※当該案は未定稿につき、内容変更があり得ることにご留意いただきたい。
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遺伝子治療等臨床研究に関する指針
現
第１章
第一

行

総則
目的（略）

第二 用語の定義
一 ～ 一六 （略）
十七 この指針におい て「個人 情報」とは、生存す る個人に関 する
情報であって、当該情報に 含ま れる氏名、生年月日その他 の記
述等により特定の個人 を識別 することができるもの をいい、他
の情報と容易に照合す ること ができ、それによ り特定の個人 を
識別することができる ことと なるものを含む。

十八

この指針におい て「個 人情報等」とは、個人 情報に 加えて、
死者について特定の個人を識別することができる情報を含め
たものをいう。

改
第１章
第一

新旧対照表（案）
訂

案

備考欄

総則
目的（略）

第二 用語の定義
一 ～ 一六 （略）
一七 こ の指針 において 「個 人情報」 とは、 生存する 個人 に関する
情報であって、次に掲 げるい ずれかに該当するもの をいう 。
①当該情 報に含 まれる 氏名、 生年月日 その他 の記述 等（文 書、
図画若し くは電 磁的記 録（電 磁的方式 （電子 的方式 、磁気 的
方式その 他人の 知覚に よって は認識す ること ができ ない方 式
をいう。）で 作られ る記録 をい う。）に記載 され、 若しく は記
録され、 又は音 声、動 作その 他の方法 を用い て表さ れた一 切
の事項（ 個人識 別符号 を除く。）をいう。） により 特定の 個人
を識別す ること ができ るもの （他の情 報と照 合する ことが で
き、それ により 特定の 個人を 識別する ことが できる ことと な
るものを含む。）
②個人識別符号が含ま れるも の

※改正個情法２条１項、改正行個法・独
個法２条２項に対応。

一八

こ の指針 において 「個 人情報等 」とは 、個人情 報に 加えて、
死者につ いて特 定の個 人を識 別するこ とがで きる情 報を含 めた
ものをいう。

※改正個情法４０条における「個人情報
等」とは定義が異なる 。

一九

こ の指針 において 「個 人識別符 号」と は次に掲 げる いずれか
に該当する文字、番号 、記号 その他の符号をいう。
①特定の個人の身体の 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
②個人に 提供 される 役務の 利 用若しく は個 人に販 売され る 商品
の購入に 関し 割り当 てられ 、 又は人に 発行 される カード そ の
他の書類 に記 載され 、若し く は電磁的 方式 により 記録さ れ た
文字、番 号、 記号そ の他の 符 号であっ て、 その利 用者若 し く
は購入者 又は 発行を 受ける 者 ごとに異 なる ものと なるよ う に
割り当て られ 、又は 記載さ れ 、若しく は記 録され ること に よ

※改正個情法２条２項、改正行個法・独
個法２条３項に対応。個人識別符号につ
いての具体的な内容はガイダンス等にお
いて定める。

1

現

行

改

訂

案

備考欄

り、特定 の利 用者若 しくは 購 入者又は 発行 を受け る者を 識 別
することができるもの
十九

この指針におい て「匿名 化」とは、特定の個人（死者を 含む。
以 下 同 じ 。） を 識 別 す る こ と が で き る こ と と な る 記 述 等 の 全 部
又は一部を取り除き 、代わりに 当該個人と関わりのな い符合 又
は番号を付すこという 。
なお、個人情報等のうち、それ 自体では特定の個人を 識別す
ることができないもの であっ ても、他で入手で きる情報と照 合
すること により特定の個人を識別することができる場合に
は、照合に必要な情報の全 部又 は一部を取り除いて、特定 の個
人を識別することができないようにすることを含むものとす
る。

二十

二十

この指針におい て「連結 可能匿名化」とは、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。

（削除）

二十一
第三
第２章

～

適用範囲

二四

（ 略）

～

第十一

二十二
被験者の選定（略）

研究者等の責 務等
研究計画書

第３章

倫理審査委員 会

第４章

インフォーム ド・コ ンセント等

第５章

第十一

被験者の選定（略）

研究者等の責 務等
研究計画書
倫理審査委員 会
インフォーム ド・コ ンセント等

（略）
厚生労働大臣 の意見 等

第６章

（略）
第７章

～

（略）

（略）

（略）
第６章

適用範囲

二十五

（略）

（略）
第５章

～

（略）

（略）
第４章

第三
第２章

（略）
第３章

この指針におい て「匿名 化」とは、特定の 個人（死者を 含む。
以下同じ。）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 部を取り 除くこ とをい い、代 わり
に当該個人と関わりの ない符 合又は番号を付すこと を含む 。

厚生労働大臣 の意見 等

（略）
個人情報等

第二十七 個人情報等 に係る 基本的責務
第二十八 安全管理（ 略）
第二十九 保有する個 人情報 の開示等
一 （略）
二 開示等への求めの 対応

第７章
（略）

個人情報等

第二十七 個人情報等 に係る 基本的責務
第二十八 安全管理（ 略）
第二十九 保有する個 人情報 の開示等
一 （略）
二 開示等への求めの 対応

2

（略）

現

行

改

訂

案

１ ～ ５ （略）
６ 研究機関の長は、本人等から、匿名化されていない試料・情
報であってその本人を識別することができるものが第二十二
の規定に反して他の研究機関（共同研究機関を含む。以下同
じ 。） に 提 供 さ れ て い る と い う 理 由 に よ っ て 、 当 該 試 料 ・ 情 報
の他の研究機関への提 供の停 止を求められた場合で あって、そ
の求めが適正と認めら れると きは、遅滞なく、当 該試料・情報
の他の研究機関への提 供を停 止しなければならない 。ただ し、
当該試料・情報の他の研究機関 への提供を停止するこ とが困 難
な場合であって、当該本人の権 利利益を保護するため 必要な こ
れに代わるべき措置を とると きは、この限りでない 。

１ ～ ５ （略）
６ 研究機関の 長は、本人 等か ら、特定の個人を 識別すること がで
きる試料 ・情報 であっ てその 本人を識 別する ことが できる もの
が第二十二の規定に反 して他 の研究機関（共 同研究機関を含 む。
以下同じ。）に提供さ れている という理由によって 、当 該 試 料 ・
情報の他の研究機関への提供の停止を求められた場合であっ
て、その求めが適正と 認められ るときは、遅滞なく、当該試料 ・
情報の他 の研究 機関へ の提供 を停止し なけれ ばなら ない。 ただ
し、当該 試料・ 情報の 他の研 究機関へ の提供 を停止 するこ とが
困難な場 合であ って、 当該本 人の権利 利益を 保護す るため 必要
なこれに代わるべき措 置をと るときは、この限りで ない。

７ 研究機関の長は、６の規定により提供の停止を求められた匿名
化されていない試料・情報の 全 部又は一部について、他の研 究 機
関への提供を停止した場合又は他の研究機関への提供を停止し
ない旨の決定をした場 合には、請求者に対し、遅滞な く、その 旨
を通知しなければなら ない。ま た、他の研究機関への提供を 停 止
しない旨を通知する場合又は他の研究機関への提供の停止と異
なる措置をとる旨を通 知する 場合には、請求者に対し、その 理由
を説明し、理解を得る よう努 めなければならない。

７ 研究機関の 長は、６の規定 により提供の停止を求 められ た特定
の個人を 識別す ること ができ る試料・ 情報の 全部又 は一部 につ
いて、他 の研究 機関へ の提供 を停止し た場合 又は他 の研究 機関
への提供を停止しない 旨の決 定をした場合には 、請求者に対 し、
遅滞なく 、その 旨を通 知しな ければな らない 。また 、他の 研究
機関への 提供を 停止し ない旨 を通知す る場合 又は他 の研究 機関
への提供 の停止 と異な る措置 をとる旨 を通知 する場 合には 、請
求者に対 し、そ の理由 を説明 し、理解 を得る よう努 めなけ れば
ならない。

８

～

第８章

９

（略）

重篤な有害事 象への 対応

（略）
第９章
第三十一

８
第８章

～

９

（略）

重篤な有害事 象への 対応

（略）
研究の信頼性 確保
利益相反の 管理（ 略）

第三十二 研究に係る 試料及 び情報等の保管
一 ～ 四 （略）
五 研究責任者は、被験者が将来新たに病原体に感染した場合等
に、その原因が遺伝子 治療等臨 床研究に起因するかど うかを 明ら
かにするため、最終産物を一 定 期間保管するとともに、当該 被 験
者に最終産物を投与する前後の血清等の試料及び情報等につい
て、総括報告書を研究 機関の長 及び総括責任者に提出 した日 から
少なくとも 10 年以上の必 要と される期間保存するも のとす る。
また、研究機関の長 は、当該期 間、最終産物等が適 切に保管さ
れるよう必要な監督を 行わな ければならない。また、連結可 能匿

第９章
第三十一

研究の信頼性 確保
利益相反の 管理（ 略）

第三十二 研究に係る 試料及 び情報等の保管
一 ～ 四 （略）
五 研究責任者は 、被験者が将 来新たに病原体に感染 した場 合等に、
その原因 が遺伝 子治療等 臨床 研究に起 因する かどうか を明 らかに
するため 、最終 産物を一 定期 間保管す るとと もに、当 該被 験者に
最終産物 を投与 する前後 の血 清等の試 料及び 情報等に つい て、総
括報告書 を研究 機関の長 及び 総括責任 者に提 出した日 から 少なく
とも 10 年以上の必要とさ れる 期間保存するものとす る。
また、研 究機関 の長は 、当該 期間、最 終産物 等が適 切に保 管さ
れるよう 必要な 監督を 行わな ければな らない 。また 、匿名 化され

3

備考欄

現

行

改

名化された情報につい て、当該 研究機関が対応表を保 管する 場合
には、対応表の保管に ついて も同様とする。

六

研究機関の長は 、被験者等 から取得された試料及 び情報 等を廃
棄する場合には、匿名 化される よう必要な監督を行わ なけれ ばな
らない。

訂

案

備考欄

た情報に ついて 、対応 表（匿 名化され た情報 から、 必要な 場合に
研究対象 者と新 たに付 された 符号又は 番号を 照合す ること ができ
るようにするものをい う。）が 作成されている場合で あって、当該
研究機関 が対応 表を保 管する 場合には 、対応 表の保 管につ いても
同様とする。
六

研究 機関の 長は、被 験者 等から取 得され た試料及 び情 報等を廃
棄する場 合には 、匿名化 され るよう必 要な監 督を行わ なけ ればな
らない。

第三十三

モニタリン グ及び 監査 （略）

第三十三

モニタリン グ及び 監査 （略）

第１０章

雑則

第１０章

雑則

第三十四 啓発普及
研究者は、あらゆる機会を利用して遺伝子治療等臨床研究に関
し、情報の提供等啓発 普及に 努めるものとする。

第三十四 啓発普及
研究者は、あらゆ る機会を利用 して遺伝子治療等臨床 研究に 関し、
情報の提供等啓発普及 に努め るものとする。

第三十五 施行期日
この指針は、平成二十 七年十 月一日から施行する。

第三十五 施行期日
この指針は、平成●● 年●月 ●日から施行する。

第三十六 経過措置
この指針の施行前に廃止前の遺伝子治療臨床研究に関する指針
（平成 16 年文部科学省・厚 生 労働省告示第２号）等の規 定に よっ
てした手続その他の行 為であ って、この指針に 相当の規定が あるも
のは、この指針の相当 の規定 によってしたものとみ なす。
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改正個情法の施行日と あわせ る。

