゲノム研究プ
ラットフォー
ム利活用シス
テム）」

領域Ａ課題 1
「利活用促進に
向けたバイオ
バンク・ネッ
トワーク構築
と運用支援」

ゲノム医療実
現推進のため
のバイオバン
ク利活用促進
に向けたバイ
オバンク・ネッ
トワーク構築と
運用支援に関
する研究開発

荻島 創一
（東北大学）

2018 年度 
（平成30年度）
～ 2022 年度

（令和 4 年度）

吉田班 バイオバンク
利活用ハンド
ブックの作成

2018 年度（平
成30年度）「ゲ
ノム医療実現
推進プラット
フォーム事業

（ゲノム研究プ
ラットフォー
ム利活用シス
テム）」

領域Ａ課題 2 
「 バ イオ バ ン
ク・ネットワー
クにおける倫
理支援と運用
手 順 の 標 準
化」

倫理的・法的・
社会的側面か
らみたバイオ
バンク資源利
活用促進戦略

吉田 雅幸
（東京医科歯科
大学）

2018 年度 
（平成30年度）
～ 2020 年度

（令和 2 年度）

森田班 バイオバンク
の利活用に向
けた調査研究

2020 年度（令
和 2 年度） 「ゲ
ノム創薬基盤
推進研究事業」

領域Ａ「ゲノ
ム創薬研究の
推進に係る課
題解決に関す
る研究」

A-4 分 野「 バ
イオバンク利
活用推進のた
めの調査研究」

バイオバンク利
活用推進のた
めの調査研究

森田 瑞樹
（岡山大学）

2020 年度 
（令和 2 年度）
～ 2022 年度

（令和 4 年度）

表　バイオバンクの利活用促進に取り組んでいる AMED研究班
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に取り組んでいる。具体的には，AMEDはバ
イオバンクの利活用を推進するために課題ご
とに 4つの研究班を立ち上げている（表）。本
稿では，この 4つの AMED研究班の取り組み
を紹介する。なお，各研究班は本稿に記載し
た以外のテーマにも取り組んでいることをあ
らかじめお断りしておく。

1．品質・精度の確保（増井班）

　増井班は，バイオバンクの運用と生体試料
の品質・精度の確保を対象とした研究班で 
ある。
　血液をヒトから採取してからどのような状
態に置いていたかによって，臨床検査の結果
に影響が生じることが知られている 3）4）。採取
された血液を臨床検査に用いるのではなく，
保管をして後の研究に用いる場合にも，生体
試料が採取されてから保管されるまでの条件
や，保管中の条件によって解析結果に影響が
生じる。以前のバイオバンクは収集の規模を
確保することに熱心であった一方で，生体試
料（と付随する臨床情報）の品質が疎かにさ
れる傾向にあった。近年，生命科学分野の研
究の再現性が高くないという問題が繰り返し
指摘されるようになり 5），その原因の 1つが
研究材料の品質とされている。
　医療における生体試料の取り扱いは臨床検
査室を中心に行われるが，臨床検査室での品
質・精度管理を目的とした国際規格 ISO 15189
が 2005年に発行されている。一方で，医療で
はなく研究のためのバイオバンクにおける品
質・精度管理に関しては，2013年に設立され
た専門委員会 ISO／TC 276の第 2分科会（WG2）
において国際規格の発行が目指されてきた
（2018年 8月に ISO 20387として発行された）。
　ISOを取得したバイオバンクは，品質管理
という観点では望ましい姿の 1つではある。
しかし，一般に規模の小さな組織が ISOを取
得し維持する（更新し続ける）ことは容易で
はない。日本には 3大バイオバンクと呼ばれ
る国の支援によって運営されている規模の大

きなバイオバンクが存在している（バイオバ
ンク・ジャパン，東北メディカル・メガバンク，
ナショナル・センター・バイオバンク・ネッ
トワーク）。3大バイオバンクを除いた日本の
バイオバンクはどれも規模が小さく，このた
めほとんどのバイオバンクは ISO 20387の取
得が困難であると想定された。このような状
況で，ISOを取得しているか否かという 2種
類のみにバイオバンクが分類されることは利
用者にとっても望ましいことではない。また，
ISOを取得しない選択をしたバイオバンクで
も，品質・精度の確保の努力を重ねることは
重要である。
　そこで増井班では，米国や欧州での取り組
みなどを参考にして「バイオバンク自己点検
票」6）を作成し公開した。自己点検票には，生
体試料の取り扱いやバイオバンクの運営に関
する項目も含まれており，バイオバンク運営
全体を確認できるツールとなっている。今後，
多くのバイオバンクで自己点検票が活用され
ることで，最終的にバイオバンクから研究者
が入手する生体試料の品質・精度が向上し，
また研究目的に合った生体試料を入手しやす
くなることが期待される。

2．バイオバンク横断検索（荻島班）

　荻島班は，日本のバイオバンクに保管され
ている生体試料を一括で検索できるシステム
の開発を担う研究班である。
　前述のように日本には 3大バイオバンクと
呼ばれるバイオバンクが国の政策に基づいて
運営されている。また，大学病院やその他の
医療機関において診療施設併設型のバイオバ
ンクが設立されることが増えており，2015年
にはクリニカルバイオバンク学会 7）が設立さ
れた。バイオバンクが増えることで選択肢
が広がるが，利用者（研究者）からすると 
「どこに自分が探している生体試料があるかわ
からない」という状況になっている。そこで，
様々なバイオバンクに保管された生体試料の
利用を促進するには，保管されている生体試
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料を一箇所でまとめて検索できる仕組みが望
まれる。
　こうした背景をもとに，荻島班では「バイ
オバンク横断検索システム」の開発が進めら
れ，2019年度に初版が公開された 8）。現在は，
3大バイオバンクおよび 4つの診療施設併設型
バイオバンク（京都大学医学部附属病院クリ
ニカルバイオリソースセンター，東京医科歯
科大学疾患バイオリソースセンター，筑波大
学附属病院つくばヒト組織バイオバンクセン
ター，岡山大学病院バイオバンク）の保管試
料を検索することができる（図 1）。生体試料
だけではなく，解析データ（SNPアレイによっ
て解析されたデータなど）も検索できるよう

になっている。2020年度には第 2版にアップ
グレードされ，検索機能が充実したほか，検
索の際に利用できるデータの種類の充実が行
われている。
　このシステムを利用すると，たとえば疾患
名，生体試料の種類，患者属性（年齢，性別）
などから保管試料（および解析データ）を検
索することができる。研究に利用したい生体
試料がある場合には，まずはここにアクセス
してみるとよい。バイオバンクを検索したり，
試料の集合（試料コレクション）を検索した
りできるシステムは米国や欧州などに見られ
るが，個々の生体試料を検索できるシステム
は珍しい。ぜひ活用して頂きたい。

図 1　バイオバンク横断検索システム（第 2版）の画面（検索結果）

©Precision Medicine転載禁止（コピー禁止），北隆館，令和3年2月25日発行



Precision Medicine Vol.4  No.2, 2021 （149）

《《《《《《 研究者の最新動向

 59 

3．利用手続きの標準化（吉田班）

　吉田班は，バイオバンクの運用手続きを整
理し情報公開することで利用しやすくするこ
とを狙いとした研究班である。
　ヒトからの生体試料の収集は，様々な倫理
的・法的・社会的な課題（ELSI）を伴う。た
とえば，対象者の自律的な判断に基づいて生
体試料の収集を行うために，対象者への同意
説明が必須である。しかし，こうした ELSIへ
の対応はそれぞれの機関で行われるため，保
管された生体試料を利用する際にはバイオバ
ンクごとに利用条件が異なっている。また，
利用の手続きや契約の形態もバイオバンクご
とに様々である。よって，利用者はバイオバ
ンクごとに利用条件の確認や手続きを行う必
要があり，これがバイオバンク利用の敷居を

高くしている。
　この課題の解決に向けて，吉田班では ELSI
への対応を中心としたバイオバンクの運用手
続きや利用申請の手順などの整理が進められ，
「バイオバンク利活用ハンドブック」9）として
公開されている。初版は 2019年度に公開され，
2020年度に第 2版が公開された（図 2）。
　バイオバンク利活用ハンドブックは 2部構
成で，第 1部がバイオバンクの利用者向けの
内容，第 2部がバイオバンクの関係者向けの
内容となっている。第 1部には，バイオバン
クとはどういうもので，利用する際にはどの
ような流れになるのかといったことが書かれ
ている。前述のバイオバンク横断検索システ
ムの対象となっているバイオバンクごとに，
どのような流れで利用申請をするかといった
ことも記載されている。生体試料の入手を 
検討しているがバイオバンクを利用したこと
がないという研究者の方にはぜひ読んで頂き
たい。
　また，バイオバンクの設立を検討している
研究者や事務担当者には第 2部が参考になる。
同意説明文書の例や，生体試料の品質や契約
の締結についてなど，設立の際に知りたい情
報がまとめられている。

4．利用推進に向けた調査（森田班）

　森田班は，バイオバンクの利活用を阻害し
ている要因を調査し，その解決策を提案する
ことを目的とした研究班である。
　これまで様々な場所において何がバイオバ
ンクの利活用を阻んでいるのか検討が繰り返
されており，そのことに言及された資料を多
く見つけることができる。また，AMEDは
2017年度から 2019年度にかけて「バイオバ
ンク連絡会」10）を 9回にわたって開催し，バイ
オバンクの利活用を繰り返し取り上げてきた。
増井班，荻島班，吉田班は課題の解決に向け
て意欲的に取り組んできたが，解決すべき課
題はまだ残されている。
　そこで森田班では，バイオバンクの利活用

図 2　バイオバンク利活用ハンドブック 
（第 2版）の表紙
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を阻んでいる要因の特定と解決策の提案を目
指した調査研究を行っている。利活用の阻害
要因の特定のために，過去の資料の整理や関
係者のヒアリングによって仮説の構築を行っ
ている。今後，バイオバンクの利用者および
関係者を対象としたアンケート調査を実施す
ることで仮説の検証を行い，次いで解決策の
提案に着手する計画である。
　また，この調査と並行して，前述のバイオ
バンク横断検索システムに収録されていない
生体試料の掘り起こし，生体試料の保管処理
の標準化，バイオバンクの持続的な運営のた
めのビジネスモデルの検討も行っている。執
筆時点では研究班の開始から半年も経ってい
ないため公開できる情報はまだないが，調査
研究の進展に伴い調査結果が報告される予定
である。

おわりに

　本稿で紹介した 4つの AMED研究班の活動
を通して，日本のバイオバンクの利用が広が
ることを期待している。ヒト生体試料を扱う
研究者の方々には，それぞれの研究班の成果
をぜひ積極的に活用して頂きたい。また，も
し日本のバイオバンクが使いにくいと感じる
ことがあれば，ぜひ躊躇せずに声を届けて頂
きたい。
　ヒト生体試料を利用しやすくするために日
本に一定数のバイオバンクを維持するには，
それらのバイオバンクが恒常的に利用されて
いないとならない。バイオバンクの利用と維
持は，国際会議や学術雑誌においても繰り返
し議論されている課題である。バイオバンク
が利用されずに保管試料が塩漬けにされたま
まになるのであれば，その維持費を負担する
ことに意義を見出すことは難しい。受益者負
担でバイオバンクを維持するモデルは理想の

1つであるが，バイオバンクは倫理的・法的・
社会的な課題を伴った活動であり，純粋なビ
ジネスとして振る舞うことはできない。他方，
利用者（研究者）の視点からすると，生体試
料を入手する方法は国内のバイオバンクに限
らない。実際に，多くの研究者が海外の商用
バイオバンクなどから生体試料を入手してい
るという現実がある。
　こうした状況を踏まえ，バイオバンクを通
じた研究開発の支援をどう継続していくかは，
生体試料を利用する研究者，バイオバンクを
運営する関係者，そして AMEDなどのファン
ディング機関が協力して解決していく課題で
ある。ここまで読んでくださった方には，ぜ
ひ課題解決の輪に加わって頂きたい。
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