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限共有データベースの運用・各種手続き等について』に基づく『AGDを活用した
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Ⅰ. 制限共有データ データ共有ガイド

■制限共有データとは
研究者間の合意に基づき共有されるデータ

■制限共有データの対象となるデータ
① 生殖細胞系列、体細胞由来DNA から得られる塩基配列データ
② 生殖細胞系列由来、体細胞由来DNA 等に存在する多型情報・変異情報
③ 後天的に生じるゲノム変化（がん細胞等に生じた体細胞変異）
④ 遺伝子発現プロファイル、ゲノム修飾等
⑤ 健康に影響を与え得る微生物群由来DNA等の塩基配列情報
⑥ 健康に影響を与え得る微生物群由来DNA等に存在する多型情報・変異情報
⑦ 関連する表現型情報・臨床情報のうち、AMEDが指定する情報
⑧ その他AMEDが指定する情報

※AMEDがファンディングする以下の研究事業を対象に適用する。
平成28年度以降に開始する「疾病克服に向けたゲノム医療実現プロジェクト」
平成30年度以降に開始する「難病克服プロジェクト」
平成31年度以降に開始する「脳とこころの健康大国実現プロジェクト」、
「新興・再興感染症制御プロジェクト」、肝炎等克服実用化研究事業及びエイズ対策実用化研究事業



Ⅰ. 制限共有データ データ共有ガイド

■制限共有データによるデータシェアリングの実施方法
●制限共有データの登録

・ 登録先 ： AGD（AMED Genome group sharing Database）または自機関
・ 登録時期 ： 「生データ生成後2 年」又は「研究成果の公表時（論文採択、特許出願

公開等の日をいう。以下同じ。）」のいずれか早い時点まで

●制限共有データの利用
・ 対象研究者 ： データ提供研究グループの研究に貢献・協力を期待できる研究者

（データ拡充・活用、品質向上、付加価値付け等）
・ 利用方法 ： データ提供研究者の承認を得た後、所定の手続きを経て利用する

※本ポリシーの適用については研究開発課題の事業開始時期で異なります。
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Ⅱ. ＡＧＤ（AMED Genome group sharing Database）AGD概要

■ＡＧＤとは
制限共有データを、効率的・効果的に運用する公的データベース

■ＡＧＤの運用
ヒトゲノムデータの公開データベース（NBDCヒトデータベース、JGA・DRA）を運用する NBDC
と DDBJ の協力の下、AGDを構築・運用する。
・NBDCの役割 ： 登録・利用申請の受付け、登録データ審査および利用審査

AGD専用Webサイト運営（登録データ概要、ガイドライン等）
・DDBJの役割 ： 実際のデータベースの運用管理、技術支援
・AMEDの役割 ： AGD全般に関する調整

AGD登録利用相談
登録申請受付け → 登録データ審査
利用申請受付け → 利用審査

AGD
（制限共有）

NBDCヒトデータベース
登録申請受付け → 登録データ審査
利用申請受付け → 利用審査

JGA
（制限公開）

DRA
（非制限公開）

DDBJNBDC

JGA： Japanese Genotype-phenotype Archive
DRA： DDBJ Sequence Read Archive
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Ⅲ. 制限共有データを AGD に登録する データ共有ガイド

１. 事前相談 ガイドライン

２. 申請 データ提供申請書

✓ まずは相談してみ
よう！

相談

NBDCヒトデータ
審査委員会

④承認通知

✓ 何を審査するの？

• IC説明・同意文書
• 倫理審査委員会

審査状況
• 機関長許可内容
の確認

• 申請書
• 研究計画書（写し）
• 同意文書・説明文書（写し）
• 倫理審査承認または通知書（写し）

①申請
②審査

• AGD登録アカウント
• Submission ID

⑤登録手順の案内

③登録



３. データ準備・登録 登録手順 登録データ セキュリティガイドライン
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④登録完了

• AGD管理用IDの通知

✓登録するデータの形式
（メタデータ）

→ 「登録データ」リンク参照

①メタデータ作成
（エクセル作成～アップロード）

③登録データアップロード

✓ ネットワークでのアップロードが
心配な場合ハードディスクに
入れて郵送することも可能

③‘ ハードディスクでの登録（郵送）

②登録データ
ファイル準備

✓ データアップロード時の
セキュリティガイドライン

→ 「セキュリティガイドライン」
リンク参照または、



Ⅲ. 制限共有データを AGD に登録する データ共有ガイド

４. 事前申請制度
研究プロジェクト開始時（実際の登録データが発生する前）に、包括的な申請を行うことにより、
実際のデータ発生時の申請の手間を省略することができる。

① 研究プロジェクト開始時
・ 事前相談（１）
・ 事前申請：分かる範囲で記載した申請書、研究計画書、倫理審査申請書等（２‘）
（審査終了後）登録アカウント・予定されるデータ登録用Submission IDを入手

：

② 研究プロジェクトが進行し、登録するデータが揃った段階（初回）
・ データ準備・登録：入手済み登録アカウントとSubmission IDを使用して登録（３）
（登録完了後）AGD管理用IDを入手

：

③ 研究プロジェクトが進行し、登録するデータが揃った段階（第2回）
・ データ準備・登録：入手済み登録アカウントとSubmission IDを使用して登録（３）
（登録完了後） AGD管理用IDを入手

：



Ⅳ. 制限共有データを公開する

１. AGDから公開データベースへの移行
制限共有データは論文化等のタイミングで極力公開し、本格的データシェアリングを行い、ゲノム
医療研究の発展への貢献が期待される。
AGDは、NBDC・DDBJにより運用されているため、簡単な手続きで迅速な公開が可能。
（“AGDからNBDCヒトデータベースへ移行” という手続きを行う）

④完了通知

• アクセッション番号

• データ移行申請書
（AGD→NBDCヒトデータベース）

①申請

②相談

③データ移行処理
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Ⅴ. 制限共有データを利用する データ共有ガイド

１. 問い合わせ：利用希望者は利用に際して、データ提供者の許可を得る データ利用申請書

２. 利用環境確認・整備：ガイドラインに従い、利用環境を確認する セキュリティガイドライン
３. 申請 データ利用申請書

NBDCヒトデータ
審査委員会

④承認通知

• AGD利用アカウント

✓ 何を審査するの？

• 倫理審査委員会
承認状況

• 機関長許可内容
• 利用環境
の確認

• 申請書
• 研究計画書（写し）
• 倫理審査承認または通知書（写し）
• セキュリティガイドラインチェックリスト

①申請

✓ 最初に、データ提供者の
許可を得ること！

①問い合わせ

• AMED制限共有データ
お問い合わせフォーム
（利用申請書の1枚目）

②許可

署名、返却

②審査

③登録



４. データ利用 利用手順 セキュリティガイドライン
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②データダウンロード

✓ データファイルをハードディスクに
入れて郵送することも可能

②‘ ハードディスクでの郵送
（空のディスクを郵送）

①AGD利用アカウントでログイン

②‘-2 データを入れて返送

✓ セキュリティガイドライン
を遵守して利用する

→ 「セキュリティガイドライン」
リンク参照

または、



問合せ先
（AMED）

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞ビル21階
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構
基盤研究事業部 バイオバンク課
ゲノム医療研究支援機能担当
TEL : 03-6870-2228 FAX : 03-6870-2246
E-mail : genome-support＠amed.go.jp
または、agd-biobank@amed.go.jp

関連Webサイト NBDCグループ共有データベース
https://gr-sharingdbs.biosciencedbc.jp/

DDBJ AMED Genome group sharing Database
http://trace.ddbj.nig.ac.jp/agd/index.html

AMEDゲノム医療研究支援情報ポータルサイト
http://www.biobank.amed.go.jp/itc/index.html

【問合せ先、関連Webサイト】 データ共有ガイド
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