
　1. はじめに

　わが国では，バイオバンク・ジャパン（BBJ），
東北メディカル・メガバンク機構（TMM），ナショ
ナルセンターバイオバンクネットワーク（NCBN）

の 3大バイオバンクを中心に，生体試料バンキン
グにおける研究基盤整備が進められている．近年，
大学病院などの診療施設に併設したバイオバンク
が増加しており，これらの中小規模のバイオバン
クと 3大バンクとの連携による利活用推進が期待
されている．今回，生体試料バンクの歴史が長い
欧州のバイオバンクを視察する機会を得た．本稿
では，バイオバンクの国際標準化に力を入れてい
るドイツ，イギリスのバイオバンクの視察報告と
日本のバイオバンクの現状，課題について，さら
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に筑波大学附属病院つくばヒト組織バイオバンク
センターの取り組みについて紹介したい．

2 ．海外視察

2.1. 目的
　2018年 3月 12～15日の日程で文部科学省「が
んプロフェッショナル養成プラン」採択事業，多
様な新ニーズに対応する「がん専門医人材（がんプ
ロフェッショナル）」養成プラン関東がん専門医療
人養成拠点の活動の一環として欧州の生体試料バ
イオバンクを視察する機会を得た．
　欧州では生体試料を利用して実施される医薬品
開発，疾患研究の成果が国家の経済発展に結びつ
き，生活を豊かにできるという考えが強く，将来
的に使用されることを想定した試料の保存に，国
民の関心と期待が向いている．このような背景か
ら，世界的に有名な英国 UK Biobankを始め，各
国に多くのバイオバンクが設置され，法的・倫理
的事項に関しても整備が進んでいる．日本では，
バイオバンクの設置は進められているものの，バ
ンキング試料の利活用，運営，法的・倫理的事項
については課題が多い．そこで，わが国のバイオ
バンクの活性化に繋げていくことを目的とし，バ
イオバンク先進地である欧州を視察した．今回の
視察では，アカデミアのバイオバンクだけでなく，
収集試料を活用した研究支援を中心に行っている
民間のバイオバンクも訪問することができた．

2.2. アカデミアのバンク
　大学病院が主体となっているアカデミアのバイ
オバンクとして，ドイツのミュンヘン大学，英国
のオックスフォード大学，ロンドン大学を訪れた．
　ミュンヘン大学は人文，社会，理，医学系など
18の学部を擁するバイエルン州立の総合大学で，
2018年の世界大学ランキングでは 34位の名門校
である．バイオバンクは 2000年に外科グループ
が中心となって設立された．現在は 6名の専属の
スタッフが配置され，癌組織の手術検体を収集し
ている．主に若手の外科医が患者への説明・同意
取得を行い，手術で標本が摘出された後に，バイ
オバンクスタッフが手術室で標本を受け取る（図
1）．標本は病理部のある別棟に搬送され，待機し

ている病理医が組織の一部をバンキング用に採取
する．バンキング用の試料は，バイオバンクスタッ
フにより速やかに保存用に調製，凍結される．こ
れは日本のバイオバンクの流れとほぼ同じであっ
た．手術室と組織調製室が別棟にあるため，移動
や着替えが必要になるが，標本が摘出されてから
凍結処理が終わるまで30分から1時間程度であっ
た．外科医，病理医，バイオバンクスタッフの連
携がスムーズに行われていることが印象的であっ
た．試料保存は，公的バイオバンクとして外部へ
提供するためではなく，あくまでも自分達の研究
に使用する目的でバンキングを行っている．ミュ
ンヘン大学では大学でポストを得るために 8本の
原著論文が必要になるという．そこで，研究試料
を適切に管理し，いつでも研究に取りかかれるよ
う体制が整えられているのである1）．
　オックスフォード大学は世界大学ランキング
で，常にトップレベルとして評価される世界有数
の名門大学で，多くの英国首相やノーベル賞受賞
者を輩出している．バイオバンクは 2009年に血
液病理の教授が設立し，院内で採取される大腸癌
や造血器腫瘍等の組織，血液のバンキングを開始
した．2014年より，プロジェクトベースのバン
キングを主体とした generic biobankとなった．
ミュンヘン大学と同様に基本的には内部の研究者
のためのバイオバンクで保存試料は主に学内研究
者が使用しているが，ICF（Informed Consent 

図 1　ミュンヘン大学バイオバンクにおける手術検
体の収集
手術標本摘出後にバイオバンクスタッフが外
科医から標本を受け取り，別棟で待機してい
る病理医が研究用保存部位の切除を行う．標
本摘出から凍結保存されるまでに要する時間
は 30 分から 1 時間程度である．
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Form）は研究目的でバンキングをするという包括
的な内容になっている．学内だけでなく，英国の
あらゆる医学研究に利用される可能性があると記
載され，製薬会社などの企業で利用されることも
ある．また，ICFには，研究の結果，深刻な病気
が分かった場合に通知して欲しいか否か，遺伝子
解析によって自身に影響を与えるような結果が生
じる可能性があることについての同意，さらに試
料を産業利用することについても同意取得の項目
が設けられていた．日本で多く用いられている包
括的同意の様式と比較すると，かなり具体的な内
容が掲げられているように感じた．同意の取得は，
医師が手術や治療の説明を行う際に，試料採取に
ついても簡単に説明を行った後，research nurseが
実施している．項目ごとの同意・不同意の状況に
ついては，コンセントフォーム専用のデータベー
スで管理されている．このデータベースは，ユー
ザーの直接アクセスはできないようになってお
り，biobanker（バイオバンク専属のテクニシャン）
がプロジェクトに応じて条件を選択し，適切な試
料を抽出している．組織試料の調製は，病理医が
サンプリングしたものを biobankerが保存用に
5mm角程度に切り分け凍結保存している（図 2）．
試料そのもののデータ，保存状況は LIMS（Labo-

ratory Information Management System）により管理
されている．バイオバンクの運営に関しては，

UK Biobankと同様に，医学研究支援を目的とす
る公益信託団体ウェルカム・トラストの助成を受
けており，スタッフの給与等が賄われている．日
本では，ウェルカム・トラストのような公益信託
を活用したバイオバンクは馴染みがないが，欧米
では医学研究支援団体の支援で成果を上げている
バイオリソース事業も少なくない．また，具体的
な内容については聞くことができなかったが，試
料採取に携わった医師に対してインセンティブが
付与されることになっている．
　視察最終日に訪問したロンドン大学は，英国王
室の許可を得て設立された大学で英国内でも規模
の大きい国立総合大学である．17のカレッジで
構成されており，その中の 1つである Queen 

Mary University of Londonに設置された Barts Can-

cer Instituteを訪ねた．研究所には学生も含め総勢
400名程が所属しており，バイオバンクに従事し
ているスタッフは 20人とのことであった．英国
には膵癌の試料を収集している Pancreatic Cancer 

Research Fund（PCRF） Tissue Bank，生殖器腫瘍の
試料を収集している Orchid Tissue Bank，乳癌の
試料を収集している Breast Cancer Now Tissue 

Bankの 3つの国営バイオバンクがある．今回の
訪問では PCRF Tissue Bank の責任者である
Hemant教授に話を聞くことができた．PCRF Tis-

sue Bankはロンドンやオックスフォード等，6カ
所の拠点病院で試料を収集しており，Barts Can-

cer Instituteが central bankとなっている．膵癌は
非常に死亡率が高く，術後の予後も悪い傾向にあ
り，早期診断や画期的な治療法の開発が必要であ
るが，英国では膵癌研究のための資金も少なく，
施設により採取法が異なるため研究用の試料を集
めることも困難な状況であった．そこで，膵癌学
会の協力で統一されたプロトコールで試料収集を
行う，世界初となる国レベルの膵癌バンク，
PCRF Tissue Bankが設立された．試料や臨床情報
は治療経過に沿って追加され，試料を使用して実
施された研究成果も含め web上で閲覧できるよ
うになっている．特に研究成果のフィードバック
に力を入れており，研究者に試料を最大限に利活
用してもらい，その情報を集積していくことで研
究の効率化，活性化を図ることを目指している．
同意の取得や試料の管理は各拠点病院に配属され

図 2　オックスフォード大学バイオバンクにおける
手術検体の収集
手術標本から病理医が切除を行った後，bio-
banker が研究保存用に切り分けて凍結保存を
している．切り分けた組織片と保存容器との
対応も管理されており，同一症例中のロット
差（切り分けた組織片間の腫瘍細胞の割合の違
い等）も検証できるようになっている．
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た tissue collection officerが担当している．組織試
料は前述のアカデミアバンクと同様に病理医が採
取を行っている（図 3）．年間で 15課題程度の研
究に対して試料提供を行っており，1課題あたり
の提供サンプル数は多いもので 100サンプル程度
になるとのことであった．
　今回視察したアカデミアバンクで実施している
試料保存，データ管理については日本のバンクと
大きく異なる点は見受けられなかった．いずれの
バンクもプロジェクトベースでのセレクティブな
試料収集から開始しており，広範なバンキングに
関しては消極的であった．試料保存，データ管理
についてはバンキング専属のスタッフが配置され
ていることからも研究用試料の保存・管理を重要
な項目として捉えている姿勢がうかがえる．特に
組織試料の採取には病理医が密に関与しており，
外科医，biobanker，病理医の連携が非常に重要で
あることを再認識した．

2.3. 民間のバンク
　欧米では民間の生体試料バンクが存在する．今
回の視察ではドイツの民間バイオバンクである
Indivumed社を訪問することができた（図 4）．In-

divumed社は 2002年に民間資金で設立された，
生体試料・情報の供給と試料を用いた研究支援を

行う企業である2）．社名は individual medicine に由
来しており，本社はドイツ（ハンブルク）でポーラ
ンド，アメリカ，インドに拠点を持ち，50施設
以上の病院と連携している．従業員は 140人以上
で試料の採取・保存を行う research nurseや，re-

search nurseを教育するための外科医，病理医，
試料を利用した研究支援を実施する研究員などが
いる．ファイザー，メルク，ロシュなどの大手製
薬企業とパートナーシップを持っている他，ドイ
ツ，アメリカの癌研究者がサイエンティフィック
アドバイザーとなっている．設立から 15年以上
が経過しており，運営状況も順調のようだ．設立
後の数年間は倫理規定や SOP（Standard Operation 

Procedure）の作成，試料保存のインフラ整備など
の基盤整備の期間があり，その後，ISO 9001の
取得を経て本格的にコマーシャルバイオバンクが
開始された．この 5年間では連携医療機関を拡大
し，事業を充実させることで収入が増加傾向との
ことであった．今後はさらなる事業拡大，グロー
バルネットワークの構築を目指しているそうであ
る．
　試料の採取，調製は research nurseが行っている．
数年前に訪問したデンマークのバイオバンクでも
組織試料の採取を外科医や病理医ではなく re-

search nurseが行っており，採取部位や採取後の
標本の扱いについて病理技師並みの知識を有して
いた．特に indivumed社の research nurseは徹底し
た研修制度が課せられており，外科医や病理医な
どの専門家から 6か月のトレーニングを受け，会
社で認定されなければならない．連携病院に必ず
しも病理医がいない，または協力が得られないと
いう背景があるのかは定かでないが，research 

nurseが各連携病院に出向いて手術標本の採取を
実施している．驚いたことはほぼ全てのサンプル
が標本摘出から 10分以内に処理（凍結）されてい
ることだ．処理の平均時間は 7.5分で試料は処理
にかかった時間によってグレード分けされてい
る．保存試料は組織だけではなく血清，血漿さら
に尿などもあり，25,000人以上の患者試料が約
650,000サンプル保存されている．試料の品質管
理についてはオリジナルの SOPに基づき管理さ
れている．中身を見ることはできなかったが，か
なりしっかりした厚みの SOPが病理医用に 2冊，

図 3　ロンドン大学 Barts Cancer Institute バイオバ
ンクに設置されている試料保存用冷凍庫
試料保管室には 500ℓ程度のフリーザーが 20
台ほど設置されていた．ロボットフリーザー
や二次元バーコードシステムによる試料の管
理はしていないようであったが，プロジェク
ト（臓器）別にフリーザーが分かれており，試
料の検索がしやすいようになっていた．凍結
組織以外にパラフィンブロックも保存されて
いる．
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テクニシャンとラボワーク用に 15冊作成されて
いた．患者データの収集・管理についても re-

search nurseが中心になって行っている．必要に
応じて患者への術後のヒアリングも実施してお
り，多いものでは 300項目程度の臨床データが付
随されている．試料及び臨床データは患者データ，
病理データ，タンパクデータ，シークエンスデー
タに分類されており，これらの中から必要なもの
を自由に組み合わせて使用できるような仕組みに
なっている．ICFについては既に紹介したオック
スフォードのように試料や臨床データの使用，遺
伝子解析の実施，商業利用まで非常に多くの項目
について意思確認がなされている．
　また，試料のバンキングだけでなく試料を使用
した研究支援に力を入れていることも Indivumed

社の特徴である．パラフィン包埋組織を使った
TMA（Tissue Micro Array）の作製や免疫組織化学
染色，gene mutation profiling，細胞単離など様々
な支援を行っている．研究支援業務を行う実験室
も目的別に部屋が分かれており，セキュリティー
も厳しく（そのためあまり見学することができな
かった）ユーザーとの厳密な秘密保持の下で進め
られているようであった．企業であるため公的資
金の獲得はしておらず，試料やデータ，研究支援
業務のサービスフィーを徴収して運営をしてい
る．収入の内訳についても詳細は聞くことができ
なかったが，研究支援業務に対するサービス
フィーの割合はかなり大きいようであった．Indi-

vumed社の他にも米国の cureline社などで生体試
料の供給以外に研究支援のような副業を並行して
いる企業が存在しており，このような複合型バイ
オバンクは，今後，増えていくかもしれない．日
本では，外部資金に頼らずにはバイオバンクの運
営，維持が難しい状況であることからも，このよ
うな副業を取り入れたスタイルは日本のバイオバ
ンクにとってのロールモデルとなるかもしれな
い．

3 ．わが国の状況

　海外で広い研究室，充実したスタッフ，最新の
データベースを目の当たりにすると，隣の芝生は
青い，というように日本のバイオバンクが遅れを
とっているように感じてしまう．確かに倫理的な
問題，試料の品質維持，情報管理，試料提供の手
続き等，こらから整備していくべき課題は多く
残っているが，現在，日本のバイオバンクはこれ
らの課題を少しずつ解決する方向に進んでいる．
これまでは各バイオバンクが独自に運営をしてお
り，保存試料の利用方法も施設間でまちまちで
あった3）．しかし，この数年で診療施設を併設す
る大学病院を中心にバイオバンクの設置が急増し
ており，バイオバンクを運営する側も利用する側
も，バイオバンクの利用に関するガイドラインの
必要性について声を上げるようになった．このよ
うな背景から，バイオバンク関連の研究会，意見

図 4　ドイツで民間バイオバンクを運営する Indivumed 社
生体試料のバンキングと試料を使用した組織アレイの
作製，免疫染色，シークエンスなどの研究支援にも力
を入れている．
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交換会も盛んに開催されるようになり，参加者も
回を重ねるごとに増加している．近年，バイオバ
ンクや生体試料の品質管理に関して整備が進めら
れた事例としては，日本医療研究開発機構
（AMED）の「ゲノム医療研究支援機能」として開催
されているバイオバンク連絡会，AMEDのホー
ムページ上で公開されている「バイオバンク情報
一覧」，日本病理学会で策定された「ゲノム研究用
病理組織検体取扱い規程」などが挙げられる 4, 5）．
バイオバンク連絡会は試料の付随情報，倫理問題
など毎回テーマが設定されており，バイオバンク
の運営者と利用者の情報・意見交換の場として有
用な会である．バイオバンク情報一覧は，全国の
バイオバンクでどのような種類の試料が収集され
ているか，試料の利用条件や連絡先等が閲覧でき
るようになっている．これらの情報は，近く現在
準備中の「バイオバンク情報横断検索システム」に
移行され，各バイオバンクで保有する試料の詳細
情報が検索可能になる．また，2015年に北海道
大学や岡山大学が中心となって設立したクリニカ
ルバイオバンク研究会が，2018年よりクリニカ
ルバイオバンク学会に移行し規模を拡大してお
り，バイオバンクの運営者，利用者の意識の変化
や関心の高まりがうかがえる6）．

4 ．筑波大学での取り組み

　筑波大学では 2009年より悪性腫瘍の手術標本
を中心に生体試料の収集・保存を開始した．数年
間かけて設備等の基盤整備，運営や試料分譲に関
する規定を定め，2013年より附属病院の一部門
「つくばヒト組織バイオバンクセンター」として，
試料・情報の学内への払出しと企業も含めた外部
機関への試料分譲を開始した 7, 8）．患者への説明，
同意取得（Informed Consent：IC）は診療科の医師
が行い，組織試料のサンプリングは外科医または
病理医が行っている．ICの補助や試料の保存・
管理のために，看護師と臨床検査技師が biobank-

erとして雇用されている．試料の採取から保存ま
での流れは，欧州のバイオバンクとほぼ同じ形で
ある．約 3,000症例の組織試料を保有し，国内で
は中規模のバイオバンクであるが，全国の大学に
先駆けて外部機関への試料の有償分譲を開始し

た．分譲開始からの 5年間で分譲した保存試料は
14件，166症例になる．生体試料の研究利用は，
製薬会社等の企業から強い要望があり，しかも多
くの企業が共同研究ではなく，試料提供同意契約
（Material Transfer Agreement, MTA）による分譲を
希望している．しかし，今まで国内では分譲によ
る試料提供を実施しているバイオバンクはほぼ皆
無であった．このようなことから当院では試料を
外部機関へ分譲する仕組みを作り，保存試料の利
活用を図りたいと考えていた．ところが，実際に
分譲を開始すると，保存試料を分譲するだけでは
対応が困難な，実に様々な要望が寄せられた．保
存試料の外部分譲という道を作れば円滑な事業運
営が進められるという，淡い期待はすぐに霧散し，
バイオバンクを積極的に利用してもらえるような
方策を早急に考えなければならない事態になっ
た．当院バイオバンクでは，腫瘍患者の主に組織
試料を収集して凍結保存しているが，凍結処理を
施す前の新鮮組織，炎症性疾患の組織，組織試料
と同一患者の血液試料の両試料，健常者の試料等，
これまでに収集の対象に考えていなかった試料を
希望するユーザーの真の声を聞くことができた．
そこで，1年間の準備期間を経て，ユーザーの要
望に応じた試料の採取，提供を実施する「オンデ
マンド型」の試料提供を開始することになった．
ユーザーから希望試料についての詳細をヒアリン
グした後，既に保存されている試料で対応できる
か，前向きな採取が必要か，分譲と診療科との共
同研究のどちらの形で提供が可能か等，バイオバ
ンク内での協議を行い関連診療科への交渉を行
う．提供する試料の条件，提供方法等，診療科の
協力が得られた場合は倫理審査申請を行い，承認
後に提供開始となる．オンデマンド型の試料提供
開始を公表してから半年で 20件以上の問い合わ
せを受けている．残念ながら受け入れられない要
望もあるが，可能な限り提供に向けて前向きに進
めている．今後は，当院で先進的に進めたオンデ
マンド型の試料提供スタイルで得た経験や課題
を，国内のバイオバンクで共有して，現在進めら
れている国内バイオバンクの連携・ネットワーク
化に貢献したい．
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5．おわりに

　今回の欧州バイオバンクの視察では，医師や
biobankerら，バイオバンクに携わる研究者の生
体試料バンキングに対する熱意や，試料を提供す
ることに対する患者（国民）の意識について知るこ
とができた．また試料の採取や保存法については，
国内で実施されているプロトコールと差はなく，
試料管理に関する国際標準化には本邦も十分に対
応ができると感じた．国内のバイオバンクも連携
に向けた基盤整備が進んでおり，今後はバイオバ
ンクの利活用が促進されることが大いに期待でき
るであろう．
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