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個人情報≠遺伝情報の取扱について－各指針の比較検討から 
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１）独立行政法人 医薬基盤研究所 難病・疾患資源研究部 政策・倫理研究室，２）独立行政法人 医薬基盤研究所 難病・疾患資源研究部 難病資源
研究室，３）株式会社エスアールエル 学術企画部 
 

       研究活動，企業活動，医療の分野の指針を整理比較し，個人情報および遺伝情報の適切な取扱いについて考察した． 

遺伝情報 
に係る指針 

適応 
定義 取扱い 

個人情報 遺伝情報 個人情報 遺伝情報 

①「ヒトゲノ
ム指針」 

 

全てのヒトゲノム・遺伝
解析研究（＊臨床検査
及びそれに準ずるヒトゲ
ノム・遺伝解析は除外） 

白血球等の組織を用いてDNAまたは
mRNAから作られた相補DNAの塩基

配列等の構造または機能を解析する
もので，主として生殖細胞系列異変又
は多型を解析する研究 

（体細胞変異，遺伝子発現，タンパク
の構造機能は除外） 

生存する個人に関する情報で
あって，氏名・生年月日を含め
た特定の個人を識別できるも
の（第6-16） 

（＊連結不可能匿名化にした
情報は個人情報に該当しな
い） 

試料・情報を用いて実施される
ヒトゲノム・遺伝子解析研究の
過程を通じて得られ，または既
に医療・情報に付随している子
孫に受け継がれ得る情報で個
人の遺伝的特徴および体質を
示すもの（第7－（4）） 

利用目的の特定，第三者提
供の禁止，不正取得の禁止，
内容の正確性の担保，安全
管理措置，通知・公表・開示・
訂正・利用停止の対応，苦情
対応（OECD8原則） 

第３提供者に対する基本姿勢 
８．遺伝情報の開示 

●遺伝情報の開示の希望があれば
原則開示しなければならない（ただし，
研究の実施に著しい支障を及ぼすお
それがあるときは開示しないことがで
きる） 

②「遺伝学
的検査・診
断に関する
ガイドライン」 

医師等が医療の場にお
いて行う遺伝学的検査・
診断（＊研究は除外） 

●遺伝関連検査のうち分子遺伝学的
検査（DNA/RNA検査） 
●染色体検査 
●遺伝生化学的検査と診断 

生存する個人に関する情
報であって，氏名・生年月
日を含めた特定の個人を
識別できるもの 

遺伝情報の特性として，生涯
変化しない等，不適切に取扱
われた場合社会的不利益がも
たらされる可能性があるもの 

●「個人遺伝情報の取扱」遺伝検査情報は臨床検査情報と同様に診療記
録として記載する（医療情報と同様に扱う） 

●守秘義務があり第三者に公開してはならない，ただし，本人及び血縁者
の健康管理，予防・治療に必要な場合は原則同意のもと開示 
●健康に不利益をきたす恐れがある場合はIRBに諮り意見を聞く 

③「個人遺
伝情報を用
いた事業分
野における
ガイドライン」 

医療・研究・臨試以外
で遺伝子検査・解析・
鑑定等を行う場合 

個人遺伝情報に係る検査，解析およ
び鑑定を行う事業で塩基配列，一塩
基多型，体質検査等の遺伝子検査等
の遺伝子検査，DNA鑑定及び親子鑑
定等のサービス，遺伝子受託解析等 

生存する個人に関する情
報であって，氏名・生年月
日を含めた特定の個人を
識別できるもの 

●遺伝情報；ゲノム指針と同じ 

●『個人遺伝情報』個人情報
のうち，個人の遺伝的特徴や
それに基づく体質を示す情報
のみを言い，個人を識別する
ことが可能で遺伝的特徴やそ
れに基づく体質を示す情報 

8原則の他 

●個人遺伝情報取扱審査委員会の
設置 
●事業計画作成義務 

●個人遺伝情報を取扱うにあたって
はICの一環として，利用目的を特定
しなければならない 

●具体的には厳密に検査の対象と
なる遺伝子を明確にする程度の目
的の特定を行わなければならない 

①ゲノム指針 ④疫学指針 ⑤臨床指針 

（前提条件）IRBの承認・機関長への報告・許可 

ア．連結不可能匿名化して使用 
（対応表を残さない） 

①匿名化されていること（連結不可能又は可能匿
名化であって対応表を有していない） 

イ．連結可能だが対応表を有していないとき
（対応表は別の機関で保有），利用目的の通
知または公開を行った上で使用 

②当該研究の同意のみが得られていないが，当
初の研究計画・目的と相当の関連性が認められ
る場合，利用目的を含む情報を公開して使用 

ウ．当該遺伝解析研究の同意のみがない場
合，当初の研究計画・目的との相当の関連
性が認められるものであれば公開・通知を
行った上で使用 

③上記以外の場合，ア．利用目的の情報公開，イ．
拒否の機会を担保，ウ．公衆衛生に寄与するなど
の要件を満たしていること 

エ．連結可能でも不可能でもない試料・情報 
●不利益が小さい 
●公衆衛生に寄与する 
●他に方法がない 
●拒否の機会の担保 
●同意を得ることが困難 

研究 
研究以外 

医療分野 企業分野 

ゲノム 
解析 

有 

①「ヒトゲノム・遺伝子解析
に関する倫理指針」 

②「医療における遺伝学  
  的検査・診断に関す  
  るガイドライン」 

③「経済産業分野のうち個 
 人遺伝情報を用いた事業  
 分野における個人情報保 
 護ガイドライン」 

ゲノム 
解析 

無 

④「疫学研究に関する 
  倫理指針」 

⑤「臨床研究に関する 
  倫理指針」 

「医療・介護事業者にお
ける個人情報の適切な
取扱いのためのガイドラ
イン（厚生労働省）」 

「個人情報の保護に関
する法律についての経
済産業分野を対象とす

るガイドライン」 

第50条 （1項）個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については，その個人情

報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは，前
章の規定は，適用しない。  ３ 学術研究の用に供する目的  

 

個人情報保護法（基本法） 

（独）第8条（従事者の義務） 

●業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，又は
不当な目的に利用してはならない 
第9条（利用及び提供の制限）除外規定： 
●専ら統計の作成又は学術研究の目的のため 

遺伝情報≠個人情報であるべき 
遺伝情報＝個人情報ではなく 

個人情報 
■氏名 

■生年月日 

■住所 

■遺伝情報 

所属機関ごとに適用される個人情報保護に努めなければならない（従事者義務） 
併せて・・・研究を進めるうえで，以下の該当する指針を遵守しなければならない 

 個人情報保護法ならびに各指針のスキーム 

 
遺伝情報を対象とした指針における適応・定義・取扱い 

現行の指針では・・・事業分野のガイドラインでは個人情報＝遺伝情報 

改正ゲノム指針・・・提供者から遺伝情報の開示希望があれば原則開示 

①ゲノム指針 ④疫学指針 ⑤臨床指針 

ア．連結不可能匿名化 
（対応表を残さない） 

①匿名化されていること（連結不可能又は連結可能
であって対応表を有していない） 

イ．連結可能だが対応表を有していない
とき（対応表は別の機関で保有），利用目
的の通知または公開を行った上で使用 

②連結可能匿名化で使用する場合，ア．利用目的
の通知・公開，イ．拒否の機会を担保した上でIRB
の承認・機関長の許可を得て使用 

③上記以外，IRBの承認・機関長への報告・許可を
得て使用 

遺伝情報を含むヒト由来試料・情報の利用時は，“原則同意”，“公開・通知”，“社会還元” 

●2004年ゲノム指針の改正で，個人情報保護法が定める事業者
の義務等がほぼそのまま取りこまれた．また，今回の改正でも，
個人情報保護法との整合をとるため，遺伝情報の開示が盛り込ま
れた．現行の指針では遺伝情報が個人情報とほぼ同等・等価に
扱われている．遺伝情報のもつ特性（Special Status）を鑑み， 

     ●個人情報の保護に   
     関する法律につい 
   ての経済産業分野を 

   対象とするガイドライン 

●分野ごとの個人情報保護 
に関するガイドライン 

      ●行政機関の保有する 

      個人情報の保護に関す
る法律 

     ●独立行政法人等の保有
する個人情報保護に関する法律 

 
●地方公共団体 
個人情報保護条例 

 

公的 民間 

 
ヒト由来試料・情報の利用について 

Contri‐ 

bution 
Public 

Con‐ 

sent 

既存試料・情報の利用 既存試料・情報の他機関からの利用 

◆『ヒト遺伝情報に関する国際宣言』（2003.10.16） 
INTERNATIONAL DECLARATION ON HUMAN GENETIC DATA 
第4条：特別の地位（Special status） 
(a）ヒト遺伝情報は以下の理由により特別な地位を有する 
（ⅰ）個人に関する遺伝情的体質を予見し得ること 
（ⅱ）世代を超えて，子孫を含めた家族に対して，そしてある場合には関係者が属する集団全体
に対して重大な影響力を有し得ること 
（ⅲ）生物学的試料の収集の時点では必ずしも知られていない情報を有し得ること 
（ⅳ）個人または集団に対する文化的な重要性を有し得ること 

（ｂ）ヒト遺伝情報の機微さには，しかるべき考慮がなされるべきであり，ヒト遺伝情報及び生物
学的情報には適切な水準での保護を確立すべきである  

＊ES・iPS・特定胚を用いる場合は別途定められた指針に準ずる 

＊罰則；（独）不当な利用（刑事罰） 
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 

次のい
ずれか 

●特に研究利用における遺伝情報の 

  取り扱いについて再考すべき． 

全てを 

満たす 

次のい
ずれか 

＜お問い合わせ先＞医薬基盤研究所政策・倫理研究室 

  倉田 真由美 

〒567−0085   茨木市彩都あさぎ7-6-8 

TEL:(072)641-9899 email:mbrdb@nibio.go.jp 
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