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本⽇日の内容

難病研究資源バンク（難病バンク）

医薬基盤研究所データベース横断検索索

実習
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難病研究資源バンク（難病バンク）

医薬基盤研究所データベース横断検索索

実習

本⽇日の内容
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難病とは

1)    原因不不明、治療療⽅方法未確⽴立立であり、かつ、後遺症を残すお
それが少なくない疾病（例例:  ベーチェット病、重症筋無⼒力力
症、全⾝身性エリテマトーデス）

2)    経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等
に著しく⼈人⼿手を要するために家族の負担が重く、また精神
的にも負担の⼤大きい疾病（例例:  ⼩小児がん、⼩小児慢性腎炎、
ネフローゼ、⼩小児ぜんそく、進⾏行行性筋ジストロフィー、腎
不不全（⼈人⼯工透析対象者）、⼩小児異異常⾏行行動、重症⼼心⾝身障害
児）

（難病対策要綱 　1972年年（昭和47年年））
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難治性疾患克服研究事業

•    厚⽣生省省が定めた難病対策要綱をもとに特定疾患調査研究事
業として、1972年年（昭和47年年）に開始。2003年年（平成15
年年）に難治性疾患克服研究事業に改称。

•    難治性疾患（難病）の研究推進により、患者さんの
QOL（Quality  of  Life、⽣生活の質）向上を図ることが⽬目的。
難病の進⾏行行の阻⽌止、機能回復復・再⽣生を⽬目指した画期的な診
断・治療療法の開発が必要。

•    難病の多くは希少性疾患（国内の患者数が5万⼈人未満）。現
在、130疾患について研究班が設置。
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厚労省省指定130疾患
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難病研究資源バンク（難病バンク）
開発研究事業

•  難病の研究においては、患者さんの⽣生体試料料（⾎血液、細胞、
DNAなど）とその試料料情報（医療療情報など）が重要。

•  厚⽣生労働省省は難治性疾患克服研究事業の⼀一環として、独⽴立立⾏行行
政法⼈人医薬基盤研究所に難病バンクを設⽴立立（2009年年度度）。

•  難病バンクは収集研究班・医療療機関と協⼒力力して、患者さんの
試料料と情報を幅広く収集し、研究者に公正に分譲して、難病
研究を推進。
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難病バンクの主な対象疾患

⽒氏名 所属 研究課題名
1 渡辺守 東京医科⻭歯科⼤大 ⼩小腸⽣生検検体⼤大規模解析による特定難治性疾患病態理理解に関する研究

2 ⼭山原研⼀一 国⽴立立循環器病センター ヒトiPS細胞由来⾎血管内⽪皮細胞の分化誘導技術を⽤用いた⾼高度度肺⾎血管性肺⾼高⾎血圧症の病態⽣生理理解析と創薬に関する先端研
究

3 ⻘青⽊木正志 東北北⼤大学 脊髄性進⾏行行性筋萎縮症（SPMA）の臨臨床情報および遺伝⼦子収集に関する研究
4 東範⾏行行 国⽴立立成育医療療センター 先天性難治性網膜・視神経障害に対する⽣生体試料料の収集及び病態把握に資する遺伝⼦子バンクの創⽣生

5 梅澤明弘 国⽴立立成育医療療センター研究所 ライソゾーム病を含む先天性代謝異異常症および⾃自⼰己免疫性肝炎、劇症肝炎、特発性⾨門脈圧亢進症、肝外⾨門脈閉塞塞症、
Budd-‐‑‒Chiari症候群、肝内結⽯石症、肝内胆管障害に由来する⽣生体試料料の収集・バンク化

6 ⾼高橋政代 独⽴立立⾏行行政法⼈人理理化学研究所 網膜変性疾患の多施設遺伝⼦子診断システムの構築
7 森⽥田光哉 ⾃自治医科⼤大学 原発性側索索硬化症の疾患独⽴立立性および病態に関する解析
8 ⼭山野嘉久 聖マリアンナ医科⼤大学 HTLV-‐‑‒I関連脊髄症(HAM)患者データベースと検体バンクの確⽴立立による関東の研究拠点機関形成
9 ⽮矢澤⽣生 国⽴立立⻑⾧長寿医療療センター ⽣生体試料料等の収集に関する研究（難治性疾患克服のための組織バンクの研究）
10 橋本隆 久留留⽶米⼤大学 ⽪皮膚難病の⾃自⼰己免疫⽔水疱症の⾃自⼰己抗原のプロテオミクスによる同定と診断システムの確⽴立立
11 中島健⼆二 ⿃鳥取⼤大学 進⾏行行性核上性⿇麻痺(PSP)の⽣生体試料料等の収集体制整備に関する研究
12 ⽇日⽐比紀⽂文 慶應義塾⼤大学 ヒト腸内細菌フローラ⽣生体試料料バンクの確⽴立立からの炎症性腸疾患プロバイオティクス開発への基盤的研究
13 佐々⽊木秀直 北北海道⼤大学⼤大学院 脊髄空洞洞症の発症素因に関する研究
14 佐野輝 ⿅鹿鹿児島⼤大学 有棘⾚赤⾎血球舞踏病の疫学調査と診断法の確⽴立立および分⼦子病態の解明
15 ⻑⾧長⾕谷川⼀一⼦子 独⽴立立⾏行行政法⼈人国⽴立立病院機構相模原病院 ハンチントン病のバイオリソース構築に関する研究
16 ⾼高橋良良輔 京都⼤大学 パーキンソン病および類縁疾患患者iPS細胞を⽤用いた病態解明
17 ⼩小池春樹 名古屋⼤大学 慢性炎症性脱髄性多発神経炎の臨臨床情報・⽣生体試料料バンクの構築
18 ⽥田中章景 名古屋⼤大学⼤大学院医学系研究科 球脊髄性筋萎縮症のデータベースおよび⽣生体試料料バンク構築
19 祖⽗父江元 名古屋⼤大学 筋萎縮性側索索硬化症患者の遺伝⼦子・⽣生体試料料バンクの構築
20 後藤順 東京⼤大学 ペルオキシソーム病：副腎⽩白ジストロフィーの⽣生体試料料収集及び、臨臨床病型修飾因⼦子についての研究
21 ⽮矢部みはる 東海⼤大学 ファンコニ貧⾎血とその類縁疾患の⽣生体試料料収集に関する研究
22 迎寛 ⻑⾧長崎⼤大学 特発性間質性肺炎患者における⽣生体試料料等の収集に関する研究
23 川上康 筑波⼤大学 原発性⾼高脂⾎血症患者の⽣生体試料料収集に関する研究
24 向井徳男 旭川医科⼤大学医学部 偽性低アルドステロン症に関連する⽣生体試料料等の収集に関する研究
25 鈴鈴⽊木則宏 慶應義塾⼤大学医学部 ⼤大脳⽪皮質基底核変性症由来iPS細胞の樹⽴立立とタウオパチーの新規治療療戦略略の確⽴立立

26 川畑仁⼈人 東京⼤大学医学部附属病院 全⾝身性エリテマトーデスにおける修飾⾃自⼰己抗原を⽤用いた⾃自⼰己反応性B細胞を標的とする病勢モニタリングと特異異的細
胞機能抑制治療療の開発

難治性疾患克服研究事業 　⽣生体試料料等の収集に関する研究班（51班）
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難病バンクの主な対象疾患（続き）

⽒氏名 所属 研究課題名

27 古⾕谷博和 独⽴立立⾏行行政法⼈人国⽴立立病院機構⼤大牟⽥田病院 進⾏行行性⾻骨化性線維異異形成症(FOP)の⽣生体試料料の集積と新規治療療法の開発に関する基盤研究

28 ⾼高後裕 旭川医科⼤大学 特発性造⾎血障害患者⽣生体試料料の安定的収集法の確⽴立立による鉄代謝異異常関連造⾎血障害の解析

29 岩⽥田岳 独⽴立立⾏行行政法⼈人国⽴立立病院機構（東京医療療
センター臨臨床研究センター） 加齢⻩黄斑変性症、ポリープ状脈絡膜⾎血管症の⽣生体試料料バンク及び情報データベースの構築

30 宮脇利利男 富⼭山⼤大学 原発性免疫不不全症候群患者からの⽣生体試料料収集に関する研究
31 ⼤大磯ユタカ 名古屋⼤大学 ADH分泌泌異異常症（尿尿崩症）を呈するリンパ球性漏漏⽃斗下垂体後葉葉炎の診断マーカーの開発に向けた患者検体の収集
32 ⼭山⽥田正仁 ⾦金金沢⼤大学 脳アミロイドアンギオパチーの⽣生体試料料収集に関する研究
33 北北⾵風政史 国⽴立立循環器病センター 患者由来細胞のiPS細胞化による⼼心筋症の新しい診断法開発を⽬目指した⽣生体試料料の収集
34 本村政勝 ⻑⾧長崎⼤大学 重症筋無⼒力力症の前向き臨臨床研究と⽣生体試料料バンクの構築
35 武藤正彦 ⼭山⼝口⼤大学 稀少難治性⽪皮膚疾患克服のための⽣生体試料料の収集に関する研究
36 ⼭山本⼀一彦 東京⼤大学医学部附属病院 膠原病、⾃自⼰己免疫疾患の重複症候群を中⼼心とした実態把握と解析に向けた試料料収集
37 稲葉葉俊哉 広島⼤大学 AML1および7q⽋欠失責任遺伝⼦子変異異情報を有する⾻骨髄異異形成症候群検体バンクの構築

38 吉良良潤⼀一 九州⼤大学医学（系）研究科（研究院） ⽣生体試料料等の収集に関する研究：⽇日本⼈人多発性硬化症患者緯度度・病型別臨臨床データ/サンプルバンクの構築

39 堀江稔 滋賀医科⼤大学 家族性突然死症候群の遺伝的背景の解明
40 針⾕谷正祥 東京医科⻭歯科⼤大学 抗好中球細胞質抗体関連⾎血管炎患者のgenomicDNA収集に関する研究
41 斎藤加代⼦子 東京⼥女女⼦子医科⼤大学 ⼩小児期発症の脊髄性筋委縮症の⽣生体試料料収集に関する研究
42 早坂清 国⽴立立⼤大学法⼈人⼭山形⼤大学 肺胞低換気症候群の病態の研究
43 村⽥田美穂 国⽴立立精神・神経センター 線条体⿊黒質変性症を主体とするパーキンソン症候群のバイオリソースバンク構築に関する研究

44 中村稔 独⽴立立⾏行行政法⼈人国⽴立立病院機構⻑⾧長崎医療療セ
ンター臨臨床研究センター 難治性肝臓疾患(原発性胆汁性肝硬変)の⽣生体試料料等の収集に関する研究

45 ⽥田島敏広 北北海道⼤大学 先天性副腎低形成症の成因解析と新たな治療療法の検討
46 塩原哲夫 杏林林⼤大学 重症多形滲出性紅斑の⽣生体試料料収集・保管管理理システムの確⽴立立
47 ⽔水澤英洋 東京医科⻭歯科⼤大学 ⽪皮質基底核変性症（CBD）の⽣生体試料料等の収集体制整備に関する研究
48 渡辺守 東京医科⻭歯科⼤大学 特定難治性疾患患者の回腸・⼤大腸⽣生検組織バンク構築
49 ⾼高島成⼆二 ⼤大阪⼤大学 重症特発性⼼心筋症患者の⽣生体資料料の収集および新規予後規定因⼦子の検索索・解析
50 宇佐美真⼀一 信州⼤大学 難治性内⽿耳疾患の遺伝⼦子バンク構築
51 宮本享 国⽴立立循環器病センター ウイリス動脈輪輪閉塞塞症における⽣生体試料料の収集に関する研究

難治性疾患克服研究事業 　⽣生体試料料等の収集に関する研究班（平成21年年度度、51班）



独⽴立立⾏行行政法⼈人  医薬基盤研究所 National  Institute  of  Biomedical  Innovation 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　www.nibio.go.jp

難病バンクの体制と役割
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試料料と情報の流流れ
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試料料と情報の匿匿名化
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試料料収集の流流れ
① 　難病バンク事務局へ連絡（raredis-‐‑‒office@nibio.go.jp）

② 　試料料と情報の流流れ、倫倫理理審査申請等について検討

④ 　収集研究者（医師）の所属機関の研究倫倫理理審査委員会での審査

③ 　倫倫理理審査申請書、同意説明⽂文書等の作成

⑤ 　難病バンク研究倫倫理理審査委員会での審査

⑦ 　試料料と情報の難病バンクへの移送

⑧ 　試料料の保管、情報公開

収集研究者（医師）側の⼿手続き

難病バンク側の⼿手続き

承認の場合

承認の場合

⑥ 　MTA（試料料提供に係る覚書）の作成と取り交わし
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※収集研究者によって内容は異異なります。
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試料料分譲の流流れ

② 　分譲条件の詳細のご連絡、収集研究者への問い合わせ

③ 　利利⽤用者（研究者）の所属機関の倫倫理理審査委員会での審査

⑤ 　難病バンク研究倫倫理理審査委員会での審査

① 　分譲希望試料料の問い合わせ（要・利利⽤用者登録）

⑧ 　研究実施経過報告書の提出など

利利⽤用者（研究者）側の⼿手続き

難病バンク側の⼿手続き

分譲可能の場合

④ 　分譲申請書、研究計画書の提出

承認の場合

承認の場合（申請中でも可）

⑥ 　MTA（試料料利利⽤用に係る覚書）の作成と取り交わし

⑦ 　試料料等の分譲
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分譲問い合わせ 12/12/24 15:10難病研究資源バンク　分譲お問い合わせフォーム

1/2 ページhttp://raredis.nibio.go.jp/form-mailer/form-mailer2.cgi
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難病バンク
http://raredis.nibio.go.jp/
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試料料データベース
http://raredis.nibio.go.jp/db/

分譲中の試料料（平成24年年11⽉月15⽇日現在）

•  HTLV-‐‑‒1関連脊髄症
•  HTLV-‐‑‒1感染症（未発病）
•  ケネディ病（球脊髄性筋萎縮症）
•  原発性アルドステロン症
•  原発性アルドステロン症（特発性アルドステロン症）
•  原発性アルドステロン症（特発性アルドステロン症疑い）
•  原発性アルドステロン症（アルドステロン産⽣生腫瘍）
•  クッシング症候群
•  サブクリニカルクッシング症候群
•  褐⾊色細胞腫
•  褐⾊色細胞腫（両側副腎）
•  悪性褐⾊色細胞腫
•  悪性褐⾊色細胞腫（副腎）
•  ⾮非機能性副腎腫瘍
•  網膜⾊色素変性症
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利利⽤用者登録
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国内バイオバンク連携の試み
International  Society  for  Biological  and  Environmental  Repositories  (ISBER)

2012  Annual  Meeting

千葉葉⼤大学、神奈奈川県⽴立立がんセンター、筑波⼤大学、横浜市⽴立立⼤大学、国⽴立立がんセンター、国⽴立立精神神経
センター、東京都⻑⾧長寿医療療センター、医薬基盤研究所、千葉葉県⽴立立がんセンター（９バイオバンク）



独⽴立立⾏行行政法⼈人  医薬基盤研究所 National  Institute  of  Biomedical  Innovation 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　www.nibio.go.jp

難病研究資源バンク（難病バンク）

医薬基盤研究所データベース横断検索索

実習

本⽇日の内容
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医薬基盤研究所データベース横断検索索
http://alldbs.nibio.go.jp/
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基盤研データベース横断検索索とは

•  医薬基盤研究所の研究成果の発信・⽣生物資源の研究利利⽤用促進

•  創薬基盤研究DBと⽣生物資源DBの横断検索索による新規知⾒見見の
発⾒見見

•  特徴
ü  10データベース、計20万件以上の項⽬目
ü 辞書による検索索キーワードの補完機能
ü ⽇日英変換、同義語の⼊入⼒力力⽀支援
ü 複数の検索索語による絞り込み



２DB追加（平成24年年12⽉月）
難病研究資源バンク、希少疾病⽤用医薬品・希少疾病⽤用医療療機器
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検索索対象のデータベース（医薬基盤研究所）
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創薬基盤技術、疾患モデル⽣生物資源、医薬品・医療療機器開発⽀支援に関連するデータベース群
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トップページ
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検索索結果⼀一覧

データベースと説明の追加
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難病バンク

難病バンクのページに表⽰示されているものと同じ内容です。
リンクをクリックすると、難病バンクのデータベースのページが開きます。

難病バンクのデータベースのページへ
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NBDCとの連携
（National  Bioscience  Database  Center）

基盤研データベース横断検索索*
http://alldbs.nibio.go.jp

*  平成24年年度度厚⽣生労働科学研究費補助⾦金金（創
薬基盤推進研究事業）「疾患研究のための⽣生
物資源の所在情報データベース等の構築と維
持と関連する政策・倫倫理理課題の研究」

横断検索索の相互運⽤用

⽂文科省省経産省省
農⽔水省省

NBDC

⽣生命科学系データベース統合のための合同ポータルサイト
http://integbio.jp/

**「医薬基盤研究所におけるデータベース開発と統合」プロジェクト

厚労省省
（医薬基盤研究所）

Sagace  **
http://sagace.nibio.go.jp
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独⽴立立⾏行行政法⼈人  医薬基盤研究所

Science誌  ⼤大阪特集  2011.2.1

医薬品・医療療機器の開発のための基盤技術を研究し研究開発を振興



独⽴立立⾏行行政法⼈人  医薬基盤研究所
難病・疾患資源研究部 　難病資源研究室
 　
〒567-‐‑‒0085
⼤大阪府茨⽊木市彩都あさぎ7-‐‑‒6-‐‑‒8
TEL/FAX:  072-‐‑‒641-‐‑‒9019  (代)
E-‐‑‒MAIL:  raredis-‐‑‒office@nibio.go.jp
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難病研究資源バンク（難病バンク）

医薬基盤研究所データベース横断検索索

実習

本⽇日の内容
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実習

1.    難病バンク試料料データベースの閲覧（よろしけれ
ば利利⽤用者登録をお願いします。）

http://raredis.nibio.go.jp/

2.    医薬基盤研究所データベース横断検索索から難病バ
ンクを含む医薬基盤研究所のデータベースを検索索
（検索索語例例：副腎、感染症、筋萎縮症、retina、tumor）

http://alldbs.nibio.go.jp/
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医薬基盤研究所データベース横断検索索
検索索例例（”cd5”）

⼊入⼒力力⽀支援機能

各ＤＢへ

データベースごとの
検索索結果詳細

検索索キーワード補完機能


