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II. 成果の概要（総括研究報告） 

 病理組織検体におけるゲノム等オミックス解析研究で十分な成果を挙げるためには、適切に採取され

た、質の高い病理組織検体を用いることが重要である。本研究では、バイオバンク・ジャパン BBJ 関連施

設等でゲノム研究等に適した高品質の病理組織検体を収集できるようにするため、病理組織検体の至適

取扱い方法を実証解析研究結果に基づいて定め、「ゲノム研究用病理組織検体取扱い規程」を策定し、周

知を図ることを目的とする。 

 平成 28 年度には、規程冊子体 1000 部を増刷して、平成 27 年度までに配布を完了していなかった BBJ

関連機関等に発送した。規程策定のための実証解析研究としては、研究開発分担者らが協力して、ホルマ

リン固定パラフィン包埋標本から抽出した RNA 検体の品質検証等を追加し、規程の平成 29年度末の改訂

に備えている。平成 29 年度末の改訂時に、本規程の内容と国際標準化との間に齟齬が起きないようにす

るため、ISO/TC276 部会の我が国の委員等に聞き取り調査等を行い、同部会におけるマニュスクリプト作

成の進行状況を注視している。平成 28 年度に、規程英語版の編集を進め、ドラフトを概ね完成させた。 

規程の webページ (http://pathology.or.jp/genome/kitei.html)に設けた規程内容に関する eラーニン

グ (http://pathology.or.jp/genome/e-Learning/)について、個人情報保護対策を強化し、受講者の受講

歴・成績等を追跡できるシステムの構築を行った。同システムは平成 29 年度中に実稼働する見込みで、

これにより修了者に受講証を発行し、種々の専門医等の受験・更新要件とすることができるので、規程の

周知を強化できると期待される。「オーダーメイド医療の実現プログラム」で設置されたゲノム病理標準

化センターの主催する講習会に登壇して、バイオバンクジャパン連携機関の実務者等に規程の内容を講

義することによって、規程の周知を図るとともにプロジェクトの総合的推進をはかった。 

 

In order to perform quality omics analysis in pathological tissue specimens, it is important to use quality 

specimens appropriately taken. The aim of this study is to standardize handling procedures of pathological tissue 

specimens based on empirical analysis data. Such standardization will make a large number of quality tissue 

specimens deposited in Biobank Japan and its affiliated institutions. We have published “The Japanese Society of 

Pathology Guidelines on the Handling of Pathological Tissue Samples for Genomic Researches: Standard operating 

procedures based on empirical analyses”. 

 In 2016, we reprinted the booklets of the guideline and distributed them to institutions affiliated to Biobank 

Japan. With respect to empirical analyses, researchers in this group coordinately examined the quality of RNA 

extracted from formalin-fixed and paraffin-embedded tissue specimens in preparation for revision of our guideline 
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scheduled in the end of 2017. We have meticulously examined tentative manuscripts by TC276 working group of 

International Standardization Organization (ISO) to make our guideline consistent with the policy of ISO. English 

version of our guideline is now being written. E-learning system (http://pathology.or.jp/genome/e-Learning/) in the 

web page of our guideline (http://pathology.or.jp/genome/kitei.html) was renewed to record the achievement of 

participants and to provide diplomas to the graduates. Based on this renewal, we will be able to further diffuse the 

optimal handling procedures at the opportunity of renewal of medical specialist license. We have coordinately 

promoted “Tailor-made Medical Treatment Program” and distributed our guideline by giving lectures on our 

guideline in the lecture series of “Genome Pathology Standardization Center”.  
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