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今日のビデオの流れ

1.人を対象とする研究にはどの様な研究があるのか

2. 過去の臨床研究についての不正事例

3-4. 人を対象とした研究を開始するにあたり遵守すべき事

5. 個人情報保護法による個人に関する情報の定義

6-18. 人を対象とした生命科学・医学系倫理指針の内容

19. まとめ
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1. 人を対象とした研究とは

(1)前向き研究
ア. 前向き観察研究：軽微な侵襲あり、侵襲なし
イ. 前向き介入研究：軽微な侵襲あり、軽微でない侵襲あり、

侵襲なし

(2)後ろ向き研究
ア. 後ろ向き観察研究

＊取り扱う個人情報が守られているか。
＊本人の同意を得ているか。
＊科学的な合理性が保たれているか。
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(1)鳥取大学医学部付属病院の薬剤師
倫理委員会の許可なく、過去の診療記録を使って臨床研究を実施

担当部署の責任者に口頭で注意、ホームページで公表

(2) 札幌医科大学附属病院の医師
臨床研究に対する内部告発
研究対象者から同意を受けていない可能性が発覚

調査委員会による調査、責任者の処分、ホームページで公表

(3) 聖マリアンナ医科大学附属病院の医師
医師主導ランダム化比較臨床試験の計画を変更して実施
製薬企業との利益相反の申告漏れ

調査委員会による調査、臨床研究の中止、論文撤回
ホームページで公表

2. 臨床研究に関する過去の不正事例
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3. 人を対象とした研究を開始するにあたり遵守すべき事

(1)個人情報保護法
令和2年、3年に改正
令和4年4月1日施行

(2)人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
個人情報保護法の改正に従い見直され、
令和4年4月1日施行

(3)臨床研究法（特定臨床研究に該当する場合）
平成30年4月1日施行（令和4年4月1日施行規則一部改正）

ア. 製薬企業などから資金提供を受けた医薬品などの臨床研究
イ. 未承認・適応外の医薬品などの臨床研究

市販されているサプリメントのある疾患に対する有効性を
検討する研究なども該当する可能性あり。
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4.令和4年4月１日から何が変わったのか

(1)学術研究は、これまで個人情報保護法の例外規定

(2)令和4年４月１日から個人情報保護委員会の監督

(3)用語は全て個人情報保護法に統一
匿名化の用語は廃止：個人を識別できないようにした情報
対応表は対照表に置換

(4)新たに仮名加工情報を設置
自機関で収集した情報の使い勝手をよくするため
他機関への提供の禁止

(5) 学術研究機関等：国立・私立大学、付属病院、公益法人研究所

(6) 個人情報保護法は指針ではなく、法律なので違反した場合には
刑罰 6



5. 個人情報保護法の「個人に関連する情報」(1/3)

(1)個人情報: 生存する個人に関する情報（個人を特定できるもの）
ア. 氏名、生年月日、住所など。
イ. 個人識別符号: 個人に発行されたクレジットカード、住民票、

免許証、カルテID、パスポートなど。ゲノム情報も含まれる。
ウ. 要配慮個人情報（次のスライドで詳述）

(2)個人関連情報: IPアドレス、Cookie、商品の閲覧や購買履歴など

(3)仮名加工情報: 個人情報の一部や個人識別符号を削除して得られ
た情報。対照表を作成するために個人と紐づけすることが可能。

(4)匿名加工情報: 個人情報の一部や個人識別符号を削除して得られ
た情報。完全に個人を特定できなくした情報。
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(5)要配慮個人情報

ア.  個人情報の中で、本人に対する不当な差別、偏見、その他の
不利益を生じる可能性のある情報 ：
人種、信条、病歴（カルテ情報）、犯罪歴、犯罪被害歴など
上記の情報でも、それらを用いることで特定の個人を識別する
ことができなければ、要配慮個人情報には該当しない。

イ.  個人のゲノムデータが、全て要配慮個人情報ではない。
遺伝性疾患や特定の疾患にかかりやすさなどの医学的意味合い
が付加されたゲノム情報が該当
例えばRBやBRCA1変異などの情報

5. 個人情報保護法の「個人に関連する情報」(2/3)
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(6) 個人情報の加工の具体例
ア. 個人情報の一部、または個人識別符号を全部削除する。

イ. 新たに研究のためのIDを付加し、個人と対応するための表
（対照表）を作成し保存。あるいは対照表は作成しない。

対照表

5. 個人情報保護法の「個人に関連する情報」(3/3)
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6. 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針

(1) 目的及び基本方針
ア. この指針は、人を対象とする医学系研究に携わる全ての関

係者が遵守すべき事項

イ.人間の尊厳及び人権が守られ、研究の適正な推進が図られ
るようにすることを目的
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(1)人を対象とする生命科学・医学系研究

(2)侵襲

(3)介入

(4)人体から取得された試料

(5)研究に用いられる情報

(6)既存試料・情報

(7)-(9)研究機関・共同研究機関・研究協力機関

(10)多機関共同研究

7. この指針における用語の定義(1/10)
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(1)人を対象とする生命科学・医学系研究
ア. 国民の健康の保持増進または患者の傷病からの回復や生活の質

の向上に関する知識を得る研究
ア）傷病の成因の理解
イ）病態の理解
ウ）傷病の予防方法の改善または有効性の検証
エ）医療における診断方法及び治療法の改善または有効法の検証

イ. 人由来の試料・情報を用いて、ヒトゲノム及び遺伝子の構造
・機能、遺伝子の変異や発現に関する研究

ア) ヒトゲノム及び遺伝子に関する研究
1)子孫に受け継がれるヒトゲノム及び遺伝子の変異
（生殖細胞系列変異または多型）
2)がん等の病変部位にのみ後天的に出現し、次世代には受け継

がれないゲノムまたは遺伝子の変異（体細胞変異）

7. この指針における用語の定義(2/10)
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イ) 遺伝子の構造または機能、及び遺伝子の変異または発現
1)エピゲノム解析
2)生体を構成している様々な分子等を網羅的に調べる

オミックス解析

ウ)  病原体から得られる情報と患者の診療情報を組み合わせて解析
する研究
*単に細菌やウイルスなどの病原体だけを対象とした研究
は非該当

7. この指針における用語の定義(3/10)

(1)人を対象とする生命科学・医学系研究
イ.人由来の試料・情報を用いて、ヒトゲノム及び遺伝子の構造

・機能、遺伝子の変異や発現に関する研究
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（2）侵襲

ア. 研究目的で行われる穿刺、切開、薬物投与、放射線照射、
心的外傷に触れる質問等
→研究対象者の身体又は精神に生じる傷害又は負担
侵襲のうち、傷害及び負担が小さいものを「軽微な侵襲」

イ. 侵襲でない例：
ア) 自然排泄される尿・便・喀痰、唾液・汗などの分泌物、

抜け落ちた毛髪・体毛の採取
イ) 表面筋電図、心電図、超音波画像など
ウ) 残余検体を既存試料として用いる場合
エ) 研究目的でない診療における穿刺、切開等

7. この指針における用語の定義(4/10)
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エ. 軽微でない侵襲の例：
ア)研究目的での薬物投与（既承認医薬品を承認の範囲内で投与す

る場合も含まれる）。
イ)CT・PET検査は原則として「軽微な侵襲」ではない。

ウ. 軽微な侵襲の例：
ア)一般健康診断と同程度の採血、胸部単純Ｘ線撮影等
イ)造影剤を用いない MRI 撮像（長時間の拘束を伴わない）
ウ)診療に伴う検査（穿刺や採血など）で上乗せして研究目的

のためにサンプルを採取する場合

（2）侵襲

7. この指針における用語の定義(5/10)
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⑶ 介入
ア. 研究目的で、人の健康に関する様々な事象（例えば投薬など

の治療行為や検査、喫煙や食生活などの生活習慣なども含
む）を制御する行為（通常の診療を超える医療行為であって
研究目的で実施するものを含む）。

イ. 研究計画に基づいて作為または無作為の割付を行うこと。
ア) 群間比較のため研究対象者の集団を複数の群に分けて行う

研究
イ) 対称群を設けずに単一群に特定の治療法、予防法などを実

施する研究

ウ. 「介入」イコール「侵襲」ではない。禁煙指導や食事療法な
どを行う研究は介入研究であるが、侵襲はない。

7. この指針における用語の定義(6/10)
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問題：次の研究は介入研究？侵襲性のある研究？

ア. 個々の患者（研究対象者）の状態に応じて診療上必要な検査や
投薬を行い、その結果を記録・集計する研究

イ. 診療の一環として個々の患者の状態に応じて検査や投薬を行い、
検査用の採血時に研究用の少量の採血を追加し、血液試料と
診療情報を解析する研究

ウ. 患者を無作為に2群に分け、それぞれに別の承認済み医薬品を
投与し、結果を比較解析する研究

介入も侵襲もない観察研究

介入のない軽微な侵襲のある研究

介入ありかつ侵襲のある研究

7. この指針における用語の定義(7/10)
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(4)人体から取得された試料
血液、体液、組織、細胞、排泄物及びこれから抽出したDNA等の
人の体の一部（死者に係わるものを含む）。
人体から採取された細菌、ウイルス、真菌などはこれに該当しない。

(5)研究に用いられる情報
研究対象者の診断及び治療を通じて得られた傷病名、投薬内容、
検査または測定の結果等（死者に係わるものを含む）。

7. この指針における用語の定義(8/10)
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(6) 既存試料・情報について
ア. 当該研究の研究計画書が作成前から既に存在する試料・情報

イ.  研究計画書の作成以降に取得された試料・情報であって、
取得の時点で当該研究計画書の研究に用いられることを
目的としていなかったもの。

具体例: 通常の診療範囲内で取得される試料や情報
ア) 残余検体
イ) 診療記録に記載された診療情報や検査データ

7. この指針における用語の定義(9/10)
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(7) 研究機関:
研究が実施される機関。ただし、研究に関する業務の一部に
ついてのみ委託を受けて実施する機関は研究機関には該当しない。

(8) 共同研究機関：
共同して研究が実施される研究機関。ただし研究協力機関除く。

(9) 研究協力機関：
当該研究のために研究対象者から新たに試料・情報を取得

（軽微な侵襲のみ）し、研究機関に提供のみを行う機関
研究対象者からインフォームド・コンセントを受けることは
できない。

(10) 多機関共同研究：
一つの研究計画書に基づき複数の研究機関で実施される研究

7. この指針における用語の定義(10/10)
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8. 研究者等の基本的責務(1/4)

(1) 研究を開始するにあたっての必須事項

ア. 倫理委員会での審査、研究機関の長の許可を受けていること。

イ. あらかじめ研究対象者から研究についてのインフォームド・
コンセントを受けていること。
*手術や入院時の診療への同意書とは全く別であることに注意

ウ. 個人情報の適切な管理と守秘義務

エ. 利益相反の適切な管理
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(2) 倫理に関する教育・研修

ア. 研究者等は、研究倫理並びに当該研究の実施に必要な知識及び
技術に関する教育・研修を受ける。
研究期間中も継続して教育・研修を受講（年に１回程度）

イ. 東邦大学医学部及び3病院の研究者には以下の2項目の受講
が必須

ア）医学部倫理委員会HP 「倫理講習ストリーミング・ビデオ」
イ）eAPRINプログラム 「人を対象とした研究」

8. 研究者等の基本的責務(2/4)
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ウ. 令和4年度eAPRIN受講単元について

(2) 倫理に関する教育・研修

8. 研究者等の基本的責務(3/4)
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エ. 修了証を印刷して倫理委員会に提出

(2) 倫理に関する教育・研修

8. 研究者等の基本的責務(4/4)
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9. 研究計画書に関する手続(1/2)

(1)研究計画書
研究の倫理的妥当性及び科学的合理性が確保
研究対象者への負担並びに予測されるリスク・利益を総合的に評価
負担及びリスクを最小化
計画書は３年ごとに更新する必要あり。
研究進捗状況報告書を毎年倫理委員会事務局に提出
研究計画の変更や研究者の変更はその都度事務局に報告し
手続きを行う（計画変更申請書・報告事項届出書）。

(2)研究に関する業務の一部を委託
委託業者と文書または電磁的方法により契約を締結
委託業者を適切に監督

(3)侵襲（ 軽微な侵襲を除く）を伴う研究かつ診療を超える医療行為
健康被害に対する補償を行うために、保険などに加入
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(4) 介入研究は研究開始前にjRCT等の公開データベースに登録
ア. 当該研究の概要を登録
イ. 研究計画書の変更及び研究の進捗に応じて適宜更新

(5) 研究終了後の対応（研究終了後３ヶ月以内に行う）
ア. 研究を終了あるいは中止時には倫理委員会及び

研究機関の長に報告
イ. 研究終了後に当該研究の結果を公表（全ての研究）。

(6) 介入研究は登録した公開データベースに当該研究の結果を登録

9. 研究計画書に関する手続(2/2)
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10. インフォームド・コンセントを受ける手続等(1/12)
(Informed consent, IC)

(1) 前向き研究
研究対象者が、今後実施される研究に関して、研究目的、意義、
方法、研究対象者に生じる負担、予測される結果について説明
を受けた後に、自由意志で研究者に与える研究実施の同意

(2) 後ろ向き研究
研究対象者から過去に採取された試料・情報を、どのような目
的（他の研究機関への提供も含む）で利用されるかについての
説明を受けた後に、自由意志で研究者に与える研究実施の同意
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ア. 文書によるインフォームド・コンセント
侵襲を伴う研究：研究目的のために行う採血や検査など
*手術や入院時の診療への同意書とは全く別であることに注意

イ. 口頭によるインフォームド・コンセント
ア）侵襲を伴わない研究だが、介入を行う研究：

健康推進を目的とした食事療法についての研究など
イ）侵襲も介入もない研究だが、人体から取得された試料を用

いる研究：毛髪、唾液、尿、排泄物などを用いる研究
説明内容や患者が同意した旨を電子カルテに記載して保存

ウ. 研究対象者から「適切な同意」を受けるか、拒否できる機会を
保障する方法
侵襲も介入もない研究で、人体から取得された試料を用いない
研究: アンケート調査などを用いた研究

(3) 新たに試料・情報を取得する前向き研究

10. インフォームド・コンセントを受ける手続等(2/12)
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ア. 文書によるインフォームド・コンセント

ア）文書による研究内容の説明書

(3) 新たに試料・情報を取得する前向き研究

10. インフォームド・コンセントを受ける手続等(3/12)
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イ）研究対象者が署名する同意書

10. インフォームド・コンセントを受ける手続等(4/12)

ア. 文書によるインフォームド・コンセント

(3) 新たに試料・情報を取得する前向き研究
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ウ）研究対象者が同意後に撤回するときの同意撤回書

ア. 文書によるインフォームド・コンセント

(3) 新たに試料・情報を取得する前向き研究

10. インフォームド・コンセントを受ける手続等(5/12)
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エ. 電磁的方法によるインフォームド・コンセント

ア) テレビ電話等での対面で実施

イ) 本人確認を適切に行う。
非対面の場合の本人確認（身元確認や当人認証）
自己申告、身分証明書、ID、クレジットカードなど

ウ) 研究内容の説明と説明内容についての質問の機会を提供

エ) 同意事項のホームページへの掲載や、文書での交付

ウ)「電磁的方法」の同意：パソコン等の映像画面上における
同意ボタンの押下（おうか）、サイン、電子メール
による同意の表明

10. インフォームド・コンセントを受ける手続等(6/12)

(3) 新たに試料・情報を取得する前向き研究
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オ. 研究対象者が危機的な状況での研究の取り扱い
ア) 例外的に研究対象者の同意を受けずに研究を実施が可能

イ) 例外事項の例:
研究対象者に緊急かつ明白な生命の危機
研究の実施により研究対象者の生命の危機が回避
研究の実施に伴い生じる負担やリスクが必要最小限
代諾者との緊急連絡が不可能

ウ) 研究実施後可及的に文書あるいは電磁的方法により
ICを受ける。

10. インフォームド・コンセントを受ける手続等(7/12)

(3) 新たに試料・情報を取得する前向き研究
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カ. 代諾者等からインフォームド・コンセント
ア) 代諾の要件等

1)研究計画書に代諾者の選定方法や説明事項が記載
2)研究対象者が16歳未満の未成年の場合
3)成年でもICを与える能力を欠く
4)死者である場合
5) 対象者の配偶者、父母、兄弟姉妹、祖父母など。
＊16才以上で18才未満の未成人でも、十分な判断能力を
有すると判断された場合は、研究対象者からもICを受ける。

イ) インフォームド・アセント
1)研究対象者（概ね７歳以上かつ16歳未満）に平易な文章で

同意を取ること（インフォームド・アセント）
2)研究対象者への説明事項及び説明方法を研究計画書に記載

10. インフォームド・コンセントを受ける手続等(8/12)

(3) 新たに試料・情報を取得する前向き研究
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(4)自機関の既存試料・情報を自機関で用いる後ろ向き研究

ア. 原則文書あるいは口頭によるインフォームド・コンセント
特に人体から採取された試料を用いる研究

イ. 文書あるいは口頭によるICを省略できる場合
ア) 既存試料・情報が完全に個人を識別できなくなっているか、

匿名加工情報か、既存の仮名加工情報

イ) 例外は学術研究機関が行う社会的重要性の高い研究のみ
オプトアウトが可
一般の国公立病院、私立病院などの一般医療機関は、既存
試料でも文書ICあるいは口頭ICを取る必要あり。

ウ) 一般の医療機関が保有する患者の臨床症例に関わる個人情
報を観察研究に用いる場合（転居などで本人の同意を得る
ことが困難、公衆衛生に関わる例外規定、令和4年5月追加）

10. インフォームド・コンセントを受ける手続等(9/12)
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ウ. オプトアウト
ア) 研究対象者に当該研究への参加を拒否する権利を保障

ものであり、ICではない。

イ) 研究対象者が容易に閲覧できる場所（病院や倫理委員会
などのホームページ）に掲示
十分な掲載期間を取り、研究内容を研究対象者に周知
1〜2週間の掲示では不十分

ウ) オプトアウトの文章に掲載する項目
1)研究のテーマ
2)研究目的
3)研究対象及び方法
4)研究に用いられる試料・情報
5)個人情報の管理
6)研究に参加しない場合の連絡先

10. インフォームド・コンセントを受ける手続等(10/12)

(4)自機関の既存試料・情報を自機関で用いる後ろ向き研究
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(5) 他の研究機関に既存試料・情報を提供する場合
ア. 文書ICあるいは口頭IC+記録

イ. 仮名加工情報は他の機関に提供できない。

ウ. オプトアウトでの提供が可能なのは、以下の例外事項のみ
1) 学術研究機関が研究目的で提供
2) 非学術研究機関が、学術研究機関に研究目的で供与

（共同研究の枠組み）

エ. 既存試料・情報の提供のみを行うもの
（研究協力機関に該当）
倫理委員会に諮問し、所属する研究機関の長の許可取得
研究機関の長に既存試料・情報を提供することを通知

10. インフォームド・コンセントを受ける手続等(11/12)
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(6) 既存試料・情報の提供を受けて研究を実施する場合
ア. 提供元での試料・情報を入手の経緯の確認

ア) インフォームド・コンセントの内容
イ) 提供に関する記録の作成
ウ) 対象者への通知または公開
エ) 対象者への拒否機会の保障など

イ. 供与される情報の種類
ア) 匿名加工情報（IC不要）
イ) 個人情報（文書IC or 口頭IC+記録）
ウ) 個人情報（オプトアウトが可能な場合）

情報の提供先が学術研究機関等である共同学術研究
(この場合は提供元は一般医療機関でも可）
情報の提供元が学術研究機関等である共同学術研究
(この場合は提供先は一般医療機関でも可）

10. インフォームド・コンセントを受ける手続等(12/12)
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11. 研究により得られた結果等の説明に係る手続等

(1) 研究対象者へ説明する方針を定め、研究計画書に記載

(2) インフォームド・コンセントを受ける時に、結果などの説明に関
する方針を説明

ア. 説明を希望しない場合には説明しない。
イ. 研究対象者やその血縁者等の生命に重大な影響を与えること

が判明し、かつ有効な対処法がある場合には、研究責任者に
報告

(3) 研究対象者の同意がない限り、結果をたとえ血縁者であっても、
その結果を説明しない。
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12. 倫理指針に適合していないことが発覚した場合の対応

(1) 研究機関の長は、速やかに倫理委員会の意見を聴き、必要な
対応を行う。
重大な場合には、文部科学大臣や厚生労働大臣に報告し、公表

(2) 重大な指針違反例：
ア. 倫理委員会の審査を受けずに研究を実施
イ. 必要なインフォームド・コンセントを受けずに研究を実施
ウ. 研究内容の信頼性を損なう研究結果の捏造や改ざんが発覚
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13. 利益相反COI（Conflict of interest)の管理(1/4)

(1) 個人の収益等、当該研究に係る利益相反に関する状況を研究責任
者に報告し、透明性を確保

(2) 当該研究に係る利益相反に関する状況を、研究計画書に記載

(3) 利益相反に関する状況を、インフォームド・コンセントを受け
る手続において研究対象者等に説明

(4) 資金源を記載し、当該研究に関わる奨学寄付金、講演料、原稿料
などの支払い、株式の保有などを記載

(5) 利益相反のあることが問題ではなく、それを回避する具体的な
方策が記載されていれば問題はない。
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(6) 臨床研究に関する主な不適正事案

厚生労働省 第1回臨床研究部門会議（平成29年８月２日）

13. 利益相反COI（Conflict of interest)の管理(2/4)
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(7) COI申告書

13. 利益相反COI（Conflict of interest)の管理(3/4)
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(8) COIの具体的な回避策を記載：
「COIを有する研究者が一人で研究結果の解析をしない」など。

13. 利益相反COI（Conflict of interest)の管理(4/4)
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14. 研究に関わる試料及び情報などの保管

(1) 試料・情報を可能な限り長期間保管
研究終了後５年間あるいは研究結果の最終公表後３年間
のいずれか遅い日まで保存を推奨

(2) 破棄する場合の適切な措置
人体から取得された試料は、オートクレーブ処理
紙媒体はシュレーダー処理
データ保存の場合はデータの削除
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15. モニタリング及び監査

(1)研究責任者は、侵襲（軽微な侵襲を除く）を伴う介入研究
→モニタリング及び必要に応じて監査が必要

(2)モニタリング
指針及び研究計画書に従って実施されているかをチェック

（例えば半年に１回など）
研究実施機関中に行われる継続的なチェック＆フィードバック
→研究の質の向上

(3)監査： 研究が指針及び研究計画書に従って実施されたか
研究終了後のある時点における第三者によるチェック
研究の質の担保を確認
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16. 重篤な有害事象への対応

(1) 研究者等の対応
ア. 侵襲を伴う研究において重篤な有害事象が発生→

ア) 研究対象者への説明
イ) 速やかに研究責任者へ報告

(2) 研究責任者の対応
ア. 研究計画書に重篤な有害事象が発生した際の手順を記載
イ. 倫理委員会と機関の長に報告

(3) 研究や自分に不都合なことと考えて隠蔽しない。
すぐに管轄の倫理委員会と機関長に報告
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17. 倫理委員会の役割・責務等(1/2)

(1) 外部委員もメンバーに含む倫理委員会が中立的かつ公正に審査

(2) 審査結果の種類
「承認」
「継続審査」
「不承認（再審査可）」
「不承認（非該当）」 （人を対象とする研究ではない場合など）
「不承認（再審査不可）」
「中止」
「停止」

(3) 審査委員は、教育・研修を毎年受講する。
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(4) 医学部倫理委員会で扱う倫理案件: 東邦大学医学部内

ア. 医学部所属教員が研究責任者の場合

イ. 医学部及び３病院との共同研究

ウ. 東邦大学他学部と医学部あるいは３病院との共同研究

エ. 多機関共同研究で、東邦大学医学部あるいは３病院に所属する
研究者が研究代表者の場合

オ. 健常人が研究対象者として含まれる研究

カ. ヒトを対象としたゲノム研究（細菌のゲノム研究は該当外）

17. 倫理委員会の役割・責務等(2/2)
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18. 研究立案から審査、承認、研究開始までの流れ

研究計画の立案

倫理委員会への申請

倫理委員会での審査

研究計画の修正

倫理委員会への申請

倫理委員会での承認

研究の開始
・患者のリクルート
・既存試料の解析

・オプトアウト文書の掲示（拒否期間の確保）

修正の依頼

承認承認
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19. まとめ(1/2)

(1)患者さんからの診療のための同意は、研究のための同意ではない。

(2) 既存試料や診療情報を用いた研究
→研究開始前に倫理委員会への申請と承認が必要

(3) 前向き研究の場合には、研究対象者から研究参加のためのIC必要

(4) 文書あるいは口頭でのインフォームド・コンセント
文書は保管し、口頭でのICではその内容を電子カルテに記載。
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(5)  後ろ向き研究の場合には、必ずしもインフォームド・コンセント
を受けなくてもいい。
その場合はオプトアウトを施行
十分な掲示期間を取り、拒否する機会を保障

(6) 学会や学術誌によっては症例報告でも倫理委員会への承認が要求
されることがあり→ 事前にきちんと確認

(7) 個人情報保護法の違反や倫理指針の違反には、重大なペナルティ

*参考試料
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針

（令和4年3月10日一部改正、令和4年4月1日施行）
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220310006/20220310006.html

19. まとめ(2/2)
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