
＊バイオバンクへの申請から、ご提供まで1～2か月です。（倫理審査期間は含めません）

検体ご利用までの流れ

バイオバンク 横浜

発行元：横浜市立大学 先端医科学研究センター バイオバンク室
ＴＥＬ ：045-787-2592
Ｅ-mail：sentanbb@yokohama-cu.ac.jp

： http://ycubiobank.jpU R L

学内からご利用の方 学外からご利用の方

審査

公開

検体提供、業務支援内容、必要試料の
概要についてヒアリングを行います。

本学との共同研究をしていますか？

はい。しています。

いいえ。していません。

共同研究契約でご提供できます。

試料提供契約（MTA）の締結が必要です。

①研究計画申請書兼承認書
②業務支援依頼書
③試料配布申込書（新規）
④倫理委員会への申請書、研究公開用
文書、承認書 ⑤研究成果有体物に関する届出書

⑥MTA締結依頼書（譲渡）

書類申請＊2

「人を対象とする医学系倫理委員会」
に申請してください。

横浜市立大学の「人を対象とする医学系
倫理委員会」に申請してください。

所属機関の「倫理委員会」に申請してください。

倫理委員会への申請＊1
＊1倫理申請と検体利用申請は同時進行可能です。

＊2書類はすべて下記URLよりダウンロード可能です。

①研究計画申請書兼承認書
②業務支援依頼書
③試料配布申込書（新規）
④倫理委員会への申請書、研究公開用文書、
承認書

①先端医科学研究センター バイオバンク会議
②先端医科学研究センター 研究審査会

先端医科学研究センターのホームページ上にて、研究概要を3週間公開し、同意撤回の機会
を設けます。

検体お届け

お手元に検体をお届けします。
研究実施経過報告書を年1回ご提出いただきます。

へ

へ

共通

のみ

！当バイオバンク検体を利用する旨を記載してください！当バイオバンク検体を利用する旨を記載してください

Y N

倫理委員会への申請＊1
＊1倫理申請と検体利用申請は同時進行可能です。

書類申請＊2
＊2書類はすべて下記URLよりダウンロード可能です。vol.2
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Q2 健常者＊血清の内訳は？

Q3 患者血清の内訳は？

■年齢、性別をお渡しします。
■複数年採取している検体があるため、経年変化も検討できます。

＊処方薬を服用していないことを指す。

■年齢、性別、病理診断結果、血液検査結果などの、臨床情報もお渡しできます。

Q1 どんな組織検体を保管しているの？

■下に内訳を示します。組織は、手術室から病理部へ運搬され、腫瘍部(T)と
非腫瘍部(N)ごとに3～5mm角に分けられ、-80℃で凍結保存されています。

■病理診断結果、血液検査結果などの、臨床情報もお渡しします。

2018.9月現在
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組織検体の内訳

年齢・性別の内訳

2018.10月現在

（提供範囲については別途相談が必要です。）
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人数（人） 本数（本） 年齢（歳）
男 9 37 52.2
女 19 80 39.8
男 32 152 72.4
女 2 10 67.0
男 21 508 64.1
女 10 386 68.0
男 64 669 67.9
女 27 365 69.0
男 20 94 64.3
女 8 41 60.6
男 6 24 67.5
女 4 22 79

前立腺癌 男 14 68 70.2
子宮・卵巣癌 女 8 43 59.3

男 4 13 67.8
女 1 5 81
男 10 88 52.6
女 93 1297 70.1
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				バイオバンク室で保管している疾患血清の内訳 シツ ホカン シッカン ケッセイ ウチワケ

								人数（人） ニンズウ ニン		本数（本） ホンスウ ホン		年齢（歳） ネンレイ サイ

				脳腫瘍 ノウシュヨウ		男		9		37		52.2

						女		19		80		39.8

				胃癌 イガン		男		32		152		72.4

						女		2		10		67.0

				膵臓癌 スイゾウ ガン		男		21		508		64.1

						女		10		386		68.0

				大腸癌 ダイチョウ ガン		男		64		669		67.9

						女		27		365		69.0

				腎臓癌 ジンゾウ ガン		男		20		94		64.3

						女		8		41		60.6

				腎盂・
膀胱癌 ジンウ ボウコウ ガン		男		6		24		67.5

						女		4		22		79

				前立腺癌 ゼンリツセン ガン		男		14		68		70.2

				子宮・卵巣癌 シキュウ ランソウ ガン		女		8		43		59.3

				GIST		男		4		13		67.8

						女		1		5		81

				骨粗しょう症 コツソショウショウ		男		10		88		52.6		8		43		59.25

						女		93		1297		70.1

				バイオバンク室で保管している疾患血清の内訳 シツ ホカン シッカン ケッセイ ウチワケ

								人数（人） ニンズウ ニン		本数（本） ホンスウ ホン		年齢（歳） ネンレイ サイ

				脳腫瘍 ノウシュヨウ		男		7		30		66.5

						女		14		63		43.6

				胃癌 イガン		男		26		118		74.5

						女		2		10		67.0

				膵臓癌 スイゾウ ガン		男		20		503		63.9

						女		9		382		66.7

				大腸癌 ダイチョウ ガン		男		42		564		69.4

						女		22		340		68.8

				腎臓癌 ジンゾウ ガン		男		13		55		66.5

						女		5		24		54.6

				腎盂・
膀胱癌 ジンウ ボウコウ ガン		男		5		21		65.2

						女		1		4		80

				前立腺癌 ゼンリツセン ガン		男		12		56		71.0

				GIST		男		4		13		67.8

						女		1		5		81

				骨粗しょう症 コツソショウショウ		男		10		88		52.6

						女		93		1297		70.1



		大腸がん		人数 ニンズウ		本数 ホンスウ		年齢 ネンレイ		SD				すい臓がん ゾウ		人数 ニンズウ		本数 ホンスウ		年齢 ネンレイ		SD				骨粗しょう症 コツソショウショウ		人数 ニンズウ		本数 ホンスウ		年齢 ネンレイ		SD				胃癌 イガン		人数 ニンズウ		本数 ホンスウ		年齢 ネンレイ		SD				脳腫瘍 ノウシュヨウ		人数 ニンズウ		本数 ホンスウ		年齢 ネンレイ		SD				腎臓がん ジンゾウ		人数 ニンズウ		本数 ホンスウ		年齢 ネンレイ		SD				前立腺がん ゼンリツセン		人数 ニンズウ		本数 ホンスウ		年齢 ネンレイ		SD				腎う膀胱がん ジン ボウコウ		人数 ニンズウ		本数 ホンスウ		年齢 ネンレイ		SD				GIST		人数 ニンズウ		本数 ホンスウ		年齢 ネンレイ		SD				子宮・卵巣 シキュウ ランソウ		人数 ニンズウ		本数 ホンスウ		年齢 ネンレイ		SD

		M		64		669		67.9242424242		9.8217265314				M		21		508		64.1428571429		9.2787249578				M		10		88		52.6		17.0567679627				M		32		152		72.4375		9.4907242165				M		9		37		52.2222222222		20.2375507791				M		20		94		64.25		12.320714265																M		6		24		67.5		16.9204018865				M		4		13		67.75		10.5316981853

		F		27		365		68.962962963		15.25313111				F		10		386		68		7.916228058				F		93		1297		70.0752688172		9.6382802894				F		2		10		67		5.6568542495				F		19		80		39.8421052632		8.4852813742				F		8		41		60.625		12.1689360239				M		14		68		70.2142857143		6.7616403498				F		4		22		78.5		13.8439718129				F		1		5		81						F		8		43		59.25		12.9697450135
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