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厚生科学研究費補助金（健康科学総合研究事業） 
分担研究報告書 

 
疫学研究――インフォームド・コンセントと個人情報保護 

 
分担研究者 丸山 英二 神戸大学大学院法学研究科 

 

研究要旨 
 疫学研究の実施に際して遵守されるべきインフォームド・コンセントの要件

について玉腰班ガイドラインの規定に照らして，また，個人情報保護について

個人情報保護法案に照らして考察した。前者の考察に際しては，社会に対して

研究の実情を周知されることの重要性を主張した。 

 
Ⅰ 問題の所在 
 疫学研究の実施に関するガイドラインを考

えるとき，介入研究についてはインフォーム

ド・コンセントの要件の充足の必要性は認め

るが，観察研究に関しては，そのような要件

の充足は不必要ではないかといわれることが

少なくない。また，カルテなどに収められた

既存のデータや保管されている血液や組織な

ど既存の試料1を用いる研究に関しても，イン

フォームド・コンセントの要件の免除の可能

性が問われることが多い。 
 平成 13 年 3 月 3 日に本研究班（「疫学研究
におけるインフォームド・コンセントに関す

るガイドライン案の評価および遺伝子解析を

含めた疫学研究の社会的還元のあり方に関す

る研究」研究班（主任研究者・玉腰暁子））が

開いた公開シンポジウム「どうする？これか

らの疫学研究――インフォームド・コンセン

トと個人情報保護」においても，健康診断に

おいて得られた血液やデータの研究利用をは

じめとして，疫学研究に際してのインフォー

ムド・コンセントの要否に焦点が当てられて

                                                      
1 本稿において「試料」とは，人体に由来す
る血液その他の体液，細胞，組織，臓器など，
及びそれらから作られる標本を総称し，「資
料」とは，試料に加えてカルテなどに収めら
れたデータを含めたものを総称している。 

いた。 
 この問題は，つまるところ，資料の研究利

用の可否を決める権限をだれに，どのような

条件で与えるのが相当か，という問題である

ということができる。 
 研究者側が，インフォームド・コンセント

の省略を求める理由として掲げるものは，公

開シンポで出された意見によると，疫学研究

の大半を占める観察研究では 
① 患者の身体に対する侵襲性がない 
② 健康診断のアンケートや昔とった血液を
しらべるだけである 
③ 何千人、何万人を対象とするので，個別
的にインフォームド・コンセントの手続き

を踏むのは難しい 
④ 同意を求める体制を用意して，断わられ
た場合、資料に偏りが出て，正しい結果が

得られないことがある 
というものであった。前二者は受診者や患者

に特段の危険や不利益がないことを，③は実

施の困難性を，④は科学的に正確な研究結果

から得られる恩恵を人々が享受する意義を，

指摘したものといえよう。 
 
Ⅱ 玉腰班ガイドライン 
１ 規定の概要 
 本研究班（平成 10～11年度における名称は
「疫学研究におけるインフォームド・コンセ
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ントに関する研究と倫理ガイドライン策定」

研究班（主任研究者・玉腰暁子））が平成 12
年 4 月に発表した「疫学研究におけるインフ
ォームド・コンセントに関するガイドライン 
version 1.0」2では，資料収集を，新規に収集

する場合と既存のものを利用する場合とに分

け，さらに，収集される資料に，人の身体に

由来する生体由来試料が含まれる場合と含ま

れない場合とに分けて，それぞれの場合に充

足が要求されるインフォームド・コンセント

の要件を定めている。 
(1) 生体由来試料を含む資料を新規に収集す
る場合については，①「対象候補者に対して

個別に口頭及び文書でインフォームド・コン

セントのプロセスを経なくてはならない」，②

「対象者への受益を目的とした行為（検診・

健診など，少なくとも対象候補者が自分自身

へのメリットを期待して参加する行為）に，

調査研究が付随される場合には，研究として

の部分が含まれていることを対象候補者に明

らかにしたうえでインフォームド・コンセン

トのプロセスを経る必要がある」，と定めてい

る。 
(2) 生体由来試料を含まない資料を新規に収
集する場合については，原則的には，(1)と同
様に口頭及び文書によるインフォームド・コ

ンセントが求められるが，場合によっては，

①対象候補者の集団に対して説明を行うこと，

及び，拒否の機会を保障することをもって足

りるとしている（併せて，(1)の②の要件がこ
の場合にも課される）。 
(3) 既存の資料が利用される場合については，
資料に生体由来試料が含まれる，含まれない

場合に関して，原則として，それぞれ，新規

の収集の場合と同じように，(1)，(2)の要件が

                                                        
2 12 年度から，玉腰班に参加した筆者は，そ
の策定当時，このガイドライン案に対して意
見を述べる機会は与えられたが，研究班には
属していなかった。 

課される。しかし，それが不可能である場合

には，①倫理審査委員会の審査・承認が必要

とされ，②「そのような研究を実施する場合

には，研究の存在を広く社会に知らせ，少な

くとも，当該研究に対して社会的非難がない

ことを確認することが必要である」，と規定さ

れている。 
 
２ 私見 
 上記のような玉腰班ガイドラインの要件に

ついてどのように考えるべきであろうか。 
 新規の資料収集に関する(1)，(2)は適正に充
足されれば問題ないところであろう。 
 もっとも，(2)に関しては，疑問を感じると
ころがないでもない。 (2)の説明において，
「集団に対する説明とは，一度の機会に多数

の対象候補者へ研究に関する情報を伝達し，

拒否の機会を保障する方法を指す」3と述べら

れている。これに従うと，集団に対する説明

の場合，個別的な同意は不可欠ではなく，拒

否の不存在の場合にも要件の充足が認められ

ることになる。しかし，積極的に同意もしな

いし，拒否もしないという場合が考えられ，

拒否の不存在を同意の存在と同視することは

できない。論理的には，集団に対する説明を

容認しながら，同意については，単に拒否の

不存在ではなく，個別的な同意を求める，と

                                                        
3 この説明と，ガイドライン本文中の「研究
者が収集した情報を対象となる個人が直接十
分に知る機会がある場合（例えば，調査票に
よる調査や聞き取りによる調査など）には，
対象候補者に協力を拒否できる機会の保障を
説明した上で，対象候補者の参加行為そのも
のによって同意があったものとみなしてよい。
ただし，対象候補者が知る機会のない情報を
用いる場合には，文書による研究参加同意が
必要である」との関係が問題となる。ここで
は，大部分の研究において，対象者は収集さ
れた情報を知る機会があるものと理解し，文
書同意の要件が当てはまらないものとして論
じている。 
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することも十分にあり得る。しかし，本ガイ

ドラインの策定においては，実質的判断とし

て，生体由来試料が含まれない場合には，個

別的同意は必須ではない，という判断が下さ

れたのであろう。筆者は，その判断は是認さ

れてよいと思うので，本指針の要件は結論的

には妥当なものと考えられる。他面，説明要

件と同意要件を分けて記述したほうが分かり

やすさの点では優っていたのではないかとも

思われるところである。 
 また，集団に対する説明に関しては，「具体

的には，対象候補者を集めて説明を行う機会

の設置，対象候補者が確実に見ることのでき

る公共の場所での情報掲示や印刷物の回覧な

どが考えられる」と説明されている。しかし，

「対象候補者が確実に見ることのできる公共

の場所での情報掲示や印刷物の回覧」で説明

が成立するとするためには，それが厳格に文

言通り運用されることが不可欠の条件となる。

この文に続いて「対象候補者が，研究の内容，

あるいは研究に参加していること自体を知ら

ない状況は，回避されなければならないから

である」とあるので，誤解されることはない

と思われるが，さきの部分だけが取り出され

て形式的に運用され，説明を認識することが

できなかった，したがって，拒否もできなか

った，にもかかわらず研究の対象とされた，

といったインフォームド・コンセントの要件

の形骸化が起こらないように注意したい。 
 (3)，(4)は，研究利用についてインフォーム
ド・コンセントが得られていないか，不十分

である既存資料の研究利用を，倫理審査委員

会の承認で認めて良いかという問題に関わる。 
 既存資料の研究利用の典型は，健康診断や

診療において検査用に採取された血液の残り

を凍結保存したものや，カルテに収められた

データを利用するものである（既存資料とし

ては，さらに，手術で切除された臓器や組織，

病理・行政・法医解剖で得られた標本などが

挙げられる）。 

 健康診断の受診者や診療を求める患者の立

場からいうと，受診の目的は自分の健康状態

のチェックや病気・傷害の治療，健康の回復

である。受診者や患者は，健康状態のチェッ

クや治療のために必要であるということで，

血液検査に応じ，またカルテに記載される情

報を提供する。それらが研究に利用されると

いうことまで想定している受診者・患者はほ

とんどいないと思われる。 
 また，健康診断についての説明・同意書，

診療申込書，手術などに関する説明・同意書

の中に，研究利用について説明をし，同意を

得る欄が設けられていることがある。しかし，

そのような場合でも，どのような目的で，ど

のような利用がなされるかについて，受診者

に正確なイメージを与えることができるとい

えるものは多くはないように思われる。 
 これらのことから，受診者や患者は，自分

自身からの情報や試料を，自分が考えなかっ

た態様で利用されていることになる。そのよ

うな利用が自分由来の資料についてなされて

いることを知らされた場合に，気持ち悪さや

憤りの感情を抱く人は少なくないと思われる。 
 他方，これらの資料の研究利用について，

個別的な説明・同意が要件とされると，研究

の対象となる受診者や患者は，（医療機関，医

師，研究者が過去に入手した）自分由来の資

料を用いた研究が計画されるたびごとに，イ

ンフォームド・コンセントのプロセスに応じ

ることが求められることになる。受診者・患

者の中には，そのような再同意の手続きを煩

瑣なものと感じたり，自分の資料の研究利用

について無関心であったり，あるいは，とく

に異論がない者も少なくないと思われる。 
 また，研究者の側からは，全数を対象とす

ることによって，疾病の頻度，予防・治療の

効果等について正確な情報を得ることができ，

そのような正確な情報は個人の健康管理や公

衆衛生の向上に不可欠であるということが主

張されるであろうし，さらに，既存資料につ



 4 

いて同意が得られないという理由から研究利

用が認められず，新規に資料を集め直すとい

うことになると，効率の点でも，また生体由

来試料の場合には倫理性の点でも，より大き

な問題が起きることも指摘されるところであ

る。 
 このようなことを考えあわせると，既存資

料の研究利用について，最低限満たすべき要

件としては，実体的には，原則として，研究

の実情の周知と拒否権の保障があげられるが，

場合によっては，拒否権を否定することがや

むを得ないないしは必要である，とされる場

合もありうると考えられる。また，手続的に

は，倫理審査委員会の審査・承認ということ

が不可欠であろうし，拒否権を否定する場合

においては，この倫理審査委員会の審査の重

要性は一層重くなるといえる。 
 このように述べると，インフォームド・コ

ンセントを重視する観点からは後退している

ように受取られるかもしれない。しかし，イ

ンフォームド・コンセントの手続きは，研究

者のみならず，研究対象者（対象者となる可

能性がある人も含む。以下同じ）にも負担を

かける側面を有している。集団を対象とする

疫学研究においては，むしろ，重点は研究の

意義，目的，方法，結果など，研究の実情の

周知に置かれるべきであると思われる。 
 筆者の考えでは，人を対象とする研究の倫

理問題を考えるとき，第 1 に避けられなけれ
ばならないことは，（研究上の必要性が認めら

れる例外的場合を除いて）個人に関わる資料

を用いた研究をこっそりと隠密裡に行うこと

である。本人に秘匿してそのような研究を実

施するということは，その人の人間としての

尊厳を踏みにじる行為であると考えられる。

その観点からは，研究対象者に対する研究の

実情に関する情報開示は不可欠であるといえ

る。他方，すべての人が，自分の資料を用い

る研究について強い関心を持つわけではない。

したがって，すべての対象者に詳細な情報を

伝える必要はない。言い換えると，それにつ

いて関心を持ち，詳細な情報入手を希望する

人に対して十分な情報提供を保障すれば足り

ると思われる。 
 半面，関心を持つ対象者に詳細な情報提供

を保障するためには，研究についての情報を

（対象者や対象者となる可能性のある人々だ

けではなく）広く社会に周知させることが必

要である。それなくしては，（情報源を別に持

つ人は別として，また，個別的・集団的な説

明がなされる場合は別として）対象者が研究

について知る端緒がなくなってしまう。また，

拒否権を認めない枠組みで研究を行う場合に

は，当該研究について，社会的承認を得るこ

とが不可欠のように思われる。それを担保す

るためには，研究対象者のみならず，誰であ

っても，研究に関心を持つ人に，それに関す

る情報（希望に応じて詳細な情報）を提供す

る仕組みを用意することが不可欠であると思

われる。 
 結論的にいうと，既存資料を，個別的なイ

ンフォームド・コンセントの手続きや，集団

に対する説明を経ることなく，研究に利用す

るためには，研究の概要を社会に対して周知

させるとともに，詳細な情報の入手を希望す

る者に対してはそれを提供する仕組みを設け

ることが必要である。 
 次に，同意の要否，拒否権の保障の必要性

の問題に移る。筆者は，既存資料については，

さきに述べた社会的周知が徹底される限り，

最低限の要件としては，拒否権の保障で十分

であると考える。拒否権が認められるのは，

本人が生きている間はもちろん本人である。

本人の死後は，遺族に拒否権を認めることが

適切であると思われる。もっとも，本人に保

障される拒否権よりも限定的なものであって

もよいかもしれない。この点は，今後の検討

課題としたい。 
 さらに，研究の必要性と資料の性格との比

較衡量により，全数調査を行う妥当性が認め
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られる研究については，拒否権を否定するも

のを認めて良いと思われる。その場合には，

個別の同意・拒否権の不行使に代えて，研究

に対する社会的承認（少なくとも，社会の多

数が当該研究の実施を非難するということが

ないこと）が不可欠と思われる。社会的承認

を確認する一つの手続きが倫理審査委員会に

よる当該研究の承認であるが，上述のように，

拒否権を否定する研究を承認する場合の倫理

審査委員会の責任はきわめて重いことを強調

したい。 
 インフォームド・コンセントの要件の問題

に関する全体の結論としては，玉腰班ガイド

ラインの定めるところは上述の筆者の見解と

結論において同旨であるといえ，筆者はそれ

に賛同したいと思うものである。 
 
Ⅲ 個人情報保護 
 研究に用いられる資料のうちデータについ

ては，個人識別が可能なものである限り，現

在国会で審議中の「個人情報の保護に関する

法律」（案）（以下，「個人情報保護法」とい

う）の適用を受ける。 
 疫学研究の実施において，顕名の資料や匿

名であっても連結可能な資料が用いられる場

合，個人情報が漏洩することがあってはなら

ないことは当然である。したがって，個人情

報保護法 7 条の「個人情報の取扱いに当たっ
ては，漏えい，滅失，又はき損の防止その他

の安全管理のために必要かつ適切な措置が講

じられるよう配慮されなければならない」と

いう規定が遵守されなければならないことに

問題はない。 
 個人情報保護法においては，個人情報取扱

事業者（以下，「事業者」という）については，

その義務について詳細な規定が置かれており，

またその関係では罰則が定められている。他

方，国の機関や地方公共団体は事業者から除

かれている（2 条 3 項）。また，私立大学など
事業者に該当しうるものであっても，「大学そ

の他の学術研究を目的とする機関若しくは団

体又はそれらに属する者」が「学術研究の用

に供する目的」で個人情報を取り扱うときに

は，事業者関係の規定は適用されないと規定

されている（55条 1項 2号）。 
 したがって，疫学研究自体は，個人情報保

護法の事業者に適用される規定の適用を受け

ることはない。問題になりうるものとして残

ったのは，民間病院がカルテ情報を地域がん

登録事業のために提供することが，カルテの

目的を患者の治療と狭く捉えた場合，事業者

に禁じられた「目的外の取扱い」になり「第

三者提供」になるか，ということであった。

しかし，これについても，目的外の取扱い及

び第三者提供の禁止に対する適用除外が認め

られる場合として，「公衆衛生の向上又は児童

の健全な育成の推進のために特に必要がある

場合であって，本人の同意を得ることが困難

であるとき」を規定した 21 条 3 項 3 号及び
28 条 1 項 3 号の規定が法案に入れられたこと
で対応がなされたということができる。 
 結論的にいえば，現段階においては，個人

情報保護法の制定は疫学研究に重大な直接的

障害となるものではないといえる。 
 
Ⅳ あとがき 
 以上，雑駁ではあるが，インフォームド・

コンセント及び個人情報保護の観点から疫学

研究の問題点を考察した。 
 残された最大の課題は，玉腰班でも重視さ

れており，また上述の卑見でもその重要性を

強調した研究の実情に関する社会的周知の徹

底を図る具体的な方法の開発である。（本稿で

は真正面から取り上げることはしなかった倫

理審査委員会のあり方の問題とともに）今後，

この点について研究を深めたいと思う。 
 


