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Foreword by Prof. Sir Kenneth Calman and Mr David Ardron
ケネス・カルマン卿とデービット・アルドロン氏による序文

We are pleased to introduce this template for access policy development, which is the result of a
joint initiative between the National Cancer Research Institute, the National Cancer Intelligence
Network and onCore UK, and which has been informed by wide consultation amongst NCRI
members and other interested parties. The creation of an access policy can be daunting; it is
often easier to say no to sharing, and avoid the difficulty, than to venture to say yes. But there is
a great deal to be gained if we can all say yes more often.
試料等の利用方針の作成に関するこの雛形を紹介することはわれわれの喜びである。この雛形
は、英国国立がん研究所（NCRI）と国立がん情報ネットワーク（NCIN）、英国オンコア
（onCore UK）の共同作業の成果である。また本雛形については広範な NCRI のメンバーおよび
本件に関心を寄せる他の関係者から情報や意見提供を受けた。利用の方針を作ることは非常に
難しい作業であることが多い。一般には、試料等の共有に Yes というよりは、困難を避けて共
有に対して No と言う方が簡単である。しかし、もしより多くの場合に試料等の共有に Yes とい
うことができるなら、われわれは多くのものを得ることができる。

訳者注：本文書では、「試料」と「情報」はすべて、「ヒト試料」と「病歴情報」を意味する。
また、それらをまとめて「試料等」とする

When we ask them, cancer patients are often surprised or even dismayed by how little use we
make of their samples and information. Informed consent remains the gold standard and we
must not assume that we know how individual patients would wish their samples and data to be
used and shared. Where patients give consent, we have an ethical duty to generate the most
knowledge possible from the data and samples they provide. The goal of this document is to
enable the responsible sharing of data and samples for the benefit of all: patients, the public and
researchers.
がん患者から提供された試料や情報のほとんど一部しか利用できないということを聞くと、多
くのがん患者はがっかりしたり、意気消沈する。インフォームド・コンセントはゴールデン・
スタンダードであり、我々は一人ひとりの患者が自分の試料や情報がどのように利用され、共
有されることを望んでいるのかについて知っていると考えるべきではない。患者が承諾を与え
た場合、我々は提供された情報と試料から可能な限り最大限の知識を生み出す倫理的な務めを
負っている。この文書の目的は、患者、一般市民、そして研究者というすべての人々の利益の
ために、情報や試料について責任を持って共有できるようにすることである。
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While the use of personal data and biosamples for research is subject to statutory regulation
there is scope, within the regulatory framework, for individual institutions to work together and
harmonise their individual policies and practice for the sharing of such resources. The
opportunities for this were highlighted in a 2006 report 1 to two NCRI partners, the Medical
Research Council and the Wellcome Trust, by Dr William Lowrance, who has also contributed to
developing this template. Greater harmonisation will enable the linking of resources to open up
new avenues of research, and to avoid unnecessary duplication. As a step in this direction,
example terms, which may be adapted or adopted as appropriate, are provided throughout this
document.
個人情報とヒト試料の研究利用は法的規制の対象であるが、そのような生物資源を共有するに
当たり、個々の研究機関が協力し、それぞれの方針や実務を調和させるために、規制枠組みに
は調整できる自由な余地がある。この好都合な諸点については、NCRI の 2 つの出資者である
Medical Research Council（MRC、医学研究評議会）と Wellcome Trust（WT、 ウエルカム財
団）に対して Dr. William Lowrance が 2006 年に発表した報告書において強調されている。彼は
本雛形の作成にも貢献した。より大きな相互連携によって資源を研究の新しい方向へ供給し、
不必要な重複を避けることが達成できる。この方向へ踏み出す一歩として、雛形となる表現を
適切に選び出し、また翻案して、本文書の全体にわたり提供した。

In producing this document, we have worked closely with the Information Commissioner’s Office,
the National Information Governance Board and the National Research Ethics Service.
Circumstances of individual collections will vary, however, and if users of the template have
queries about regulatory compliance they should seek advice from the relevant authority directly.
この文書の作成にあたり、われわれは Information Commissioner’s Office（ICO、英国情報管理
官事務所）, the National Information Governance Board （NIGB、英国情報ガバナンス委員会）
そして National Research Ethics Service（NRES、英国国立研究倫理機構）と緊密に連携した。
しかし、個々のコレクションの事情は異なっているので、この雛形の利用者が規制の遵守につ
いて疑問をもった場合には、その問題を担当する規制当局に直接助言を求めるべきである。

This template aims to provide a practical starting point for preparation of an access policy, rather
than to add to the myriad guidelines that already exist, though these are valuable and many have
been referenced. We aim to plot a course through the forest of regulation and guidance so that
organisations can be confident that there is nothing major they have overlooked. We hope that
the template will be used by those who need to develop a policy for access to their collections, by

1

Lowrance W.W., Access to Collections of Data and Materials for Health Research, 2006
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those who already have a policy and might find areas for improvement or clarification, by
research funders, and by those involved with government policy and regulation. We hope too that
it will be useful to those outside the cancer research community, as the principles involved are
not specific to cancer. Finally, we want this resource to stimulate thought and debate. We have
published it as an open draft; please let us know what you think and we will evolve it further in
response to your experience and any regulatory changes.
本雛形の目的は、利用方針を作成するにあたり、実務的な準備の開始点を提供することであり、
すでに存在する多種多様なガイドラインにさらに何かを加えようとするものではない。とはい
え、それらのガイドラインは利用価値のあるものであり、その多くについては参考文献に示し
てある。我々は、規制やガイドラインの林立状態から抜け出る筋道を示すことで、研究機関が
大きな問題を見逃さない自信をもつことを目的としている。我々は、本雛形が、自分たちのコ
レクションの利用方針を作成する必要がある人々や、すでに方針を持っていて、それらをより
よいものに改訂し、より明瞭にすべき領域を見つけた人々や、研究助成機関や、政府の政策や
規制に関わる人々によって利用されることを望んでいる。また、我々は、此処で示される原則
はがんに限られたものではないので、この雛形ががん研究者社会以外の人たちにとっても有用
であることを望んでいる。最後に、我々はこの文書がこの問題についての検討や議論を刺激す
ることを願っている。我々はこの雛形を開かれた文書として公開する。この雛形についてどの
ように考えるかということをお伝えいただきたい。我々はあなた方の経験とあらゆるの規制の
変化に対応するようにこの雛形をさらに発展させていくつもりである。

Professor Sir Kenneth Calman
Chair, NCRI

Mr David Ardron
Chair, NCRI Consumer Liaison Group
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Introduction
概要

1.

Background

背景
1.1.

There is growing awareness that without the sharing of data and samples, medical
research will become increasingly wasteful of resources. Funds will be spent on
unnecessary duplication of research or the collection of new data when existing data
could serve the purpose just as well 2,3. The public expects that money collected through
taxes or charitable giving will be used wisely 4,5, and this has created an imperative for
more effective sharing of data and samples.

医療情報やヒト試料の共有がなされないことにより、医学研究においてますます無駄が多くな
るという認識が高まりつつある。すでに集められている情報が、その研究目的に十分使えるも
のである場合には、必要のない研究の重複や新しい情報の収集への研究助成は無駄遣いとなる
だろう。市民は税金や募金を通じて集められた資金が賢く使われることを期待している。そし
て、この期待に応えるためには、より効率的に情報と試料を共有する責務が課せられている。

1.2.

At the same time it is recognised that there must be safeguards around the movement of
samples and data, to protect the interests of the individual donors or data subjects.
These are provided by a regulatory and ethical framework which, among other things,
sets the boundaries for access. Within these boundaries it is incumbent on institutions to
minimise the barriers to research that has the greater public good as its ultimate aim.

同時に、個々の試料提供者や情報提供者の権利を保護するために、試料や情報の移動における
安全管理措置の存在が必須である。これらの安全管理措置は、とりわけ、利用の制限を設定す
る規制や倫理的な枠組みによって提供される。研究機関はこれらの制限の範囲内で、研究が究
極の目的とする、より大きな公共善のために、研究に対する障害を最小化する義務を負う。

2

OECD, Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding, 2007
National Institutes of Health, Final NIH Statement on Sharing Research Data, 2003
4
HM Treasury, Managing Public Money, 2008
5
The Charity Commission, Charities and Public Benefit. 2008
3
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1.3.

In this context, the National Cancer Research Institute (NCRI), together with onCore UK
and the National Cancer Intelligence Network (NCIN), ran a consultation on ‘Access to
Samples and Data for Cancer Research’ from August to October 2008. The consultation
received responses from research funders, regulatory bodies and biobanks, as well as
individual researchers, healthcare professionals and patient representatives. These
responses have been summarised in a document available from the NCRI 6, and they
have been used to inform the development of this template.

このような背景の基に、英国国立がん研究所（NCRI）は、英国オンコア（onCore UK） や国立
がん情報ネットワーク（NCIN）と連携して、2008 年 8 月から 10 月にかけて「がん研究におけ
る試料と情報の利用」についてのコンサルテーションを行った。コンサルテーションには、
個々の研究者、保健管理専門家、患者代表者とともに、研究助成機関、規制機関、バイオバン
クからの回答が届いた。これらの回答の要約は、NCRI から入手可能である。また、これらの回
答は本雛形の作成に情報や意見を提供するために利用された。

2.

Aim

目的

2.1.

The aim of this document is to provide a template for access policy development that can
be considered for adaptation to their purposes by a variety of individual funding and
research organisations.

本文書の目的は、多様な個々の研究助成機関や研究機関の目的に対応することのできる利用方
針を作成するための雛形を提供することである。

2.2.

The exercise is not intended to impose policy and practice but rather to provide a
practical instrument which (i) reflects established good practice principles, (ii) can be
tailored to particular circumstances, and (iii) helps avoid unnecessary duplication of effort.

この文書の任務は、方針や実務を押し付けるものではなく、実際的な道具を提供するものであ
る。その道具とは、１）すでに確立されている実務要領の原則を反映するものであり、２）実
際的な環境に合わせて仕立てることができ、そして３）必要の無い努力が繰り返されることを
避けることを助けるものである。

6

NCRI, Summary of responses to consultation on ‘Access to Samples and Data for Cancer Research’, 2009
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2.3.

This version of the document is published as an open draft for consultation and will be
updated based on comments received. If you have any suggestions or comments on the
document please send them to access@ncri.org.uk or use the form available from the
access pages of the NCRI website.

本文章のこの版は、自由に入手できる原案として公表し、批判や意見を受けて改版される。も
し、この文書について、提案や批判がある場合には、access@ncri.org.ukにメールを送るか、或
いはNCRIのホームページのアクセスページから入手できる様式を利用してください。
http://www.ncri.org.uk/includes/publications/pressreleases/Press_release_Access.pdf（プレスリ
リース）

3.

Scope and Applicability

範囲と適応

3.1.

The template concerns access to data and/or samples that have already been collected
and are being held. Samples may include tumour tissue, healthy tissue, or body fluids;
they may be from healthy people or from patients.

この雛形は、すでに収集され、保存されている情報と/或いは試料の利用に関するものである。
試料としては、健常人或いは患者由来のがん組織、正常組織、又は体液がある。

3.2.

It does not cover the initial collection and holding of samples or data per se. However,
where appropriate, it does take account of the interests of organisations and individuals
who contributed to the forming of the collection, as well as the interests of those whose
samples or data are included, and the wider public.

この文書は、試料と情報についての最初に行われる収集や保管、それ自体について扱うもので
はない。しかし、適切な場合には、コレクションの形成に寄与する研究機関や個人の利益だけ
でなく、試料や情報を提供した人たちの、また、より広範な市民の利益について考慮した。

3.3.

Although the initial creation of a collection is not addressed, it should be emphasised that
access considerations need addressing at the earliest possible stage. This will, for
example, ensure that appropriate consent is gained to cover both the primary purpose of
the collection and to allow sharing of samples and data. Much of what follows is

11

dependent on the nature of consent originally obtained. Broader advice on the creation of
a collection can be obtained from other sources such as the Medical Research Council’s
Data and Tissues Toolkit (see Appendix A for details of this and other useful resources).
最初に行われるコレクションの立ち上げについては取り扱っていないが、利用に当たっての問
題点について、できる限り早い時期に考えるべきことを強調すべきである。例えば、コレクシ
ョンの主な所期の目的とその後の試料と情報の共有の許可について適切な承諾を確実に得るこ
となどがあげられる。それに続く多くのことが、もともと得られた承諾の性質に依存する。コ
レクションの立ち上げに関する広範な勧告は、例えば医学研究評議会（MRC）の「情報と組織
のツールキット」のような他の情報源から得ることができる（このサイトについてや他の有用
な情報源の詳細については、付録 A を参照）。
3.4.

This template document is mainly intended to apply to data or samples whose collection
has been supported through public funding either by government bodies or charity. In
granting access to such collections there is a special need to balance the public interest
with the interests of the originator/funder and the patient. It is hoped that the issues
rehearsed here will also be of value to other organisations, both commercial and not-forprofit.

この雛形文書は、政府や非営利団体の公的助成による情報或いは試料のコレクションに適用す
ることを主な目的としている。そのようなコレクションが他者からの利用を受け入れるに当た
って、コレクションの創設者と助成機関、そして患者という 3 者の利益について、公益とのバ
ランスを採ることが特に必要となる。ここで詳しく述べられている問題は、他の研究機関－営
利企業や非営利団体の両方－にとっても価値があることを期待している。

3.5.

The data or samples to be accessed may have been collected expressly for research as
the primary purpose, or they may have been collected for another purpose, such as
healthcare, whilst having the potential for secondary use in research. Although this
template has been prepared primarily for cancer research, it should be equally applicable
to other areas of research.

利用される情報と試料は、所期の目的として明確に研究のために収集されたものであるか、或
いは他の目的で収集されたものであろう。例えば健康管理の目的で収集され、研究に 2 次的に
利用される場合のように。この雛形が元来はがん研究のために作成されたものであるが、他の
研究分野にとっても同じように適用可能であるはずだ。
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4.

Structure and use of the template document

本文書の構成と雛形文書の使い方

4.1.

The main body of this document describes the principal topics that may be encountered
in the development of an access policy and some of the considerations that may
influence that policy. The second part of the document covers the development of the
data access or and material transfer agreements (MTA) that would be based on the
policy.

この文書の本体は、利用方針を作成する際に直面する重要な論点、及び利用方針に影響を与え
る可能性のある考慮すべきいくつかの点について述べている。この文書の後半の部分では、こ
こで述べる利用方針に沿った情報利用や試料等移転合意文書（MTA）の作成について述べる
（本版では割愛）。

4.2.

Each section includes example terms for inclusion in a policy or agreement, as shown
here.

それぞれの章において、この文書で示した利用方針や合意文書に使うことができる例文を、以
下のように示した。

Example policy terms:
方針に使える表現の例
Example language for use in an access policy is included in each section, with variations
suitable for collections of differing types or situations. Points where collection specific
information should be inserted are indicated in square brackets: [Collection specific
details].
利用方針で使うことができる表現の例を、タイプや状況が異なる様々なコレクションに適
した形で、それぞれの章に示した。そのコレクションに特化した情報を挿入すべきところ
は角括弧で示した[ そのコレクションに特異的な詳細について]。
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The material in this document, including the example material transfer agreement, is for
information only and is not intended to constitute a definitive or complete statement of the
law on any subject, nor is it intended to constitute any form of legal advice.
MTA の例を含め、この文書に含まれている資料は参考情報に過ぎず、いかなるテーマの
法律についても決定的な、或いは完成したものを目指したものではない。また、どのよう
な形でも法に立脚した助言を目指そうとしたものでもない。

You should not use or otherwise view the content of this document as a substitute for
obtaining your own specific legal advice. If you wish to use the content of this document in
any jurisdiction other than the UK, we would strongly suggest that that you obtain your own
specific local legal advice before proceeding.
この文書の内容を、あなた自身の具体的な状況に応じた法律的な助言の替わりとして利用
したり、或いはそのようなものとして捉えてはならない。英国以外の法体系においてこの
文書の内容を利用しようとする場合には、そのようなことをする前に、その国独自の法に
基づく助言を求めることを強く勧める。

Although we try to ensure that the information in this document is accurate, we cannot be
held responsible for any reliance that you place on it and we give you no warranty or
assurance in that respect.
我々はこの文書の情報を正確なものとするように努めた。しかし、我々は、この文書に対
するどのような信頼に対しても責任を取りえないし、また、どのような保証をするもので
もない。
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Part I. Template list of access policy terms
利用方針の用語に関する雛形のリスト

5.

Terminology

用語解説

5.1.

The first part of this document defines a series of terms that will be used throughout. Not
all of these will be required in any particular access policy but it may be helpful to include
the most relevant. A glossary and list of abbreviations is provided in Appendix B.

最初の部分は、この文書全体で利用される一連の表現について定義する。これらすべてが、あ
る特定の利用方針に必要であるわけではないが、もっとも実質的に価値のある表現を書き込む
ことは助けになるだろう。用語解説と略語のリストは補遺 B に提供する。

5.2.

In what follows, ‘Collection’ denotes any dataset, including summary datasets, or set of
human samples with associated data, that may be offered for research to investigators
(‘Recipients’) beyond the ‘Originator’ i.e. the person or leader of the team who collected
the data and/or samples.

「コレクション」とは要約データセットを含むすべてのデータセット、或いは添付情報がつい
たヒト試料を意味する。これらのものは、情報と/或いは試料の収集にかかわる個人或いはその
チームの指導者である創設者から、研究者（受領者）に研究のために提供することが許されて
いる。

5.3.

The originator may have compiled the collection:

創設者は、以下の目的でコレクションを始めることができる
i.

For a specific, focused research project, or

ある具体的な絞りこまれた目的をもつ研究計画のために、或いは
ii.

For use as a broad research resource by others, or

他の研究者が広範な研究資源として利用するために、或いは
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iii.

For health service provision, planning or policy.

保健サービスの提供、計画立案または方針作成のために。

5.4.

A further distinction can be made between collections that are easily replenished or
inexhaustible and those that are rare and depletable.

簡単に補充できたり資源がなくなることの無いコレクションと、稀少であって、使いきられて
しまうコレクションというように、さらなる分類をすることができる。

5.5.

The ‘Custodian’ is the person, organisation, body or committee, who has formal
responsibility for the collection at the time a request for access is received. The custodian
is accountable for maintaining the integrity and security of the collection and for providing
access under whatever governance terms may be in place. The custodian may or may
not be the same person as the originator.

「管理責任者」とは、利用の申請があった時点で、そのコレクションについて公式に責任を持
つ個人、機関、法人或いは委員会である。管理責任者は、どのようなガバナンスの条件にあっ
ても、そのコレクションの完全性と情報保護の維持についてと、利用のための提供について説
明責任がある。管理責任者は、そのコレクションの創設者と、同一の場合も、異なる場合もあ
る。

5.6.

The ‘Requestor’ is an individual or group seeking access to data and/or samples. Once
access has been granted, a requestor becomes a ‘Recipient’.

「利用申請者」とは、その情報と/或いは試料について利用を求める個人或いは集団である。一
旦利用が認められると、利用申請者は「受領者」となる。

5.7.

There is no consistent term in use for individuals who provide samples or to whom data
may apply. ‘Donor’ is frequently used in respect of samples and ‘Data subject’ in respect
of data. Since in the UK the regulations and principles governing data are different from
those applying to tissue samples, both of these terms are used in this document.

試料を提供する人或いは情報が提供される人たちについて、一貫した表現はない。試料の場合
は「提供者」といいう表現が良く使われ、情報の場合は「情報提供者」という表現がよく利用
される。英国では情報の管理体制に関わる規制と原則は、組織試料に適用される規制と原則と
異なるため、本文書では、この 2 つの表現を用いる。
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5.8.

When considering data protection issues, the term ‘Transfer’ generally refers to
international transfers of personal data. Throughout this document, however, it is used in
its most general sense to include all transfers of data between parties. Further guidance
on transfers of personal data is available from the Information Commissioner’s Office
(ICO) 7.

個人情報保護の問題を考える場合には、「移転（transfer）」という表現は、一般的には個人情
報の国際的な移転を意味する。しかし、この文書全体にわたって、それは当事者間のすべての
移転を含む、最も一般的な意味で用いられる。個人情報の移転に関する更なるガイダンスは英
国情報管理官事務所（ICO）から得ることができる。

5.9.

In some contexts it may be necessary to define ‘Research’. For example, research
requires ethics approval while audit and service evaluation do not.

The National

Research Ethics Service (NRES) has published outline guidance on the distinction
between research, clinical audit and service evaluation 8.
ある背景の下では、「研究」についての定義が必要であるだろう。例えば、研究は倫理面での
承認が必要であるが、監査や業務評価は必要がない、というようなことである。英国国立研究
倫理機構（NRES）では、研究、臨床監査と業務評価の差異について概要ガイダンスを公表して
いる。

5.10.

‘Research Ethics Committees’ (RECs) oversee clinical research in the four countries of
the UK. REC approval is a legal requirement for research involving NHS patients, their
data or their tissues (full details of the requirements are available from NRES).

「研究倫理審査委員会（REC）」は英国内の 4 つの国家において臨床研究の監視をしている。
REC の承認は、NHS（国営医療サービス）の患者が参加し、彼らの情報と組織を提供する研究
についての法的要請である（この要請の詳細は NRES から提供されている）。

7
8

ICO, The eighth data protection principle and international data transfers, 2008
NRES, Defining research, 2008
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6.

Overview of the collection and the access process

コレクションとその利用の手順に関する概要

6.1.

An access policy usually begins by describing the nature of the collection and the
purpose for which it was collected. The policy can then provide leads to further
information (for example online catalogues, mechanisms for checking availability, and
methodological and ethical documentation) and contact details for the custodian.

利用方針は、そのコレクションの性質と、それが何のために収集されたのかという目的につい
ての記載からはじまることが普通である。そして、利用方針は（提供申請の）利用の端緒とな
る情報（例えば、オンラインカタログ、利用できるかを調べる手順、方法面や倫理面の課題の
文書）そして、管理責任者の連絡先詳細を提供する。

Example collection description:
コレクションの記載例：
The collection consists of [type of samples / data] collected from [details of donors / data
subjects] for use in [details of original purpose]. A searchable online catalogue is available
at [website address] and further information (including details of sample availability) can be
obtained from [Custodian contact details].
本コレクションは[試料/情報のタイプ ]を [元来の収集目的の詳細]に利用するために、[試料
提供者/情報提供者]から収集した。検索可能なオンラインカタログは、[Web サイト URL]
で提供されており、更なる情報（試料の提供可能性の詳細を含む）は[管理責任者の連絡情
報 ]から得ることができる。

6.2.

The access policy can then describe the major steps in gaining access to the collection.
The generic steps that will form part of any access process are set out in Figure 1. This
document covers each of these stages in turn, describing the main issues that an access
policy may wish to address and the considerations that may help decide the policy.

利用方針はコレクションの利用許可を得る主な手順を記載することができる。どの利用の手順
においてもその一部となる一般的手順の必要項目を図１に示した。この文書は、ある利用方針
において取り扱うとよい主な問題や、その方針を決定するに当たって助けになるであろう考慮
すべき事項について、それぞれの段階を順番に取り扱う。
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Figure 1. Major steps in an access process.
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コレクションの適切性及び利用の
適正性の決定

利用申請書の提出

申請の処理

研究助成の獲得/倫理承認

利用条件についての合意
凡例：
利用申請者

試料/情報の提供
管理責任者

図１．利用手順の主な段階

Example of an outline access process:
利用手順の概要の例：

Access to the collection consists of four stages, which must be completed before [samples
or data] are provided:
コレクションの利用は 4 つの手続きからなる。それらの手続きは[試料或いは情報]の提供
の前に完了していなければならない。
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1. Determining the suitability of the collection and the eligibility of the proposed study
for access
そのコレクションが（研究にとって）適切であるか、また、提案された研究での利用
が適正であるかを決定する
2. Completing the application and providing any supporting information required
利用申請書の提出と必要とされるすべての参考情報を提供する
3. Consideration by the custodian of the application for approval
利用申請を承認するかについて、管理責任者が審査する
4. Agreeing to the conditions of access and/or signing the MTA
利用条件について合意し、MTA に調印する

7.

Eligibility for access

利用の適正性

7.1.

This part of an access policy can set out details of the types of studies and recipients that
are eligible to apply for access.

利用申請に適正な研究と受領者のタイプについて、利用方針のこの部分で詳しく列挙すること
ができる。

Limitations on use of the collection
コレクションの利用に関する制限

7.2.

The uses to which the collection can be put will be limited by the consent obtained when
the samples or data were originally collected. The nature of this consent may usefully be
stated in the access policy to ensure that applications are consistent with it.

コレクションの利用については、その試料や情報が元元収集された際に得られた承諾の内容に
よって制限される。利用申請が提供者の承諾と一致したものであることを確実にするために、
元々の承諾の性質について利用方針で明言することは役に立つことであろう。
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7.3.

Even where broad consent has been obtained for the use of a collection, it may be
appropriate to prioritise certain uses based on the original purpose of the collection (for
example, collections created for cancer research or translational research may prioritise
these uses). Any such prioritisation could usefully be explained in the policy.

あるコレクションの利用に関して広範な承諾が得られていたとしても、そのコレクションの元
来に目的にしたがって特定の利用について優先順位をつけることは適切であるだろう（例えば、
がん研究や臨床応用研究のために創設されたコレクションは、それらの利用に優先権を与える
だろう）。そのようないかなる優先順位付けについても、利用方針で説明することは有用であ
ろう。

Example description of consent:
承諾の内容説明の例：
The collection holds consent for use in [scope of consent].
本コレクションは[ 承諾の範囲]の利用について承諾を得ている。
Applications are welcome for studies in all areas but, where samples are limited, priority
will be given to research directly related to [original purpose of collection].
利用申請はどのような領域のものであれ歓迎する。しかし、試料が有限であることから、
[コレクションの元来の目的]に直接関係する研究を優先する。

7.4.

Certain collections’ consent may not cover secondary research or include research at all.
In such cases it may be helpful to outline the conditions under which access to the
collection may be granted. Anonymised samples or data may be made available for
ethically approved research 9 or it may be possible to approach donors / data subjects for
further consent (this should be done via the custodian or team who originally collected
the data or samples). Where neither of these is practical, application may be made to the
Ethics and Confidentiality Committee of the National Information Governance Board for
Health and Social Care (who consider the applications for the use of identifiable patient
data without consent under Section 251 of the Health and Social Care Act 2008).

特定のコレクションの承諾は 2 次利用や、そもそも研究というものを含んでいないだろう。そ
のような場合には、利用が許されるであろう条件の概要を記載しておくことは、役に立つであ
ろう。連結不可能匿名化された試料又は情報は倫理面での審査で承認を得た研究に使うことが

9

Human Tissue Authority (HTA), Code of Practice – Consent, 2006
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できるだろう。或いは、試料提供者或いは情報提供者に接触して再承諾を得ることが可能な場
合もある（この段階は、管理責任者或いはその情報や試料を最初に収集したチームを通じて行
われなければならない）。そのどちらも現実的でない場合は、保健・社会保障法に関する国の
情報ガバナンス委員会の倫理・情報保護委員会に申請することができる（同委員会は、保健・
社会保障法 2008、251 条に基づいて、識別可能な個人情報の利用を検討する）。

Use of samples beyond original consent:
最初の承諾を超えた試料の利用について：
The [collection] was generated for [original purpose] and does not have consent for the use
of identifiable samples in secondary research. Anonymised samples can be made
available for research approved by an appropriate REC.
本[コレクション]は [元来の目的]のために収集された。そして、個人識別された試料とし
ての 2 次利用について承諾を得ていない。連結不可能匿名化された試料は、適切な研究倫
理審査委員会の承認によって利用することが可能となる。
Use of data beyond original consent:
最初の承諾を超えた情報の利用について：
Requestors who wish to access identifiable information must supply evidence that either
consent has been granted by all data subjects or that approval has been secured from the
Ethics and Confidentiality Committee of the National Information Governance Board for
Health and Social Care (who consider the use of identifiable data under Section 251 of the
Health and Social Care Act 2008).
個人識別可能な情報の利用を望む申請者は、すべての情報提供者からの再承諾を得るか、
保健・社会保障法に関する国の情報ガバナンス委員会の倫理・情報保護委員会に承認を得
なければならない（同委員会は、保健・社会保障法 2008、251 条に基づいて識別可能な
個人情報の利用を検討する）。

Limitations on the availability of the collection
コレクションの利用可能性の制限について
7.5.

Where collections are created for a specific purpose (for example, in a clinical trial), the
requirements of this primary purpose may initially restrict secondary uses. This may
require reserving either the entire collection or a percentage of it for a defined period of
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time. In some cases, for example where the sample forms part of a diagnostic archive, a
portion of each sample may need to be reserved indefinitely.
コレクションが特別な目的（例えば、特定の臨床研究）のために創設されている場合には、ま
ずは、この所期の目的が求めるところにより 2 次利用を制限されるだろう。このような場合、
コレクションの全体、或いはその一定の割合をある限られた時間の間、使わずに取り分けてお
くことが要請されるだろう。ある場合には、例えば試料が診断記録の一部を構成する場合、そ
れぞれの試料の一定量について期限を限らずに保存しておく必要があるだろう。
7.6.

Once the primary purpose of the collection has been achieved, the reserved portion may
be released for secondary uses. Where possible, an estimated date by which the
collection will be opened for secondary access should be given.

一旦コレクションの所期の目的が達せられた場合には、保存されていた試料等は 2 次利用のた
めに自由に利用されることもありうる。可能ならば、そのコレクションを２次利用可能になる
と推定される時期を提供するべきである。

Collection with reserved portion:
保存される部分を含むコレクション
The collection exists to support [primary purpose]. However, [agreed portion] of each
sample is available for other research uses and any remaining material beyond this will be
made available once [primary purpose] is completed (expected to be by [date]).
本コレクションは[所期の目的 ]を達するために存在する。しかし、それぞれの試料の[合意
できる部分]は他の研究に利用可能である。また、すべての残りの部分については、一旦
[所期の目的]が完了したところで（予想では[何年何月]までに）利用できるようになる。

7.7.

Access policies may also recognise the contribution of originators by asserting their rights
to, for example, first publication from their research and by requiring recipients to
appropriately acknowledge originators in publications 10 (see also paragraph 10.17).

利用方針は、収集の創設者の貢献を評価して、彼らの権利、例えば、彼らの最初の研究発表の
権利を保護したり、また受領者に対して創設者への謝辞を適切に論文に載せるように求めるこ
ともある。

10

Wellcome Trust, Sharing Data from Large-scale Biological Research Projects, 2003
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Collection made available pre-publication:
コレクションを論文刊行前に利用可能にすること：
The collection is made available as a community resource and detailed information on this
is provided in the project description (see [publication details]). Recipients are free to use
material in their research but are asked to respect the originator’s interest in conducting the
studies included in the project description and to discuss any overlapping uses with the
originator in advance.
本コレクションは社会資源として利用可能であり、またその詳細な情報については研究の
記載事項として提供される（ [発行物の詳細 ]を参照のこと）。受領者は試料を自分の研究
に自由に利用して良いが、研究計画に記載されている研究の推進にあたり、創設者の意思
に敬意を払うことと、創設者の研究と重なりそうな利用についてはあらかじめ相談するこ
とが求められる。
Users of the collection are also requested to reference the project description on the
website and acknowledge [originator group] in their work.
コレクションの利用者もプロジェクトの記述について Web 上で公開し、また彼らの研究
の中で［創設者グループ］に謝辞を述べるように求められる。

Ethics approvals held by the collection
コレクションの保持している倫理審査承認（の範囲）

7.8.

As described in paragraph 5.9 above, ethics approval from a REC is a legal requirement
for research involving NHS patients, their data or their tissues. Collections of samples
(research tissue banks) are able to seek generic REC approval for research conducted
on their collections 11 and a similar process is available for research databases 12.

前の 5.9 節に述べたように、REC による倫理審査は、NHS の患者の情報や組織が関わる研究に
おける法的な要請である。試料のコレクション（研究用組織バンク）は、そのコレクションを
対象とする研究について包括的な REC 承認を受けることができる。研究用データベースの場合
も同じ手順が可能である。

11
12

NRES, Standard Operating Procedures for Research Ethics Committees, 2008
NRES, Guidance on research database applications, 2008
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7.9.

It may be helpful for an access policy to state whether such approval is held and the
research areas covered. Research proposals that fall outside the approval held by the
collection are still required to seek project specific approval from a REC and this will also
be required where identifiable data is used.

利用方針において、そのような倫理審査の承認を受けたかどうかということと、どのような研
究領域について受けたかを明示することは（利用申請者にとって）有用であろう。コレクショ
ンが受けた倫理審査の承認範囲外の研究提案については、さらにその研究に特化した倫理審査
の承認を REC から受けることが求められる。これはまた、個人識別可能な情報が利用される場
合にも同様である。

Collection with REC approval:
REC の承認を受けたコレクションについて

[The collection] holds approval from [REC details] to provide [data or samples] to
researchers who satisfy [body that will approve release] that their application is both
ethically and scientifically appropriate.
[本コレクション名]は倫理面と科学面で適切な申請によって、［提供を承認する機関］を
納得させた研究者へ[情報或いは試料] を提供する承認を[REC の詳細] において得ている。

Collection without REC approval:
REC の承認を受けていないコレクションについて

Researchers conducting studies on [data or samples] from [collection] must have approval
from the appropriate Research Ethics Council before being granted access.
［コレクション名］の［情報或いは試料］を利用して研究を行う研究者は、利用が許可さ
れる前に、適切な REC の承認を受けなければならない。
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Eligibility for access to the collection
コレクションの利用の適正性について

7.10.

This section of a policy can set out any limitation on the types of researchers who are
eligible to access the collection.

利用方針のこの節では、そのコレクションを利用できる資格のある研究者に対して、いろいろ
な制限を設けることができる。

7.11.

In general, it is hoped that access will be made as widely available as is consistent with
the consent. However, there may be occasions where it is necessary to limit access to
certain groups and these limitations should be clearly stated in any access policy.

一般的には、承諾の範囲内でできる限り広い範囲で利用されることが期待される。しかし、場
合によってはある人々に関しては、利用を制限する必要があるだろう。そのような制限につい
ては、いかなる利用方針においても誤解のないように明示すべきである。

7.12.

To ensure that best use is made of a limited resource, access to a collection may be
limited to requestors affiliated to a recognised research institution; those with a
satisfactory record of publication in the field or, for very complex collections or uses,
those willing to pursue the research in collaboration with the custodian’s group.

限られた資源が最大限有効に利用されることを確かなものにするために、コレクションの利用
は、一般的に評価の高い研究施設に在籍する利用申請者で、その分野での満足すべき論文発表
実績がある者、或いは、非常に複雑なコレクション或いは利用においては、管理責任者のグル
ープと共同研究をすることを喜んで認める利用申請者に限ることもよいだろう。

7.13.

Affiliation to a recognised research institution may also help ensure adequate oversight
and compliance with approvals and legislation. In occasional cases, custodians may
require registration with an appropriate professional body such as the General Medical
Council (GMC) to ensure real accountability in the event of non-compliance.

一般的に評価の高い研究機関に所属することは、倫理審査の承認と法規制を十分に監視し遵守
することを確かなものにすることをも助けるだろう。時に管理責任者は、法令が遵守されなか
ったかった場合に、現実的な説明責任を確かなものにするために、例えば General Medical
Council (GMC)などの適切な専門家団体への登録を要請することもできる。
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7.14.

Where a collection includes personal information, custodians must ensure that this is
handled in accordance with the relevant legislation, including the Data Protection Act
1998, the Human Rights Act 1998 and the common law duty of confidentiality. In
particular, the Data Protection Act restricts transfer of personal data to countries outside
of the EU that do not have an equivalent level of protection. Information on the Data
Protection Act is available from the ICO13.

個人情報を含むコレクションの場合には、管理責任者は相当する法律に従って取り扱われてい
ることを確かめなければならない。法令として、個人情報保護法 1998、人権法 1998 及び守秘
義務に関する慣習法の要請が含まれる。特に、個人情報保護法は、EU 諸国と同等のレベルの保
護が無い場合には EU 外への個人情報の移転はできないとしている。個人情報保護に関する情報
は ICO から得ることができる。

7.15.

There are no restrictions on exporting human tissues from the UK 14 .

However,

consideration should be given to whether any information that might accompany the
sample would be covered by the Data Protection Act or the common law duty of
confidentiality and custodians should ensure that they comply with the import
requirements of the receiving country.
ヒト組織を英国から輸出することに関して制限はない。しかし、試料と一緒に移転される情報
が個人情報保護法によって、或いは守秘義務に関する慣習法の要請によって網羅されるかどう
かは考慮されるべきである。また管理責任者は、試料を受け取る国の輸入に当たっての要請が
遵守されていることを確かめるべきである。

7.16.

Access to publicly or charity funded resources by commercial organisations can be
controversial but the public good that can arise from commercial research is widely
recognised 15,16. Where commercial users may receive access, it is good practice for
consent forms to explicitly state this and for the access policy to specify whether such
users are eligible for access.

公的な或いは慈善事業から研究助成を受けた資源を営利企業が利用することには議論がある。
しかし、営利企業の研究から生まれた、社会にとって有益な成果があることも広く知られると
ころである。営利企業の利用者が利用許可を受けることができる場合には、（提供者への）説

13

www.ico.gov.uk/
HTA, Code of Practice – Import and export of human bodies, body parts and tissue, 2007
15
Pharmaceutical Industry Competitiveness Task Force, Value of the Pharmaceutical Industry to the UK Economy, 2000
16
HM Treasury, Science and innovation investment framework 2004-2014: next steps, 2006
14
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明承諾文書に明確に書かれていること、また利用方針に、営利企業の利用者が適正に利用でき
るかどうかについて明記することを実務面で推奨する。

7.17.

If access restrictions are proposed then it may be necessary to discuss them with funders
who are likely to have their own policies and requirements in these areas.

もし利用制限が提案されたならば、その分野について独自の方針や要請を持ちうる研究助成機
関と、その利用制限について話し合うことが必要であろう。

Collection with access limitations based on institutional affiliation:
所属する研究機関によって利用制限のあるコレクション
Requestors should be employees of a recognised academic institution or NHS
organisation; or of a commercial research organisation with experience in [research area].
利用申請者は一般的に認められている大学等の研究機関或いは NHS 機関の職員である
か、或いは［研究分野］における経験を持つ営利研究機関の職員でなければならない。
Collection with access limitations based on researcher track record:
研究実績による利用制限のあるコレクション
Requestors should be able to demonstrate, through their peer reviewed publications in
[research area], their ability to carry out the proposed study.
利用申請者は［研究分野］におけるピアレビューのある研究雑誌で発表論文を通じて、自
分が提案した研究を実施する能力を明らかにできなければならない。

Prioritisation of access to the collection
コレクションの利用の優先権の設定

7.18.

Even where there are no absolute limitations on access by particular groups of
researchers, resource limitations may require some prioritisation of access. If it is
considered appropriate to give priority to certain groups (for example, researchers local
to the collection or those supported by the bodies that fund the collection), it may be
helpful to describe the criteria.
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特定の研究者のグループの利用に関してどのような制限もない場合であっても、資源は有限な
ので、利用の優先順位付けが必要となることがある。もしあるグループ（例えばそのコレクシ
ョンの存在する地域の研究者、或いはコレクションの研究助成機関が資金援助する研究者）に
優先権を与えるのが適切と考えられるなら、その基準を明記することは有益であるだろう。

Collection with prioritisation for access:
利用の優先権の設定があるコレクション
Where demand for material exceeds its availability, access will be prioritised based on:
試料に対する利用要請がその利用可能性を上回る場合には、利用には次に基づいて優先順
位が付けられる。
1. Scientific merit as judged by [body conducting peer review])
[ピアレビューを行う機関]によって評価される科学的な価値
2. Priority to researchers working in [priority institution or research area]
[優先権を持つ研究機関或いは研究分野]で勤務する研究者の優先権。
3. Priority to researchers funded by [funding body]
[研究助成機関]によって研究助成される研究者の優先権

8.

Application for access

利用申請

8.1.

Once applicants have determined that they are eligible for access, either through
reference to the collection’s policies or by an informal approach to the custodian, the next
stage is to formally apply for access.

一旦、申請者の利用が適正であると判ったら、コレクションの方針を参照するか、或いは管理
責任者に非公式に接触するかした後に、次の段階は正式に利用を申請する。

8.2.

This section can describe the mechanisms for application; details of whether requests will
be considered before or after funding and other approvals are obtained, and timing for
the applications and decision process.
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この章は利用申請の手順について記載している。研究助成やその他の承認を得る前または後の
どちらで利用申請を審査するのかということや、また利用申請と決定の手順の時期について記
載している。

Information to be supplied by requestors
利用申請者から提供される情報

8.3.

The policy may describe how applications should be submitted (i.e. whether this should
be on paper or via a website) and whether particular application forms need to be
completed.

利用方針では、どのように申請をするかについて記載する（例えば、書面によるべきか或いは
Web によるべきか）とともに、特定の申請用書に記載する必要があるか記載される。

8.4.

It is probably not necessary for an access policy itself to describe the information
required for an application as this can be left to a separate form. An example of the types
of information it may be useful to collect is included in Box1.

申請に際して求められる情報に利用方針自体を明記する必要は無く、別紙に記載可能である。
提供されると有用と考えられる情報の種類の例については Box 1 に示した。

8.5.

Information may be collected in a single form, or custodians may consider it more
appropriate to request a shorter preliminary application to assess sample availability and
the likelihood of a request being approved before inviting requestors to submit a full
application.

情報は 1 つの申し込み用紙にまとめるのがよい。或いは管理責任者は、試料の入手可能性とそ
の利用請求が承認される可能性について判断するために、利用申請者に本申請の提出を求める
前に簡易な予備申請書を要求するのがより適切である。
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Application submission – single stage:
利用申請の提出－１段階：

Applications for access to the collection should be provided on the form available from the
collection website and submitted to [contact details]. All of the details on the form should
be completed as any missing information may delay the application.
コレクションの利用に関する申請は、コレクションの Web サイトから入手できる申請書
で［連絡先詳細］に提出するべきである。どのような情報の記載漏れであれ申請を遅延さ
せる可能性があるので、申請者は必要事項をすべて記入すべきである。

Application submission – two stage:
利用申請の提出－2 段階

Researchers who wish to access the collection should initially contact the custodian
[provide contact details] giving a brief outline of the proposed study, the methodology to be
followed and the number and type of samples required. The custodian will assess the
suitability of the application and respond to the applicant。
本コレクションの利用を希望する研究者は、まず管理責任者［連絡先詳細］に、研究提案
の概要、方法論を示し、必要とする試料の数と種類を連絡して示すべきである。管理責任
者は申請の適切性を判断して申請者に回答する。
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Box 1. Example of information required
Box1.

申請に必要な情報の例

Details of the requestor:
利用申請者の詳細
Name, institution / organisation, contact details, research CV
名前、研究機関/組織、連絡先情報、研究履歴

Details of the study:
研究の詳細
Study outline, proposed methodology, funding sources (and evidence of funding), evidence for ethical
approvals, evidence of consent held, evidence of other approvals required (e.g. Section 251), details of
collaborators, plans for publication of results, lay summary of the study.
研究の概要、研究方法提案、研究助成源（それと研究助成の証拠）、倫理審査の承認、提供の承諾が
得られている証拠、その他の承認の証拠（例えば 251 条）、共同研究者の詳細、研究発表の計画、研
究の一般者への概要

Details of the material requested:
利用申請された試料の詳細
Description of the material requested, justification for the type and amount of material requested,
reason for approaching this collection
利用申請された試料についての記載、利用申請された試料の量と種類の正当化、このコレクションに
申請した理由

Timing for requests for access
利用申請の時期

8.6.

It may be helpful to describe the timing of when requests for access will be considered.
This could be on an ad hoc basis or only at particular times.
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利用申請がいつ審査されるのかを明記することは有益である。申請に応じては、即時或いは限
られた一定の時だけに審査されるという可能性がある。
8.7.

Considering applications on an ad hoc basis is likely to provide faster access to data or
samples but may be difficult to achieve if there is a requirement for a committee to
consider an application (although it may be possible to do this via email /
teleconferencing). This approach is also likely to prevent comparison of applications for
prioritisation.

申請が提出された時に即時審査することは、情報或いは試料の迅速な利用を可能にすると考え
られるが、申請の審査に委員会がかかわるとすると、それを実現することは困難だろう（しか
し、e-メールや電話会議によって可能かもしれない）。このような即時審査の方式は、優先順位
を付けるために申請を比較検討することを妨げることとなる可能性も高い。

8.8.

An ad hoc approach is likely to be appropriate for collections to which access will be
granted on a first-come, first-served basis. It is also likely to be more suitable for
collections that receive limited numbers of requests.

即時的対応（ad hoc な対応）は、早いもの勝ちの対応により許可を与えるコレクションにとっ
て適切であるだろう。また、小規模の件数の申請を受けるコレクションにとってはより適切か
もしれない。

Collection with ad hoc consideration of requests for access:
利用申請に対して即時的に審査するコレクション
Applications may be submitted at any time and will be considered in the order in which
they are received.
申請はいつでも受付けられ、受理した順番に審査される。

8.9.

Conversely, considering applications on a fixed cycle may be more appropriate if a
committee meets to prioritise applications for a limited resource. However, this is likely to
slow access and may not be appropriate if only a small number of applications are
expected.

反対に、ある決められた周期で申請を審査することは、限られた資源について委員会が召集さ
れ申請の優先順位を付ける場合には適しているだろう。しかし、この方法は利用を遅延させる
可能性がある。少数の申請しか予想されない場合にも適切ではないだろう。
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Collection with specific deadlines for access requests:
利用申請について締め切りが設定されているコレクション
Applications for access to the collection are considered [insert figure] times per year. The
deadlines for applications are: [deadline dates].
本コレクションの利用申請は年に［数字を入れる］回審査される。申請の締め切りは［締
め切りの日付け］である。

8.10.

The same policy may not be appropriate throughout the lifetime of a collection. For
example, a collection may take an ad hoc approach to requests for access while it is
established, before switching to regular application cycles later. Alternatively, a hybrid
approach may be taken in which, for example, an ad hoc approach is applied for most
applications but with those where further peer review is deemed necessary (see
paragraph 9.9 下の referred to a regular scientific review meeting.

同じ利用方針を 1 つのコレクションが存続する限り適用し続けることは適切ではないだろう。
例えば、コレクションの創設時期には、利用の請求に対して即時審査を行い、その後定期的な
申請の周期に入るというように。或いは別のやり方としては、大半の申請については即時審査
を行うが、より高度なピアレビューが必要であると考えられる場合（以下の 9.9 節を参照）は、
定期的に開催される科学評価委員会に掛けるという、2 つの審査方法を折衷する方法を採ること
もできる。

8.11.

To help requestors plan their application, the policy may also provide estimates of how
long it will take for a decision to be reached once an application is submitted for
consideration.

利用申請者の申請の計画立案を助けるために、審査のために申請書が提出されてから結論に到
達するまでどのぐらいの時間が必要であるかの目安を利用方針の中で提供することもできる。

Target timeline for applications:
申請の目標とする期限

[Collection] aims to acknowledge all applications within [time for acknowledgement] of
receipt and to provide a decision within [time for decision].
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［コレクション］は、すべての申請の受領について［受理に要する時間］のうちに知ら
せ、［決定に必要な時間］の間に（承認或いは非承認の）決定を知らせることを目標とす
る。

Consideration of requests before funding and ethics approvals are in place
研究助成や倫理審査の承認を受ける前に求められる考慮点

8.12.

An access policy may wish to be flexible about whether requests can be considered
before funding or ethical approval is obtained. This can be helpful to applicants, who may
need to demonstrate to funding bodies that they will be able to access the samples or
data required for their proposal.

利用申請を、研究助成の審査や倫理面での承認を受ける前に先立って行えるように、利用方針
は柔軟であることが望まれる。これは、提案した研究に必要な試料や情報が利用できることを
研究助成機関に示す必要がある申請者にとって助けになるだろう。

Collection where applications can be made before or after funding and ethical
approval is secured:
研究助成や倫理面での承認を得る前、或いは後に利用申請のできるコレクション
Applications to the collection can be made before funding and ethical approvals are
obtained. In these cases, a letter stating the intent to grant access subject to the
appropriate conditions will be issued to the requestor.
コレクションに対する利用申請は研究助成や倫理面での承認を得る前に行うことができ
る。そのような場合には、利用申請者に対して、適切な条件において利用が許可される旨
を明記した文書を（コレクションは）出すことができる。

8.13.

If access in principle will be granted, the access policy should detail for how long such
access will be valid and whether it will guarantee access to the resource (i.e. a part of the
collection will be reserved for a period) or whether access will still be subject to
availability.

もし利用が原則として許可されるなら、どのくらいの間その利用許可が有効であるか、或いは
その許可がその資源の利用を保証するかどうか（例として、コレクションの一部をある期間使
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わずに（申請者のために）取り分けておく）、或いは利用は入手可能性に依存していること、
これらのことについて利用方針は詳細に記載するべきである。

8.14.

If samples will not be reserved, it may be useful to state what will happen if the requested
samples are no longer available once funding or approvals are secured. For example,
collections may be able to suggest alternative samples that they or other collections hold.

もし試料を取り分けておくことができないなら、仮に研究助成や倫理審査の承認を確保しても、
そのときにはすでに請求した試料が入手不能となっている場合がある。その際に、どのように
対処するかについて明記することは有用であろう。例えば、コレクションは、自分たち或いは
他のコレクションが保有する代替となる試料について提案することができる。

Collection where a letter of intent reserves the samples:
利用の意思を示す文書により試料の取り置きができるコレクション
Any ‘letter of intent’ will be valid for [a time period to be stipulated] from the date of issue
and will reserve the requested samples. After this time the samples will be made available
to other applicants and the requestor will be required to reapply for access.
あらゆる「利用の意思を示す文書」は、その発行日から［一定の期間が示される］間有効
であり、申請された試料を取り置いておく。その有効期限が切れた後に、試料は他の申請
者にとって利用可能となり、また利用申請者は利用に関する申請を再度求められる。

Collection where a letter of intent does not reserve the samples
利用の意思を示す文書による試料の取り置きができないコレクション
Any ‘letter of intent’ will be valid for [time period] from the date of issue but does not
guarantee access to particular samples. If the requested samples are not available when
funding and other approvals are secured, the custodian will attempt to provide similar
samples although this will not always be possible and cannot be guaranteed.
あらゆる「利用の意思を示す文書」もその発行日から［一定の期間］有効であるが、それ
は特定の試料の利用を保証するものではない。もし、研究助成や他の承認が得られている
のに請求した試料が入手できない場合、必ずしもうまくいくとは限らず、保証できるもの
ではないが、管理責任者は同様の試料を得られるように試みる。
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9.

Processing applications

申請の手順

9.1.

This section can describe how applications will be considered once submitted and how a
decision will be made on whether or not to grant access.

この章は、一旦提出された申請がどのように審査されるかについて、また、どのようにして、
利用許可を与えるか否かの決定に至るかについて記載するものである。
9.2.

A generic process for the dealing with applications is shown in Figure 2. This section will
cover each step in turn, although not all steps will be relevant to every collection.

申請の取扱いについての一般的な手順を図２に示す。この章は個々の段階を順番に取扱う。と
はいえ、すべての段階が個々のコレクションにとって重要なわけではない。
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Submit application

Inform applicant
No

Are the requested
samples / data
available?
Yes
Has all required
information been
supplied and
verified?

No

Return application with
queries

Yes

No

Is the request
eligible for
access?
Yes

Obtain technical review
Yes

Is a review of
technical merit
required?

A technical review will assess whether
the suggested protocol and the
materials requested are appropriate for
the study. It may also assess the
suitability of procedures for storing and
handling samples/data.

No

No

Was the
application
approved?

Yes

Obtain peer review
Yes

Is peer review of
scientific merit
required?

Peer review assess the scientific merit
of the proposed study, which may
include considering its technical merit

No

No

Was the
application
approved?

Yes

Has evidence of
funding & ethics
approval been
supplied?

No

Issue letter of intent to
supply

Key:
Requestor

Yes
Supply evidence of
funding / ethics approval

Sign MTA

Issue samples / data

Figure 2. Generic depiction of application handling
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Collection

申請書の提出

申請者に通知
いいえ

申請した試料/
情報は提供可
能か？

はい
すべての情報
が提供或いは
評価されたか？

申請を質問とともに返却
いいえ

はい
申請は利用に
適正か？

いいえ
はい

技術評価の実施

はい

技術的価値の
評価が必要
か？

いいえ

技術評価は提案された研究計画と申請
された試料がその研究に適切であるか。
それはまた、試料や情報の保存の手順
を評価するものである。

申請は承認さ
れたか？

はい

いいえ

ピアレビューの実施

はい

科学的価値の
ピアレビューが
必要か？

ピアレビューは、提案された研究の科学
的価値について評価すると同時に、技
術的価値にも関係している。

いいえ

申請は承認
されたか？

いいえ

はい

研究助成と倫理
審査の承認の証
拠は提供された
か？

提供の意思の文書の発行

いいえ
凡例；

はい
MTAに署名

研究助成と倫理審査の
承認の証拠の提供

利用申請者

コレクション

試料と情報の提供

図２．申請の取扱いについての一般的な記述
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Administrative checking
事務上の点検

9.3.

Any application will require some administrative checking to ensure that the correct
information has been supplied, that the study and requestor are eligible for access and
that the samples requested are available.

どのような申請でも、正しい情報が提供されていること、またその研究や当該申請者が利用の
適正性を有すること、また請求された試料が提供可能であること、これらのことを確かめるた
めに事務上の点検を受ける。

9.4.

The access policy may wish to give details of these processes and what will happen if,
for example, samples are not available or the information supplied cannot be verified.

利用方針にはこれらの手順について、例えば試料が提供不可能である、又は提供された情報が
確認できなかった場合に、どうなるのかについての詳細を与えるものであろう。

Example description of administrative checking:
事務上の点検の例示的記述
On receipt of the application, the custodian will check to ensure that the requested
samples are available and that all required information has been supplied. If samples are
not available the requestor will be notified with details of possible alternatives. If any
information is missing from the application the requestor will be asked to supply this before
the application is considered further.
申請の受理に当たって、管理責任者は申請された試料が提供可能であること、また要求さ
れたすべての情報が提供されていることを点検する。もし、試料が提供不可能である場合
は、利用申請者は可能な代替の詳細について通知される。申請書に何か欠けている情報が
あれば、申請が審査される前に、利用申請者はその情報の提供を求められる。
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Technical review
技術的な審査

9.5.

For some very limited or complex collections, it may be appropriate for custodians to
arrange for the proposed study methodology to be reviewed to ensure best use of the
collection. Recipients’ standard operating procedures for handling and storing data or
samples may also be included in such a review. As with any process that may limit
access to a collection, the justification for a technical review should be stated and the
process should be as transparent as possible.

ある非常に希少な、或いは複雑なコレクションについては、管理責任者が、そのコレクション
が有効に利用されることを確かめるために、提案された研究計画の方法を審査することは適切
である。情報や試料を取扱ったり保存したりするための受領者の標準業務手順書（SOP）も同
様な評価を受けるであろう。コレクションの利用を制限するかもしれないいろいろな手順とと
もに、技術審査の正当根拠が述べられ、その手順は可能な限りわかりやすくあるべきである。

9.6.

Such a review may be conducted by the custodian (if they are sufficiently
knowledgeable); by a technical review panel or by an independent expert.

そのような評価は、管理責任者（もし管理責任者に充分な見識があるならば）、或いは技術評
価委員会、或いは独立性を持つ専門家によって行われるものであろう。

9.7.

However the review is arranged, if the original protocol is not considered appropriate but
is of promising quality, ideally the reviewer will provide guidance to requestors that will
allow them to submit an improved protocol 17.

しかし、評価がなされ、元来の研究計画は適切ではないが、期待できそうな質のものであった
場合に、理想を言えば、評価者は利用申請者に対して改訂版の研究計画を申請許可とするガイ
ダンスを提供することができる。

If technical review is required:
技術面での審査が求められた場合：

17
A template System Level Security Policy is available from the NIGB (http://www.nigb.nhs.uk/ecc/applications-and-guidance)
which may be helpful for collections involving patient identifiable or other sensitive data.

42

The proposed study protocol will be reviewed by [custodian or other panel / independent
expert] for suitability. If the protocol is not considered appropriate the custodian will contact
the requestor to explain why this is the case and may suggest improvements.
申請された研究計画は［管理責任者或いは他の委員会／独立した専門家］によってその適
切性を評価される。研究計画が適切でないと判断された時は、管理責任者は利用申請者に
接触して、どうしてこの申請が不適切であるか説明し、また改訂を提案することができ
る。

If a review of standard operating procedures is required:
SOP の評価が求められた場合：
The requestor will need to submit copies of standard operating procedures for storing and
handling [tissues / data] and these will be reviewed by the custodian as part of the
application.
利用申請者は、保存、取扱いする［試料／情報］についての SOP のコピーを提出する必
要がある。SOP は申請手順の一部として管理責任者によって評価される。

Screening for scientific merit
科学的な価値による選考

9.8.

Most collections will wish to screen applications for scientific merit, or see evidence of
scientific merit, before granting access. For non-depletable collections, the peer review
required to gain funding may be sufficient. However, depletable collections may require
their own peer review to distinguish between applications which have all been funded.

多くのコレクションは、科学的価値を根拠に、或いは科学的価値の証拠を調べることによって、
利用許可を与える前に申請を選別したいと考えている。使い切られることの無いコレクション
では、研究助成を得る際のピアレビューのみで充分であろう。しかし、使いきられる可能性の
あるコレクションでは、研究助成を受けているすべての申請について研究助成優先順位を付け
るために、そのコレクション自体が行うピアレビューを受けることを求めることができる。

9.9.

There may be occasions when further peer review is required for access to nondepletable collections. For example, custodians may decide that applications may
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require further peer review if they are funded as part of a large programme grant or by
funders that are not a UK research council, member of the Association of Medical
Research Charities or non-UK equivalent. Alternatively, the resources needed to extract
and process samples or data may limit the number of applications that can be fulfilled.
使い切られることのないコレクションの利用に対しても、更なるピアレビューがもとめられる
場合があるだろう。例えば、申請が大規模な研究助成の一部であったり、また、英国研究評議
会でない、医学研究慈善団体協議会の会員でもない、或いは英国以外の同等の公益性を持つ研
究助成団体からの助成でもない場合、管理責任者は申請に通常以上のピアレビューを受けるこ
とを求めることができる。或いは、試料や情報を抽出或いは処理するための資金が、そのよう
な処理や抽出を実施することのできる申請の数を制限する場合がある。

9.10.

Custodians should also consider whether they will require further peer review for
applications from commercial organisations or whether they will accept a company’s
internal review processes as sufficient.

営利団体の申請に対して通常以上のピアレビューを要求するか、或いは企業の内部評価の手順
を十分なものとして受け入れるかについても、管理責任者は考慮するべきである。

9.11.

The access policy may wish to specify when further peer review will be sought and who
will be involved in the process. If requestors will be allowed to ask that certain referees
are excluded then this should be explained, together with who will make the final
decision.

どのような場合に通常以上のピアレビューが求められるか、また誰がその過程に携わるかにつ
いて具体的に記載することが、利用方針には望まれるであろう。利用申請者が特定の評価者を
除外することを要求できるならば、そのことについても、最終判断をするのが誰かということ
とともに説明されるべきである。

Peer review in all cases:
すべてがピアレビューされる場合
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Due to the rare and depletable nature of the collection all applications for [data or samples]
will be peer reviewed and prioritised on the basis of scientific and technical merit. The
reviewers will be [details of reviewers]. If requestors would like to exclude particular
individuals from acting as reviewers (for example, where a conflict of interest may exist)
then they should inform the custodian with an appropriate justification. The final selection
of reviewers, however, remains with [details of who will make the decision].

希少で使い切られる可能性のあるコレクションでは、すべての［情報と試料］についての
申請はピアレビューを受け、科学的また技術的価値を基準として優先順位が付けられる。
評価者は［評価者の詳細］である。利用申請者が特定の個人（例えば利益相反があるであ
ろう）について評価者となることから除外することを望むならば、申請者は管理責任者に
適切な正当化根拠を通知しなければならない。しかし、評価者を最終的に選ぶのは［最終
決定を行うものの詳細］である。

Collection reserves the right to peer review:
コレクションがピアレビューの権利を保有している場合：
Some applications to the collection may be referred for peer review as part of the
screening process. If this is the case, requestors will be informed and provided with details
of the reviewers. Requestors may request that certain reviewers be excluded but the final
decision will be made by [details of who will make the decision].
コレクションについての、ある種の申請がピアレビューを受けることを選抜過程の一部と
みなしている場合がある。そのような場合には、利用申請者には通知され、評価者の詳細
が提供される。申請者は特定の評価者を除外することを要請できるだろう。しかし、最終
的な決定は［最終決定を行うものの詳細］によってなされる。

Handling of competing applications
競合する申請の取扱いについて

9.12.

The access policy may also include details of how competing applications will be handled.
It may not be possible or appropriate to fulfil two very similar applications and the policy
may explain what action the custodian will take to resolve this.
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利用方針は、また、競合する申請をどのように取扱うかについて必要事項を書き込むことがで
きる。二つの非常に似た申請の希望をかなえることは可能ではないし、適切でもないだろう。
そして、利用方針はそのような場合に問題を解決するために管理責任者がどのような行動をと
るかについて説明することができる。

9.13.

In some cases, the custodian may ask the two requestors whether they would like to be
put in touch with one another and suggest that they collaborate. In other cases, or
where collaboration is not possible, the custodian may rely on independent peer review
to select between the applications or may prioritise them based on other criteria (see
section 7. ).

ある場合には、管理責任者はその二人の利用申請者に対して、連絡を取り合って共同研究がで
きないかと打診することができる。また、共同研究ができない、あるいは別の場合には、管理
責任者は、それらの申請の選考のために独立したピアレビューに依頼する、或いはそれ以外の
判断基準（7.を参照）によって優先順位をつけるだろう。

Collection that will put competing applicants in touch:
競合する申請者と連絡をとるように仕向けるコレクション

As the amount of material available is limited, requestors who propose similar studies may
be put in touch with a suggestion that they collaborate. If the requestors are not willing to
collaborate then both applications will be considered as usual. However, it is very unlikely
that access to the collection will be granted for two very similar studies.
提供できる試料の量が限られている場合、同じような研究を提案する申請は、連絡を取り
共同研究をするように勧めることが妥当である。利用申請者たち両者とも進んで共同研究
をしようとしない場合は、どちらの申請も通常通りの評価過程を受ける。しかし、コレク
ションに対する 2 つの非常に似通った研究が 2 つとも許可される見込みはほとんどない。

Requests made without funding or ethics approvals in place
研究助成の獲得のない、或いは倫理審査の承認のない申請について
9.14.

If access will be granted subject to funding and ethical or other approvals, the access
policy can provide details of what evidence is required and how it should be submitted
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once obtained. It may also be useful to explain the procedure if obtaining funding or
approvals will require significant changes to the proposed study.
もし利用が許可され、研究助成の獲得及び倫理審査やその他の承認を受ける段階になった場合、
利用方針は一旦それらの承認が得られたら、どのような証拠が求められ、どのように提出すべ
きなのかについて、必要事項を提供することができる。また、研究助成や他の承認を得るため
に、申請で提案した研究に重大な変更が求められた場合の対処について説明することも役に立
つであろう。

Submission of approvals:
承認のための申請：
Once the conditions for access specified in any ‘letter of intent’ are met, evidence of this
(for example letters from funding bodies or RECs) should be submitted to the custodian.
「利用の意思を示す文書」に具体的に示された利用のための条件が満たされた場合には、
その証拠（例えば、研究助成機関から、或いは倫理審査委員会からの文書）を管理責任者
へ提出すべきである。
If gaining funding or the required approvals will require significant changes to the study, the
custodian should be informed as soon as possible together with details of the changes.
Depending on the nature of these changes, a new application may be required.
もし、研究助成や必要とされる承認を得るために、その研究についての重大な変更が求め
られた場合には、その変更の詳細と共に、そのような変更が求められたことを、管理責任
者に直ちに通知するべきである。変更の性質によっては、新たな申請が求められるだろ
う。

Appeals
異議申し立て

9.15.

The access policy may wish to describe any mechanism for resolving disputes or
challenges to the application process. This could include an explanation of how the
dispute will be resolved (for example, disputes may be decided by the ultimate
governing body overseeing the collection) and of any processes around this (such as
time limits for appeals against decisions).
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利用方針は、申請の過程における、異議や課題の解決のためのあらゆる手順を記載することが
望ましい。これには、異議の解決はどのようになされるのかについての説明（例えば、当該コ
レクションの最上運営決定機関が異議に決着をつける）、またそのようなことにまつわるあら
ゆる手順（決定に対する異議申し立て期限など）について記載することができる。

Appeals:
異議申し立て
If access to the collection is refused an appeal may be made to [details of governance
body that will deal with disputes]. This should be made in writing within [time limit] and will
be considered at the next meeting. The decision of [governance body] is final.
[Governance body] will also deal will any other disputes that may arise from the functioning
of the collection.
コレクションの利用を拒否された場合には、異議申し立てを［異議を取扱う管理運営委員
会の詳細］に行うことができる。この申し立ては、文書により［期限］内に行い、次回の
委員会で検討される。［管理運営委員会］の決定は最終的なものである。［管理運営委員
会］は本コレクションの職務に関して起こりうる他のすべての異議も取り扱う。

10.

Conditions of access

利用の条件
10.1.

Once access has been approved, the final step before releasing data or samples is likely
to be agreement of the conditions of access by the recipient and their institution.

一旦利用が許可されると、管理責任者と受領者の所属する機関と受領者との間で、情報と試料
を授受する前に利用の条件についての合意がなされることだろう。

10.2.

These conditions will be included in a transfer agreement to be signed by authorised
signatories of the custodian and recipient institutions. The main elements may also be
set out in the access policy so that requestors are aware of them at the time of
application.

そのような条件の中には、受領者と管理責任者の所属する機関の責任者による移転合意文書に
ついての署名が含まれる。主な項目は利用方針にも明記してあるので、利用申請者は申請の際
に承知している。
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10.1.

The following paragraphs discuss the major terms that may form part of the conditions of
access.

次の節では利用に当たって求められる利用条件の一部となるであろう主な項目について論考す
る。

Introduction to the conditions of access:
利用条件の前置き
Before access to the collection is granted, requestors must agree to the conditions of
access set out below and return a signed [data or materials] transfer agreement to the
custodian.
本コレクションの利用が認められる前に、利用申請者は利用の際求められる以下に示す条
件について承諾し、署名された［情報或いは試料］の移転合意文書を管理責任者に返送し
なければならない。

Fees
料金
10.2.

Any fees charged for access should be clearly stated in the access policy or elsewhere.
Even if detailed fees are not shown in the access policy, the conditions of access
should state what costs the recipient will be required to pay.

利用方針或いは別の項目で、利用にかかるすべての料金について明確に述べておかなければな
らない。もし料金の明細を利用方針で示さないならば、利用の条件の中で、受領者が支払いを
求められる費用について述べられるべきである。

10.3.

Human tissue samples cannot be ‘owned’ and should not be assigned a value based on
high demand or rarity 18. However, the costs incurred in collecting, storing and supplying
the samples may be recovered from recipients. Similarly OECD guidance 19 is that data
should be available at the lowest feasible cost.

18
19

CCB, CCB Guiding Principles, 2006
OECD, Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding, 2007
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ヒト由来組織試料は「所有」することができず、さらにその需要や希少性によって価格を設定
してはならない。しかし、試料の収集、保存、提供に関する費用は、受領者から徴収すること
ができる。同様に、OECD ガイダンスは、情報に関してもできる限り安い価格で提供すべきで
あるとしている。

10.4.

Depending on the nature and funding of the collection and on the type of requestor, fees
might be charged to cover only the costs of retrieving, processing and dispatching to the
recipient, or fuller costs including some costs of collecting and maintaining samples or
data in the first place or of facilitating consent for a particular study.

コレクションを支える研究助成とそのコレクションの性質によって、また利用申請者の類型に
よって、料金は以下のように課される。取り出しの費用と処理や受領者への発送の費用のみの
場合。そして、最初に掛かる収集及び試料と情報の維持、また特定の研究のために提供者承諾
の仕組みを構築するための費用。

10.5.

Custodians may choose a simple fixed rate fee. However any differences in the fees
charged for different users should be clearly explained. Custodians should carefully
consider the rationale for differential fees in terms of whether the costs to be incurred
are different, whether extra value has been added before sharing the data or materials,
or whether prospects of eventual profit justify higher charges than for other requestors.

管理責任者は分かり易い固定の料金を選んでもよい。しかし、利用者の違いによる料金の違い
については明確に説明するべきである。課せられる料金に違いがあるかどうか、情報や試料の
提供を受けるに当たって課せられる特別料金はあるのか、将来の利益があることで正当とされ
る他の利用申請者に比べて高額な料金、これらの理由付けについて管理責任者は注意深く考え
るべきである。

10.6.

In the case of requestors whose research will be funded by the same body that has
funded the collection, that body may legitimately expect that any fee should only cover
the costs of retrieval, processing and dispatch.

利用申請者の研究が、コレクションを助成しているのと同じ助成機関によって助成されている
場合、助成機関は、取り出し、処理、及び発送の料金のみを徴収するのが適切である。
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Fees:
料金
The recipient will be required to cover the costs of retrieving, processing and dispatching
[data or samples]. Details of these costs are available from the collection website.
受領者は、［情報或いは試料］の取り出し、処理、発送の費用を請求される。本コレクシ
ョンの WEB サイトで費用の詳細を入手することができる。

Transparency
透明性
10.7.

An access policy may state what information will be published to ensure visibility of the
collection’s research uses. Such information may include: study titles, brief research
summaries (lay and technical), details of the researchers and institutions and the kind of
data or types and numbers of samples supplied.

コレクションの研究利用の透明性を確保するために、どのような情報を公表するかについて、
利用方針に明確に記載することができる。公表される情報には、研究課題名、研究の概要（素
人と専門家向け）、研究者と研究機関の詳細、提供される情報の種類と試料の数量が含まれる。

10.8.

These details may be posted on the collection’s website, published in annual reports or
provided on request. The choice of what information to publish, and how openly, will
depend on balancing openness with research confidentiality, researcher privacy /
security issues and intellectual property sensitivities.

このような詳細は、コレクションの WEB サイト、年次報告、或いは請求に応じて公表されるだ
ろう。どのような情報を公表するか、またどのように公表するかについては、研究の要請する
守秘義務、研究者のプライバシーと個人情報保護の問題、また知的所有権の重要性と情報公開
のバランスによって選択される。

Transparency:
透明性
Study titles will be published on the collection website, together with lay summaries and
the names of the institutions where the work is taking place. Contact details for the
principal investigator of each study will be provided by the custodian upon request.
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研究課題名は、一般向けの研究概要や研究を実施する研究機関の名前と一緒に、コレクシ
ョンの Web サイトで公表される。それぞれの研究についての研究責任者の連絡先に関す
る情報は、要請があった場合に、管理責任者から提供される。
Requestors who do not wish details of their study to be openly available should state this in
their application to the collection and give the reason.
自らの研究に関する詳細の公開を希望しない利用申請者は、そのコレクションへの利用申
請に際してその理由を明確に述べるべきである。

Usage Limitation
利用制限

10.9.

The access policy may contain a clause which limits use of the data or samples to that
agreed with the custodian.

利用方針は、管理責任者と合意した情報と試料の利用制限の承認についての一文を含むだろう。

Usage Limitation:
利用制限
[Data or samples] supplied from the collection must only be used for the purposes
stipulated by the custodian and described in the [data or materials] transfer agreement.
本コレクションから提供された［情報或いは試料］は、［情報或いは試料］移転合意文書
に記載された管理責任者が要求する目的のみに利用すべきである。
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Onward transfer
第三者提供

10.10. The conditions of access will almost certainly limit onward transfer of data or samples by
the recipient. This may be restricted to collaborators of the recipient, named in the
application and approved by the custodian, for instance. Or it may be prohibited unless,
for example at a later time, the custodian approves. Discipline as regards onward
transfer usually will be a responsibility of the recipient.
利用の条件では、受領者による情報或いは試料の第三者提供を、ほぼすべての場合において制
限している。例えば、管理責任者の承認を得た申請書で名前が記載されている受領者の共同研
究者に対する提供に制限されるだろう。或いは、例えば管理責任者が承認するまでは、提供は
禁止されるだろう。原則として、通常、第三者提供は受領者の責任である。

Onward transfer to collaborators:
共同研究者への第三者提供について
[Data or samples] supplied from the collection may only be transferred to collaborators
named at the time of the original application or in subsequent applications and specified in
the [data or materials] transfer agreement or later amendments.
コレクションから提供される［情報或いは試料］は、元の申請書、或いは後続の申請書に
名前が挙っていて、［情報或いは試料］の移転合意文書或いは後からの修正文書で具体的
に示されている共同研究者にのみ提供することができる。
No onward transfer:
第三者提供のない場合について
[Data or samples] from the collection may not be transferred to individuals outside the
requestor’s research group.
コレクションからの［情報或いは試料］は利用申請者の研究グループ以外の個人に対する
提供をしてはならない。
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Data identifiability
情報の個人識別性

10.11. Where anonymised or pseudonymised samples or data are supplied, the conditions of
access should require that recipients do not attempt to identify any donors or data
subjects (since even de-identified data may retain a degree of risk of identifiability).
They will also generally be required not to link the data supplied with any other datasets
unless this has been agreed.
連結不可能匿名化或いは連結可能匿名化された試料或いは情報が提供された場合には、利用の
条件にて、受領者は試料提供者或いは情報提供者を個人識別しようとしてはならないと要求す
べきである（個人識別性をなくした情報であっても、ある程度個人識別されるリスクが残って
いる可能性がある）。また、受領者は（管理責任者との）合意がない限り、一般的に、提供さ
れた情報を、他のいかなるデータセットとも照合してもならない。

10.12. A clause may forbid recipients from recording or disclosing the identity of any data
subject or donor whom they may inadvertently identify. Another clause may provide that
recipients must make no attempt to contact any such individual.
受領者は、不注意に個人識別したいかなる情報提供者或いは試料提供者の個人識別情報も、記
録しても或いは明らかにしてもならないという条項がなければならない。受領者は識別された
個人と接触を試みようとしてはならないという別の条文も用意するべきであろう。

Protection of anonymity:
匿名性の保護
Recipients must agree not to link the anonymised [data or samples] provided with any
other data set without the permission of the custodian.
管理責任者の許可がない限り、提供された匿名化［情報或いは試料］を、他のいかなるデ
ータセットとも関連付けてはならないことに、受領者は合意しなければならない。
Recipients must not attempt to identify any individual from the [data or samples] provided.
受領者は、提供された［情報或いは試料］から、いかなる個人をも特定しようとしてはな
らない。
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Should recipients believe that they have inadvertently identified any individual, they must
not record this, share the identification with any other person or attempt to contact the
individual.
受領者が不注意によってある個人を識別したことが明らかとなった場合には、それを記録
しても、その個人識別情報を他のいかなる個人と共有しても、或いは識別された個人に連
絡を取ろうとしてもならない。

10.13. Custodians may require recipients to notify them if they do inadvertently identify any
individual in anonymised or pseudonymised data or samples.

This would allow

protocols to be improved to reduce the risk of further breaches of confidentiality.
受領者が不注意によって、連結不可能匿名化或いは連結可能匿名化された情報或いは試料から、
ある個人を識別した場合に、管理責任者はそのことについての報告を求めることができる。

Actions on inadvertent identification:
不注意による個人識別に伴う処置
If recipients believe that they have inadvertently identified any individual from the [data or
samples] provided they must inform the custodian and provide details of the circumstances
under which this occurred.
もし受領者が不注意によって、提供された［情報或いは試料］からある個人を識別したこ
とが明らかとなった場合には、管理責任者にそのことについて知らせ、それが起こった状
況の詳細を提供しなければならない。

10.14. If identifiable samples or data are provided then there should be no attempt to contact the
donors or data subjects unless this is covered by consent and has been agreed as part
of the study protocol. If subjects will be re-contacted then this should be done via the
custodian or the team that created the collection.
個人識別可能な試料或いは情報が提供された場合には、提供者から得た承諾に含まれていて、
研究計画の一部として承諾を得ている場合を除いては、試料提供者や情報提供者に連絡を取ろ
うとしてはならない。もし提供者に再接触する場合には、管理責任者或いはコレクションを創
設したチームを通じて行われるべきである。
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Identifiable data:
個人識別可能な情報
No attempt to contact [donors or data subjects] should be made by the recipient. Any
contact required as part of the study protocol must occur through the custodian.
受領者は［試料提供者や情報提供者］に連絡を取ろうとしてはならない。研究計画の一部
が要請するいかなる連絡であっても、管理責任者を通じて行われなくてはならない。

Exploitation of Intellectual Property
知的財産の個人的利用

10.15. Donors and data subjects will usually be required to waive their intellectual property (IP)
rights at the time of a donation (the ‘sample as a gift’). The Confederation of Cancer
Biobanks (CCB) suggests that collections (in this case biobanks) also waive their IP
rights 20.
試料提供者や情報提供者は知的財産（IP）権の放棄を、一般的には、その提供（「贈与としての
提供」）のときに要請される。がんバイオバンク連合（Confederation of Cancer Biobanks:
CCB）は、コレクションは（ここではバイオバンク）知的財産権を放棄することを提唱してい
る。

10.16. However, it is important that any IP generated from the collection is adequately protected
and recipients should agree to work with their funders and host institutions to achieve
this.
しかし、コレクションから生まれたいかなる知的財産も適切に保護されることは重要であり、
受領者は、彼らの研究助成機関と所属する研究機関と連携してこの目的を実現することに合意
するべきである。

20

CCB, CCB Guiding Principles, 2006
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Protection of Intellectual Property (IP):
知的財産の保護
Although the collection has waived its right to any IP arising from the [data or samples]
provided, recipients must make every effort to protect this in line with the policies of their
host institution and funders.
提供した［情報或いは試料］から生まれた知的財産についてコレクションが権利放棄した
としても、受領者は研究助成機関とまたその所属する機関と連携して、知的財産を保護す
るあらゆる努力をしなければならない。

Publication
論文発表

10.17. Custodians may wish to include a publication policy specifying that recipients should
submit their results to a peer reviewed publication within a reasonable time following the
completion of the study. The policy may wish to allow recipients to delay publication for
a limited period to protect IP.
研究終了後、無理のない時間のうちに、受領者はその結果をピアレビューのある学術誌に投稿
すべきであるという論文発表についての方針を、管理責任者は示すことができる。その方針は、
受領者が、知的財産の保護のために限られた時間、発表を遅らせることも可能とするものであ
る。

10.18. The policy may also specify whether publication should be in an open access journal and
whether the manuscript should also be submitted to a database such as UK PubMed
Central.
論文発表を自由に利用できる雑誌に公表すべきであるか、或いは UK PubMed Central のような
データベースに原稿を投稿すべきなのか、ということについても、利用方針は具体的に示すこ
とができる。
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Publication policy:
論文発表の方針
Recipients are expected to submit their results to a peer reviewed publication within [time
limit] of completing their study. If the researchers wish to have this period extended to
protect IP, they should discuss this with the custodian.
受領者は、研究成果を研究終了後［期限］の間にピアレビューのある雑誌に投稿すること
を期待されている。研究者が知的財産を保護するためにその期限を延長したい場合には、
この問題について管理責任者と話し合うべきである。
Publications should also be deposited in the UK PubMed Central database within [time
limit] of publication.
論文公表後の［期限］のうちに論文を UK PubMed Central データベースにも寄託しなけ
ればならない。

10.19. The conditions of access may require that recipients attempt to publish any negative
results and, where this is not possible, submit them to the custodian to ensure that work
is not unnecessarily repeated.
いかなるネガティブな結果をも公表するよう試みること。また、もしそれが可能でないならば、
研究の必要のない繰り返しが起きないことを確実にするために、管理責任者にその結果を提出
すること。それらのことを、利用条件で受領者に求めることができる。

Negative results:
ネガティブな結果
Recipients should aim to publish the results of all studies, including negative results. If it is
not possible to publish negative findings, the manuscript should be submitted to the
custodian for inclusion in the collection.
受領者は、ネガティブな結果を含めたすべての研究の結果を公表することを目指さなけれ
ばならない。ネガティブな発見を発表することができないならば、コレクションに含めて
もらうために、その原稿を管理責任者に提出しなければならない。

10.20. Generally, recipients who have satisfied the requirements for accessing a collection
should be considered competent and free to publish their results without restriction,
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although they may benefit from discussing their results and interpretation with the
custodian before publishing. Where there is a real risk of misinterpreting the results
from especially complex collections this should usually be handled through collaboration
with the custodian, rather than by restricting freedom to publish results. Circumstances
in which it is appropriate for the custodian to require that manuscripts or other draft
public presentations (including oral or poster presentations, or press releases) based on
the collection be submitted in advance to the custodian for review are expected to occur
only rarely.
一般的に、コレクションの利用の要件を満たした受領者は、制限なくその結果を公表する能力
があり、自由に論文発表すべきであるとみなされるべきである。しかし、得た結果について、
またその解釈について、管理責任者と公表前に議論することは受領者にとって有益なことであ
ろう。特に複雑なコレクションからの結果について、間違った解釈をする実際の危険が存在す
るならば、結果の発表の自由を制限するのではなく、そのような危険は、管理責任者との共同
研究により対処されるべきである。そのコレクションを基盤にした論文原稿や公的な場での発
表草稿（口頭やポスター発表或いは記者発表を含む）を要求することが適切である場合、それ
らの成果は前もって管理責任者へ評価のために提出される。このようなことはまれに行われる。

10.21. To maintain a record of publications based on the collection, the custodian will frequently
ask recipients to provide copies of papers upon publication.
コレクションに基づいた論文発表の記録を維持するために、管理責任者は受領者に出版された
論文のコピーを提供するようにその都度要請する。

Record of publications:
論文発表の記録
Recipients should provide a copy of any publications based on [data or samples] from the
collection to the custodian.
受領者は、コレクションに由来する［情報或いは試料］に基づいたすべての発表論文のコ
ピーを、管理責任者に提出すべきである。

10.22. Finally, a publication policy may wish to specify the form of acknowledgment.
最後に、論文発表の方針には謝辞の様式を具体的に記載することができる
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Acknowledgement of the collection:
そのコレクションへの謝辞
Any publication or presentation using [data or samples] from the collection should include
an acknowledgement using the text below:
本コレクションの［情報或いは試料］を利用して行われたすべての論文発表と発表は、以
下の文章によって謝辞を表すべきである：
[Acknowledgement text]
［謝辞の文章］

Maintenance and enrichment of the collection
コレクションの維持と充実

10.23. Custodians may require recipients to provide raw data and any derivative or composite
materials generated during their studies, along with documentation, to the collection.
The access policy may specify what data and materials are required and the
mechanisms by which they should be submitted. This submission may need to be
delayed to protect IP and custodians may wish to provide for this in the policy.
管理責任者は、研究結果の生データと研究の過程で生成されたすべての派生した或いは混合し
た試料を、その間の記録と共に、コレクションに提供することを受領者へ要請することができ
る。利用方針には、どの情報と試料が要請され、それらを提出するべき手順についても具体的
に記載されるであろう。知的財産の保護のためには提出を遅らせることが必要であるだろう。
そして、そのことについては、管理責任者が利用方針の中で情報提供するだろう。

Enrichment of the collection:
コレクションの充実
On completion of their study, recipients should provide their [data or materials to be
provided] to the custodian for possible inclusion in the collection. [Data or materials] should
be provided within [time limit] unless a delay is required to protect IP.
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研究が終了したときに、受領者は、彼らの［提供される情報或いは試料］をコレクション
に組み入れるために管理責任者に提供すべきである。知的財産の保護のため報告の延長が
要請される場合を除いて、［期限］のうちに、［情報或いは試料］は提供されなければな
らない。

Submission of results to the collection does not affect the requirement for recipients to
maintain their own research records.
コレクションへの研究結果の提出は、受領者が彼ら自身の研究の記録を維持するために必
要な条件に影響を与えない。

10.24. If derived data or materials are provided to the custodian, the terms under which they
may be made available to others should be made clear. This will depend on the exact
nature of the collection and possibly the consent held; examples of four approaches are
provided below.
もし派生する情報或いは試料を管理責任者に提供する場合、それらが公に提供される条件は明
確にされるべきである。そのことは、コレクション或いは同意の詳しい内容に依存する。4 つの
取り組みついて以下に示す。

Derived data and materials made publicly available:
派生する情報と試料を公的に利用可能とする
[Derived data or materials] submitted to the collection maybe made publicly available.
本コレクションに提供された［派生する情報或いは試料］はおそらく公的に利用可能とす
る

Derived data and materials made available to other users of the collection:
派生する情報と試料を本コレクションの他の利用者に利用可能とする
[Derived data or materials] submitted to the collection may be made available to other
registered users of the collection.
本コレクションに提供された［派生する情報と試料］を、本コレクションの他の登録利用
者に利用可能とすることができる
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Derived data and materials made available on request:
派生する情報と試料を要請された場合に利用可能とする
[Derived data or materials] submitted to the collection may be made available on request to
the custodian via the collection’s standard application process.
コレクションに提供された［派生する情報と試料］を、管理責任者に対する申請の元に、
本コレクションの標準的な利用申請過程を通じて利用可能とすることができる

Derived data and materials available with permission of the originator:
派生する情報と試料を、それらを作成した研究者の許可の下に利用可能とする
[Derived data or materials] submitted to the collection may only be made available with the
permission of the originator of the [data or materials].
コレクションに提供された［派生する情報と試料］を、［情報と試料］を作成した研究者
の許可の下でのみ利用可能とすることができる

10.25. While the details of running a collection are beyond the scope of this document,
custodians should consider the resource requirements of receiving, managing and
making available the data / materials derived by recipients. The period for which records
or materials will be maintained should also be considered.
一つのコレクションの運営の詳細は、この文書の範囲を越えたもので、管理責任者は、受領者
から派生する情報や試料を受け取り、管理し、そして利用可能にするために、必要な資金につ
いて注意深く考えるべきである。記録や試料を維持する期限についても同様に注意深く考える
べきである。

Withdrawal of consent
提供の承諾の撤回

10.26. The process to be followed if consent is withdrawn should be made clear and must be in
line with the promises made in the original consent. Where samples or data have been
provided by the collection the policy should explain whether recipients will be required
to destroy these themselves or return them to the custodian for destruction. It is
generally recognised that once samples or data have been used for research this
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cannot be undone and that the information acquired can still be used 21, although such
data / tissue, where obtained in identifiable form, should be de-identified as soon as
practicable.
提供の承諾が撤回されたときに、とるべき手順について、明確にしておかなければならない。
また、それは最初の承諾において約束された範囲でなければならない。コレクションによって
試料や情報が提供されている場合には、受領者がそれらの試料や情報を廃棄することが求めら
れるか、或いは管理責任者が廃棄するために（受領者に）返還することを求めるかが利用方針
に説明されているべきである。一般的には、一旦試料や情報が研究に利用されてしまった場合
には、この事実を取り消すことはできず、研究により得られた情報は引き続き利用可能である。
しかし、そのような情報と組織が個人識別可能な形で提供されている場合には、実現可能な範
囲で迅速に匿名化すべきである。

10.27. If a fee has been charged to the recipient for the samples or data, and these then must
be destroyed, the conditions of access should state whether some part of the fee will be
refunded.
試料と情報について料金が請求されてしまった場合であって、またそれらを破棄しなければな
らない場合には、料金の一部が返金されるかについて利用の条件に明記されていなければなら
ない。

Withdrawal of consent – samples:
提供の承諾の撤回－試料について
If consent is withdrawn for issued samples, recipients will be informed of the relevant
sample numbers and asked to [destroy any unused samples and certify that they have
done so, or return them to the custodian for destruction]. Results obtained from samples
that have already been used for research need not be destroyed.
提供された試料の承諾が撤回された場合には、受領者は相当する試料番号を知らされ、
［利用されていないすべての試料を廃棄し、そしてそれがなされたことに対する証明を提
供するか、或いは、廃棄のために試料を管理責任者に返還するか］について問われる。す
でに研究に利用された試料より得られた結果は廃棄する必要はない。

21

HTA, Code of Practice – Consent, 2006
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The sample fee is non-refundable if consent is withdrawn.
試料に関する料金は、承諾が撤回された場合にも、返還はしない。

10.28. For linked anonymised data, the Patient Information Advisory Group (now replaced by
the Ethics and Confidentiality Committee of the National Information Governance Board
for Health and Social Care) has decided that if consent is withdrawn shortly after data is
provided, the recipients should be asked to destroy the relevant data. If consent is
withdrawn after a longer delay, the links to the person’s identifiers should be destroyed,
rendering the data effectively anonymised. Cases should be considered individually to
balance the impact on the research with the potential distress possibly caused to
individuals. 22
連結可能匿名化情報は、Patient Information Advisory Group（現在は「政府の健康と社会保健に
関する情報管理委員会：the National Information Governance Board for Health and Social
Care」の「倫理と守秘義務に関する委員会：the Ethics and Confidentiality Committee」に変わ
っている）が、情報の提供の直ぐ後に承諾の撤回が求められた場合に、受領者が関係する情報
を廃棄するよう要請されるべきかについて決定する。承諾の撤回がずっと後に起こった場合は、
個人の識別についての関連情報は廃棄され、情報は効率的に匿名化される。個別の場合につい
て、個人に与えられる潜在的な負の影響の可能性と、研究に与える悪影響のバランスによって
注意深く考えられるべきである。

Withdrawal of consent – linked anonymised data:
提供の承諾の撤回－連結可能匿名化された情報
If data subjects withdraw their consent within [time period] of provision of the information,
recipients of linked anonymised data will be informed of the relevant identifiers and must
delete the corresponding data rows. Beyond this time, the linkage data held by the
custodian will be destroyed and recipients may continue to use the anonymised data in
their study.

22

Minutes of Patient Information Advisory Group meeting 9th September 2008
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もし情報の提供者が、情報提供から［期限］の間に承諾を撤回した場合には、連結不可能
匿名化された情報の受領者は、相当する識別情報を通知され、相当する一連の情報を廃棄
すべきである。その期限を越えた場合には、管理責任者が保有する連結可能な情報は廃棄
されるが、受領者は情報を連結不可能匿名化して彼らの研究に利用し続けることができ
る。

The data handling fee is non-refundable if consent is withdrawn.
承諾の撤回に際して、情報の取扱い料金は返還しない。

10.29. If identifiable data are provided, the access policy should require recipients to delete the
records of any data subject who withdraws consent. If already incorporated into analysis,
records should be de-identified. The custodian should maintain a record of such
requests.
もし、個人識別可能な情報が提供された場合には、利用方針は受領者に、承諾を撤回したすべ
ての情報提供者の記録を削除することを求めるべきである。もし、すでに解析に利用されてい
る場合には、記録は連結不可能匿名化されるべきである。管理責任者は撤回の要請の記録を保
存すべきである。

Withdrawal of consent – identifiable data:
提供の承諾の撤回－個人識別可能な情報
Recipients of identifiable data will be informed if a data subject withdraws their consent and
will be required to delete the appropriate data rows and inform the custodian in writing that
this has been done.
個人識別可能な情報の受領者は、情報の提供者が承諾を撤回した場合には、相当する一連
の情報を削除するように求められ、また、管理責任者に文書によりそれがなされたことを
報告する。

The data handling fee is non-refundable if consent is withdrawn.
承諾の撤回に際して、情報の取扱い料金は返還しない。
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End of study
研究終了時

10.30. The access policy may wish to specify whether samples should be destroyed by the
recipient at the end of the study or returned to the custodian or another party, such as a
funder, for disposal or future use. For data, the policy may state that the recipient must
delete the data files, or it may specify longer periods of data retention (such as the very
long time that regulations require for clinical trial data).
研究の終了に当たって、試料が廃棄されるべきか、管理責任者或いは例えば研究助成機関のよ
うな別の関係者に廃棄、或いは将来の利用のために返還されるべきか、について利用方針には
具体的に書いておくことが望ましい。情報に関しては、受領者がデータファイルの削除を行う
べきであること、または情報の長期保存期間について具体的に記載しておくことがよいだろう
（例えば、臨床試験に関する情報は非常に長期間保存することが規制によって求められてい
る）。

Samples destroyed by recipient:
受領者により試料が廃棄される場合：
Once the study agreed with the custodian is complete, any remaining samples must be
destroyed by the recipient. The recipient should notify the custodian in writing that all
samples have been destroyed.
管理責任者の承認した研究が完了したときは、すべての残余試料は受領者によって廃棄さ
れなければならない。受領者は管理責任者にすべての試料が廃棄されたことを文書により
報告しなければならない。

Samples returned to custodian:
試料を管理責任者に返還する場合：
Once the study agreed with the custodian is complete, any remaining samples must be
returned to the custodian together with a statement that all samples have now been
destroyed or returned.
管理責任者の承認した研究が完了したときは、すべての試料が現状廃棄されたか或いは返
還されたかについての文書と共に、すべての残余試料は管理責任者に返還されなければな
らない。
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For data:
情報について：
Once the study agreed with the custodian is complete, the recipient must ensure that any
data files are deleted. The recipient should notify the custodian that the study is complete
and that the data has been destroyed. Alternatively, other, longer periods of retention may
be stipulated.
管理責任者の承認した研究が完了したときは、受領者はすべてのデータファイルが削除さ
れたことを確認しなければならない。受領者は管理責任者に研究が完了し、情報が廃棄さ
れたことを報告しなければならない。或いは、さらに長期間の保有について要求しなけれ
ばならない。

Monitoring of compliance
コンプライアンスのモニタリング

10.31. The conditions of access may set out any mechanisms for monitoring compliance with
the policy and with the data or materials transfer agreement. This may take the form of
an annual declaration (including, as appropriate, details of the number of samples used;
the number of samples remaining and any publications based on the collection) or the
custodian may wish to physically audit the recipient.
利用方針及び情報或いは試料の移転合意文書のコンプライアンスについてのモニタリングのす
べての手順は、利用の条件に明記しておくことができる。これは、年次報告（適切であるなら
ば、利用した試料の数の必要事項、残余試料の数、そしてコレクションを利用したすべての論
文発表の数）の形をとってもよいし、或いは管理責任者は受領者への監査を実施してもよい。

10.32. As always, any procedures put in place should be proportional to the scale of the
collection, the nature of the studies based on it, and the effectiveness of the security
and confidentiality measures used to safeguard the samples or data. When designing
an access policy, the resources that can realistically be devoted to monitoring
compliance should be considered. Although auditing recipients is likely to be the best
way to monitor compliance, it may be more realistic to reserve the right to audit
recipients as required rather than aim to use this as the main monitoring method.
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一般的に、実施されるすべての手続きは、コレクションの規模、それに基づいて行われる研究
の性質、そして試料や情報の保護措置として実施される漏洩防護と守秘義務の有効性、に対応
しているべきである。利用方針を設計する場合には、現実的にコンプライアンスのモニタリン
グに利用できる資金について注意深く考えるべきである。受領者への監査はもっともよいコン
プライアンスのモニタリングの方法であるだろう。とはいえ、これを主なるモニタリングの方
法として利用することを目指すよりも、要請に応じて受領者に対して監査を実施できる権利を
保有しておくことがより現実的であるだろう。

10.33. The conditions of access may also include mention of sanctions that can be applied for
non-compliance. The main sanction available to custodians will be denial of further
access to the collection. But also they may decide to inform host institutions, funders
and even regulatory authorities depending on the circumstances and these may apply
their own sanctions (potentially including financial or other penalties).
利用の条件において、コンプライアンス違反の場合に適用できる懲罰についての記載を入れて
おくこともよいだろう。管理責任者にとって行使することができる主なる懲罰は、コレクショ
ンに対するさらなる利用の拒否である。しかし、管理責任者は、状況に応じて、研究者の属す
る研究機関、研究助成機関、そして規制当局への通知の決定を下すことができる。それらの機
関自体が懲罰を行使することがあるだろう（財政上の或いはその他の懲罰の可能性がある）。

Compliance policy:
コンプライアンスポリシー
Recipients must complete a declaration to the custodian using the form available from the
collection website every [frequency] until all samples have been used or destroyed. This
form includes a declaration that the recipient has complied with the terms of the [data or
materials] transfer agreement.
受領者は、コレクションの Web サイトから入手できる書式に記入して、［頻度］ごと
に、試料を使い切る或いは廃棄するまで管理責任者に対する申告を行わなければならな
い。この書式には、受領者が［情報或いは試料］移転合意文書の約定を遵守していること
についての申告も含む。

The custodian also reserves the right to audit the recipient’s use of samples if this is
considered necessary.
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管理責任者は、それが必要であると考えられる場合に、受領者の試料の利用について監査
を行う権利を保有する。

Recipients found to be in breach of the [data or materials] transfer agreement will be
denied future access to the collection and their institutions and funders informed.
受領者が［情報或いは試料］移転の約定に違反した場合には、それ以後のコレクションの
利用を拒否すると共に、所属する研究機関と研究助成機関に報告する。

11.

Governance processes

管理運営の手順

11.1.

Although governance arrangements are beyond the scope of this document, an access
policy may outline the mandate and membership or general composition of the
governance bodies and committees that are involved with the collection.

管理運営に関する取り決めはこの文書の範囲を超えるのだが、利用方針が、コレクションに関
わる、権限や会員の地位、或いは管理運営委員会や諸委員会の一般的な構成について概説して
もよい。

11.2.

The following paragraphs give examples of the type of bodies that may play a role in a
collection’s access policy. However, not all of these bodies will be relevant to every
collection and the scale of the governance arrangements should be proportionate to a
collection’s size and the sensitivity of the data or samples held.

以下の段落では、コレクションの利用方針で役割を担う機関の種類について例示する。しかし、
すべてのそのような機関が、個々のコレクションに適切なわけではない、管理運営に関する取
り決めの規模は、コレクションの規模や、その保有する情報や試料の機微に触れる度合いに、
相応であるべきである。

11.3.

Where several similar collections exist there may be benefits in combining their
governance structures to reduce the number of committees and ensure consistent
approaches.
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いくつかの似たようなコレクションが存在するときに、管理運営の組織を統合することで委員
会の数を減らしたり、また一貫した取り組みを確保できるという利益があるだろう。

Oversight Committee
監視委員会

11.4.

This is the committee with overall responsibility for the collection. It is likely to include
representation from the major stakeholders (for example: the originator, the custodian,
the institution hosting the collection, funders, independent researchers and lay
members). For smaller collections, this may be the only governance body.

この委員会はコレクションに対する全体的な責任を取る。主な利害関係者の代表を構成員とす
る場合が多い（例えば、創設者、管理責任者、コレクションを保有する研究機関、研究助成機
関、独立の研究者や一般市民の委員）。小さなコレクションではこれが唯一つの管理運営委員
会であろう。

11.5.

An oversight committee’s role with respect to access is likely to focus on the formulation
of the policy and any subsequent modifications. The committee may also help prioritise
access, and act as an appeals panel such as for when an unsuccessful applicant feels
badly treated or custodian feels improper pressurising by some party.

利用における監視委員会の役割は、利用方針の作成やそれに続く改訂に重きを置く場合が多い。
この委員会は利用の優先順位を決めるのを助けるとともに、申請が不成功に終わった申請者で
粗略に扱われたと感じている者や、ある関係者などから不適切な圧力を受けていると感じてい
る管理責任者が居る場合に、異議申し立て委員会としても働く。

Scientific Review Panel
科学評価委員会

11.6.

A scientific review panel advises the custodian and other governance bodies on scientific
matters. They may be involved in reviewing and prioritising applications on the basis of
scientific merit or recommend reviewers.
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科学評価委員会は管理責任者や他の管理運営委員会へ科学的な問題について助言をする。彼ら
は、科学的価値に基づいて申請についての評価や優先順位付けに関わるだろうし、また評価者
を推薦する。

11.7.

The scientific review panel may be a subgroup of the oversight committee or a separate
body. It may comprise experts in fields relevant to the particular collection or others with
suitable experience to review applications and provide advice.

科学評価委員会は、監視委員会の下部委員会であったり、異なった委員会であったりする。そ
れは、特定のコレクションに関係する分野の専門家、或いは申請の評価や助言を与えるための
適切な経験を持つ人たちで構成される。

Technical Review Panel
技術評価委員会

11.8.

A technical panel will provides advice on the suitability of proposed methodologies, such
as regards sample handling or security of a data enclave. The panel may help review
applications for their technical merit.

技術評価委員会は提案された方法の適切さに対する助言を提供する。例えば、試料の取扱いや
情報保護の観点。委員会は申請の技術的価値についての評価を補助する。

11.9.

The technical review panel may be the same body as the scientific review panel, a
subset of this or have a separate membership.

技術評価委員会は科学評価委員会と同じ委員会、またその下部委員会、或いは異なった委員に
よって構成される。
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Ethics panel
倫理委員会

11.10. The ethics panel advises the custodian and other governance bodies on ethics matters. It
is likely to play a role in the development of an access policy, reviewing the ethical
issues and ensuring consistency with the terms of the consent in the collection. The
ethics panel may also play a role in implementing particular policies, especially where a
collection holds generic REC approval and decisions must be made on whether this
covers particular applications.
倫理委員会は管理責任者や他の管理運営委員会に倫理問題について助言を与える。利用方針を
作成するに当たって、倫理的課題やコレクションの提供承諾の表現との一貫性に関する評価を
通じて、役割を担うことが考えられる。倫理審査委員会は特定の方針、特にコレクションが包
括的な研究に関する倫理審査委員会の承認が必要である場合、特定の申請に関してこの承認が
適応されるかの決定において、役割を果たすことがあるだろう。

11.11. The ethics panel may be a subgroup of the oversight committee or a separate body. Its
membership will depend on the individual collection but is likely to include ethicists,
researchers and lay representatives.
倫理委員会は監視委員会の下部委員会であったり、あるいは独立した委員会であったりする場
合があるだろう。その委員構成は個々のコレクションに依存する。しかし、委員には倫理学者、
研究者、そして一般市民の代表を含むことが考えられる。
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Appendix A. Useful Resources
補遺 A：利用価値のある情報源
Human Tissue Authority
Provides information on licensing and other requirements for the use of human tissue under the
Human Tissue Act 2004.
www.hta.gov.uk
Integrated Research Application System
Aims to provide a single application system for gaining permissions and approvals for health
research in the UK. Includes applications to Research Ethics Committees, NHS R&D Offices and
the NIGB.
www.myresearchproject.org.uk
Information Commissioner’s Office
Provides information and guidance on the implementation of the Data Protection Act 1998.
www.ico.gov.uk
MRC Data and Tissues Toolkit
Legislative and good practice requirements relating to the use of personal information and
human tissue samples in healthcare research in the UK. Focuses on the planning and approvals
stage of setting up a research project.
www.dt-toolkit.ac.uk
National Research Ethics Service
Information on applying to recs for ethical review of research.
www.nres.npsa.nhs.uk
National Information Governance Board for Health and Social Care
Information on the NIGB and on the Ethics and Confidentiality Committee that reviews
applications under Section 251 of the NHS Act 2006.
www.nigb.nhs.uk
Wellcome Trust
Information on the Wellcome Trust, including reports on biomedical ethics.
www.wellcome.ac.uk
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Appendix B. Glossary and Abbreviations
補遺 B：用語解説と略号
AMRC

Association of Medical Research Charities

CCB

Confederation of Cancer Biobanks

Collection

Any dataset, including summary datasets, or set of human samples with
associated data

Custodian

The person, organisation, body or committee with responsibility for a collection
(this may or may not be the same person as the originator)

Data Subject

An individual who is the subject of personal data that forms part of a collection

Donor

An individual who provides samples that form part of a collection

GMC

General Medical Council

HTA

Human Tissue Authority

ICO

Information Commissioner’s Office

IP

Intellectual Property

IRAS

Integrated Research Application System

MRC

Medical Research Council

MTA

Data and Material Transfer Agreement

NCIN

National Cancer Intelligence Network

NCRI

National Cancer Research Institute

NIGB

National Information Governance Board for Health and Social Care

NRES

National Research Ethics Service

Originator

Person or leader of the team who collected the data and/or samples comprising a
collection

PIAG

Patient Information Advisory Group (now superseded by the Ethics and
Confidentiality Committee of the NIGB)

REC

Research Ethics Committee (encompasses such committees operating in respect
of clinical research conducted in the four countries of the UK)

Recipient

An individual in receipt of data and/or samples from a collection

Requestor

An individual seeking access to data and/or samples from a collection
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National Cancer Research Institute
PO Box 123
61 Lincoln’s Inn Fields
London WC2A 3PX
Tel: +44 (0)20 7061 8460
Email: info@ncri.org.uk
onCore UK
Devonshire House
Manor Way
Borehamwood
Hertfordshire
WD6 1QQ
Tel: +44 (0)20 8731 4588
Email: info@oncoreuk.org
National Cancer Intelligence Network
2nd Floor, Queens House
55/56 Lincolns Inn Fields
London WC2A 3PX
Tel: +44 (0)20 7061 8137
Email: enquiries@ncin.org.uk
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