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研究要旨 

“Parkinson 病および関連神経変性疾患の生前同意に基づく脳バンク”を構築する

ためには，患者と健常者などの研究参加者の生前からの同意登録の具体的な条件を

設定する必要がある．平成 18 年度は、現行法と倫理指針を遵守した同意登録のあり

方について検討し，以下の条件設定が有用であると判断した．同意登録の対象者は

20 歳以上で同意能力に障害がない方に限るべきである．同意能力の判定基準は，“認

知症症状のために日常生活において自立困難な状態ではない”ことが現実的である．

同意の撤回を容易にするための方策が必要である．同意登録時には家族の同意を条

件としなくとも良い、とした。 

平成 19 年度は、パーキンソン病ブレインバンクの献脳ドナー登録が市民・患者・

家族に理解され心理的に受け入れられるかどうかを，市民講演会や説明会などの討

論内容から明らかにした．献脳ドナー登録はまったく新しい課題であるが、繰り返

し説明することにより市民・患者・家族に理解されると判断された。病理解剖とブ

レインバンクの必要性を主要課題として市民講演会が開催されることは従来なかっ

たが、献脳ドナー登録という設定によりブレインバンク担当者と市民・患者・家族

が意見交換をすることが可能になった。 

平成 20 年度は、３年間の活動を見直した。欧米のブレインバンクでは，患者団体と

の連携がドナー登録者の確保から剖検の実施までの運営のすべての面で極めて重要

と考えられている．いくつかのバンクでは，患者団体が運営を主導している．患者

団体との協力は，ブレインバンクの運営時の説明責任を果たす上でも重要である． 

日本においても，効率的なバンク運営には，パーキンソン病と関連疾患に限らない

複数の疾患領域におけるバンク活動が必要である 

 

 

 

A. 研究目的 

“Parkinson 病および関連神経変性疾患の生

前同意に基づく脳バンク”（以下，パーキンソ

ン病ブレインバンク，と略）を構築するため

には，研究参加者の生前からの同意登録の具

体的諸条件を設定する必要がある．同意登録

する場合の同意能力の判定基準，代諾者を認

めるかどうかなどを定める必要がある．平成

18 年度は、現行法と倫理指針を遵守した同意

登録のあり方について検討した．平成 19 年度

は、献脳ドナー登録への市民・患者・家族の

実際の理解と心理的な受け入れについて検討

した．平成 20 年度は、3 年間のドナー登録推

進活動を総括し、今後の課題を検討した． 

 

B. 研究方法 

パーキンソン病ブレインバンクの生前から

の同意登録の具体的条件を設定するために，

現行法である死体解剖保存法，病理解剖指針，

医学研究に関する各種倫理指針，医学研究に

関する倫理原則にのっとって検討した．また，

日本の先行例である精神疾患脳バンク（福島

県立医大），欧米のブレインバンクの同意登録

の状況などを参考にした． 

平成 19 年度は、パーキンソン病ブレインバ

ンクの普及啓発活動である市民講演会と国立

精神・神経センター武蔵病院内の説明会での

討論やバンク事務局への問い合わせ内容を検

討した． 

平成 20 年度は、パーキンソン病ブレインバ

ンクの市民公開講座と国立精神・神経センタ

ー病院内の説明会での討論と，ドナー登録状

況と，欧州のブレインバンクの運営状況と比

較検討した． 

 

（倫理面への配慮） 



 現行法と倫理指針等の厳守を条件にブレイ

ンバンクの運営と同意登録基準を検討した． 

 

C. 研究成果 

１．パーキンソン病ブレインバンクの生前か

らの同意登録のあり方を研究し，以下の条件

設定が合理的であると考えた． 

（１）同意登録の対象者は，“パーキンソン病”，

“進行性核上性麻痺”，“皮質基底核変性症”，

“パーキンソン症候群”，“その他，この病気

以外の方”，の 5カテゴリーとする．ブレイン

バンクの運営のためには非疾患対照である健

常者の脳が必須であることから，健常者は“そ

の他，この病気以外の方”として登録する．

また，パーキンソン病以外の難治性疾患患者

で登録希望がある場合も，“その他，この病気

以外の方”とする． 

（２）同意登録の対象者は，同意能力に障害

がない方に限る．生前同意登録の意義は，研

究参加者の“自律性の尊重”にある．仮に同

意能力に障害がある方を代諾者の同意により

登録すると，パーキンソン病ブレインバンク

が掲げる“自律性の尊重”が崩壊する事にな

る．同意能力に障害がある場合は，パーキン

ソン病ブレインバンクの範疇外として，従来

のブレインバンクと同様に遺族同意のみで扱

うことが適当であると考えられる． 

（３）同意登録の対象者は 20 歳以上とするこ

とが適当である．これは未成年の場合は同意

能力の有無が問題となるためである．パーキ

ンソン病ブレインバンクの主対象者は中年期

以降であることから，20 歳以上の年齢設定は

実質的な障害にはならない． 

（４）同意能力の判定基準として，“認知障害

のために日常生活において自立困難な状態で

はない”ことを採用するのが現実的である．

パーキンソン病などの神経難病では，記憶・

理解・判断などの認知機能に障害はなくとも，

運動障害のため日常生活において援助介助を

必要とする場合がある．この場合は同意能力

に障害はない．そこで，“認知症症状のために

日常生活において自立困難な状態の場合”は，

同意能力に障害があると判断し対象外とすべ

きである．臨床医は，介護保険の審査のため

の意見書等で，認知症症状の有無を日常的に

判断しているため，判断に苦慮する事は稀で

あるので，この基準は現実的である． 

（５）同意の撤回を容易にするための方策が

必要である．同意撤回は文書処理を原則とす

るが，登録カードの裏面に同意撤回の欄を作

成するなどの簡便法がある方が良いと思われ

る． 

（６）同意登録時には，家族の同意を条件と

しなくとも良いと考える．患者あるいは健常

者本人は同意登録を希望するが，当初は家族

の理解が得られないことが予想される．病理

解剖を実施するときには家族（遺族）の同意

が必須条件であるので，家族の意思に反して

病理解剖が行われることはない．同意登録後

に登録者と家族の話し合いにより理解が進む

ことは期待できる．そこで，家族の同意がな

くても同意登録を受け付けても不都合はない

と考えられる． 

 

２． 

パーキンソン病ブレインバンクの献脳ドナ

ー登録のシステムとインフォームドコンセン

トなどが研究参加者（市民・患者・家族）に

理解されるかどうか，心理的な受け入れ，付

随する問題点の検討結果は以下の通りである． 

 

（１）一般的な医学研究への参加に際しての

同意収得，検体の匿名化，などの意義につい

ての理解は比較的容易であった．認知機能に

障害がない時点で研究参加者が自分の意思で

判断し同意登録するという，“研究参加者の自

律性の尊重の原則”は十分に受け入れられた．

また，同意登録の撤回方法についても理解さ

れた． 

 

（２）日本の一般市民におけるブレインバン

クの理解度は高くはない．日本では病理解剖

により死亡の原因を確定させることが，一般

市民に十分理解されておらず，ブレインバン

クは十分理解されてはいない．また，ブレイ

ンバンクのドナー登録が，医学教育のための

献体や臓器移植のためのドナー登録と混同さ

れている．今後も啓発活動が必要である． 

 病理解剖の手順は，研究参加者用の正式の

説明文書と，「献脳生前同意登録性ブレインバ

ンクへの登録のお願い」と題した簡略なパン

フレットに紹介している．しかし，十分理解

されていない．その原因は病理解剖やブレイ

ンバンクについて市民を対象に説明してこな

かったことによる．以下の質問があったが，

ブレインバンクへの肯定的感情を基盤とした

質問と懸念の表明であった． 

「解剖すると頭がなくなる？」 

「全身解剖がなぜ必要か？」 

「解剖後に遺体にはどのような傷痕が残る

か？」 

「健常者の脳がなぜ必要か？」 



「脳をどのような研究に使うのか？」 

「研究に使うためには脳を何時間以内に取り

出さないといけないのか？ 遺族が素早い決

断をしてくれるかどうか心配である」 

 

（３）ブレインバンクへの献脳ドナー登録を

するが，その意思が自分の死後に生かされる

かどうか懸念が表明された．これは，以下の 4

つの異なった水準の問題に分類された． 

（ア） 運用上の課題：献脳ドナー登録をし

ても，死亡時に連絡すべきブレインバンクの

コーディネーターの電話番号などの情報が遺

族には伝わらないことを心配する．この対策

として，コーディネーターの電話連絡先を明

記した献脳ドナー登録カードを作成している

が，電話連絡先を明記したマグネットを作成

し配布した。 

（イ） 身寄りがない方を病理解剖（承諾解

剖）できるかどうか：将来，身寄りがなくな

り解剖に同意する親族がいない場合，献脳ド

ナー登録していても解剖できるのかの質問が

あった．この対策として，成年後見人などが

死体解剖保存法に基づく同意を与えることが

できるかどうか検討する必要がある． 

（ウ） 家族が病理解剖を承諾しない予測：

献脳ドナー登録をするが，配偶者などの親族

が解剖に明確に反対しているため，死後に解

剖の同意を得ることが困難と予測される事例

がある．これについては，死体解剖保存法を

遵守するため，遺族の同意なしでは解剖でき

ないことを伝えている．死体解剖保存法の遵

守は当然であるが，パーキンソン病ブレイン

バンクの運営理念である研究参加者の自律性

の尊重とは矛盾している． 

（エ） 急死時の手順と病理解剖の可否：献

脳ドナー登録者が急死したら家族はどう対処

すればよいか．パーキンソン病を含む神経変

性疾患では，自律神経障害に基づき不整脈や

呼吸障害による突然死（内因性急死）が起こ

りうる．病院で死亡した場合はその状況によ

り，警察への異状死の届出，医療関連死モデ

ル事業への届出，病死と判断して病理解剖の

実施が考えられる．また，自宅で死亡した場

合は，警察へ届け出て死体検案が必要になる．

異状死届出しても法医解剖が行われなかった

事例は病理解剖が可能であり，脳をブレイン

バンクに保存しうる．この項は今後の法医学

的な検討を必要とする． 

 

（４） 献脳ドナー登録者および死後脳をバ

ンクに寄託した人の篤志に謝意を表し長く記

憶にとどめる方策について． 

献脳ドナー登録者は健常者を含むが病気の

患者が多数含まれる．献脳ドナー登録者の個

人名をインターネットのホームページ上に掲

載することは，相当の比率で病気である可能

性を公表することになり，実行できない．献

脳ドナー登録者の匿名性の確保と，篤志への

謝意の表明をどのように解決するか今後の検

討が必要である． 

 

（５） 献脳ドナー登録を市民に説明する過

程で，パーキンソン病ブレインバンクのシス

テム自体を修正する必要はなかった．  

 

３．３年間の実際の活動内容と、欧米のブレ

インバンクの比較検討の結果、以下の課題が

明らかになった。 

（１） 神経・精神疾患の患者団体とバンク

側の連携が十分とは言えない．ブレインバン

クの死後脳を研究に用いることにより，神

経・精神疾患の病態解明研究が進み患者にメ

リットがあることを強調することで，協力関

係を強化する必要がある．普及活動も患者団

体が主催するほうが患者に受け入れやすいと

思われる．フランスの Grupement d’interet 

economique では，患者団体がドナー登録，死

後のご遺体の搬送，脳検体の保存と配布に重

要な役割を果たしている． 

 

（２）欧州では，英国のパーキンソン病ブレ

インバンクや多発性硬化症ブレインバンクな

どの疾患ごとのブレインバンクが多い．しか

し，複数の疾患を対象としてブレインバンク

を運営している国もある．ドイツ Brain-Net

では, パーキンソン病，脳炎，アルツハイマ

ー病，精神疾患，などの疾患ごとのパンフレ

ットを作っているが，機構は一つである．2007

年でのオランダブレインバンク(The 

Netherland Brain Bank)のドナー登録（総数 

1882）は対照 1075，多発性硬化症 365，精神

疾患 104，パーキンソン病 76，非アルツハイ

マー型認知症 62，アルツハイマー病 60，その

他 140 である．ここでは，2005-6 年のパーキ

ンソン病新規登録数は 38 件であった．フラン

スの Grupement d’interet economique では

パーキンソン病，アルツハイマー病，多発性

硬化症の患者団体が組織している． 

 限られた疾患を対象とするドナープログラ

ムではドナー数が少数にとどまる．複数の疾

患を対象にするほうがドナー登録数を確保す

る上では効率的である． 



 

（３）臨床研究プロジェクトとの連携 

 特定の疾患を対象とした臨床研究と連携し，

研究プロジェクトのオプションとしてドナー

登録を組み込むことができれば，プロジェク

ト参加者，プロジェクト側，バンク側にとっ

てメリットが大きい． 

 

D. 考察 

１．死体解剖保存法と医学研究に関する倫理

指針等を遵守して行うパーキンソン病ブレイ

ンバンクへの生前からの同意登録の条件設定

を検討した．同意能力の判定基準，同意撤回

を容易にする方法などを明らかにした． 

 

２．パーキンソン病ブレインバンクの献脳ド

ナー登録の啓発活動である市民講演会や病院

内の説明会に参加する市民・患者・家族は献

脳ドナー登録と研究参加への潜在的な協力者

である．しかし，病理解剖とブレインバンク

は一般には十分知られておらず，受け入れら

れるためには丁寧な説明と質疑応答が必要で

ある． 

海外のブレインバンクのドナー登録者数は，

The Netherland Brain Bank (1985 年創設)は

1800 名で Australian Brain Bank Network は

1700 名と報告されている．これらに匹敵する

ドナー登録数を確保するには年余にわたる活

動が必要である． 

病理解剖とブレインバンクはこれまで，市

民講演会の形で普及啓発活動することが困難

な課題であった．市民・患者・家族とブレイ

ンバンク担当者が将来の可能性として病理解

剖とブレインバンクについて直接討論する機

会を設定できたことは，病理解剖全般が市民

に受け入れられる端緒となるもので画期的で

ある． 

 

３．日本でブレインバンクの献脳ドナー登録

を推進するためには、患者団体との連携を強

化する必要がある．効率的な運営のためには，

協力可能な患者団体を増やし，対照疾患を増

やす必要がある．患者団体との協力は，ブレ

インバンクの運営時の説明責任を果たす上で

も重要である． 

 

E. 結論 

１．パーキンソン病ブレインバンクへの生前

からの同意登録の条件設定について検討し，

実行可能な同意能力の判定基準などを策定し

た． 

 

２．病理解剖とブレインバンク全般は現時

点では一般市民にほとんど知られていない．

パーキンソン病ブレインバンクの献脳ドナー

登録を，市民・患者・家族に受け入れてもら

うために，丁寧な説明と，粘り強い普及啓発

活動が必要である． 

 

３．ブレインバンクの推進には、患者団体と

連携した普及啓発活動が必要である．また，

対照疾患を広げる必要がある． 
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なし 
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