
厚生労働科学研究費補助金 （難治性疾患克服研究事業） 

パーキンソン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の構築に関する研究 

総合分担研究報告書 

 

ブレインバンク制度運用に係る倫理的考察の総括，及び，その将来的展望と課題 

 

分担研究者 河原 直人 早稲田大学先端科学・健康医療融合研究機構 准教授 

研究協力者 掛江 直子 国立成育医療センター研究所 成育保健政策科学研究室長 

 

研究要旨 

本研究は，生命倫理学の観点から，特に，献脳生前同意登録の方法，データ収集や

処理等における個人情報保護に係る手続き，保存された検体資源の提供と配分のあり

方に着眼し，関連文献，省令・指針・ガイドラインを参照し，倫理面・安全面の双方

を担保しうる制度運用のあり方について吟味・検討を行ったものである。また，当該

ブレインバンクの精度運用のあり方について，従前の臓器移植の関連動向も参照しつ

つ考察も行った。 

結果として，当該ブレインバンクの献脳同意登録の際の説明文書，同意書，同意撤

回書，献脳ドナー登録者用カードの制度構築にも反映されることになった。今後の課

題としては，すべての登録者の尊厳とプライバシーが守られることを期し，研究の透

明性確保と説明責任のあり方が挙げられる。また，公正な制度運営を適正に遂行する

人材の確保，その役割分担と責任の所在，安全管理のための組織の充実，さらに，想

定される業務委託先の監督，問題発生時の連絡・報告体制等についても整備しておく

ことが望ましい。 

当ブレインバンクの更なる充実をはかり，我が国におけるパーキンソン病及び関連

神経変性疾患の研究展開の道筋を確立させていくためには，引き続き，倫理面でも齟

齬のない研究実施体制を維持することが重要である。そのため，臨床現場と基礎研究

者らの連携，生命倫理・研究倫理等の専門家も含めた研究協力体制，移植医療の動向

にも留意した倫理的・法的・社会的観点からの検討を適宜行っていくことで，適正な

体制の維持をはかり，当該制度をさらに推進していく必要があるだろう。 

 

 

A. 研究目的 

 本研究は，国内外の関連制度についての文

献，法令・ガイドライン等を参照しつつ，生

命倫理・研究倫理に係る知見の集積と，それ

に基づく吟味・検討を通して，社会の負託に

応えうる制度確立に寄与したものである。 

平成 18 年度は，献脳ドナー登録者の生前

同意に伴う倫理的諸問題について吟味・検討

を行い，当該ブレインバンクに係る説明文書

や同意書・同意撤回書・献脳ドナー登録者用
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カード制定に資することを目的とした。 

また，平成 19 年度は，当該ブレインバン

クの制度推進を期し，多様な属性の登録者の

可能性，及び，その適正な運用のあり方につ

いて倫理的観点から検討を行い，課題を抽出

することを目的とした。 

平成 20 年度は，当該ブレインバンク運用

の将来を見据え，検体およびデータ管理，個

人情報保護に係る適正な運用のあり方につ

いて倫理的観点から吟味・検討を行った。併

せて，これまでの当該ブレインバンクに係る

倫理的諸問題について整理を行うことで，当

該ブレインバンクの制度推進に寄与するこ

とを目的とした。 

 

B. 研究方法 

 平成 18 年度は，献脳ドナー登録者が，自

身の剖検病理検体を「寄託」する際の生前同

意のあり方をめぐって，献脳生前同意登録の

方法，個人情報の保護方針，保存された死後

脳等の医学研究者への提供と配分のあり方

などに着眼して，生命倫理学の見地から検討

し，適宜，関連法規も参照しつつ考察を行っ

た。 

 平成 19 年度は，献脳ドナー登録者が，自

身の剖検病理検体を「寄託」する際の生前同

意のあり方をめぐって，献脳生前同意登録の

方法，個人情報の保護方針，保存された死後

脳等の医学研究者への提供と配分のあり方

などに着眼して，生命倫理学の見地から検討

し，適宜，関連法規も参照しつつ考察を行っ

た。 

平成 20 年度は，検体資源の保存と配分を

めぐって重要となる研究倫理上の課題につ

いて検討を行った。特に，データ収集や処理

等における個人情報保護に係る手続きにつ

いて，適正な制度運営を展望しつつ生命倫理

学の見地から考察を行った。特に，倫理面・

安全面の双方を担保しうる制度運用のあり

方について，関連省令・指針・ガイドライン，

国内外の資料などから今後取り組むべき課

題について吟味・検討を行った。その上で，

これまでの当該ブレインバンクに係る倫理

的諸問題について整理を行った。 

 

C. 研究結果と考察 

1. 当該ブレインバンク制度における生前同

意のあり方ついて 

当該ブレインバンクの最終的な目標は，医学

研究を推進し，パーキンソン病および関連神

経変性疾患などの治療を開発し，国民の健康

増進に資することである。こうした当該ブレ

インバンクの主旨を鑑みれば，ドナー登録者

本人の＜寄託＞をめぐる同意のあり方が倫

理的問題の考察対象となる。したがって，他

者利益のための臓器（組織）提供という点で，

「角膜及び腎臓の移植に関する法律（昭 54 

法 63）」や「臓器の移植に関する法律（平 9 

法104）」に倣った「本人同意と遺族の拒否の

不在」の原則の適用が，我が国の現状におい

ては検討されて然るべきであろう。 

さらに，献脳ドナー登録者本人の意思が尊重

されることに併せて，その意思が制度の上で

確実に実現されるためには，家族の理解（拒

否の不在）が重視されることになる。 献脳

ドナー登録は，登録者自身の意思表示である

が，家族の承認を必須とするべきか否かが，

倫理的に重要な問題となる。 

現状では，家族の承認は必須ではないが，

死後に家族から異議が呈される場合が少な

からずあることを考慮すれば，生前から家族

と十分に相談しておくことが望ましい。これ
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らの倫理的考察を通した知見の多くは，結果

として，当該ブレインバンクの献脳同意登録

の際の登録者本人用，遺族用，それぞれの＜

説明文書＞，代諾者用も含めた＜同意書＞，

＜同意撤回書＞，＜献脳ドナー登録者用カー

ド＞の制度確立にも反映されることになっ

た。 

また，ゲノム解析研究が行われることに関

する同意のあり方については，基本的に種々

のゲノム解析が行われることについて，当該

ブレインバンクでは最初に包括的に同意を

とることが，現状に照らして妥当と考えられ

る。特に，献脳ドナー登録者の死亡診断確認

後，法で定められた行為として，病理解剖が

専門の病理医が死体解剖保存法に従って実

施された結果，予期しなかった疾患が発見さ

れたり，遺伝性の疾患が明らかになることが

想定される。この場合，当該ブレインバンク

では，必要があれば臨床担当医に相談してい

ただき，希望により遺伝カウンセリングを行

い，必要以上の不安を取り除く体制となった。 

但し，今後，当該ブレインバンクの更なる

制度拡充に伴って，様々な疾病・年齢層の

人々の協力の可能性が増大していくことを

視野に入れれば，献脳ドナー登録者本人はも

とより,代諾者，医師を介したインフォーム

ド・コンセントのあり方について，当該シス

テム運営の実効性も考慮しつつ検討を加え

ていく必要はあるだろう。また，同意能力の

疑わしい献脳ドナーを想定した，代諾のあり

方やその是非についても検討していくこと

は重要と考えられる。 

  

2．個人情報保護のための対応について 

当該ブレインバンクに係る倫理的考察対

象として，個人情報保護のための検体保存と

データマネジメントのあり方は重要な課題

の一つである。 

 病理検体はすべて当該ブレインバンクの

識別番号で登録されるため，年齢，性別，臨

床診断，病理診断，保存検体の内容等は登録

されるが個人名は登録されない。 

当該ブレインバンクでは，献脳ドナー登録

者の氏名，性別，生年月日，住所，電話番号，

疾患名，同意登録の日時，同意の内容，家族

の氏名及び家族の同意状況等の情報は，事務

局で紙媒体の記録として保存され，事務局の

施錠キャビネットに厳重に保管される。また，

これらの情報は，電子データ化され，当該ブ

レインバンク専用サーバーの献脳ドナー登

録者データベースに登録・保存される。 

これらの手続きは，研究倫理の観点からも

よくふまえて検討された研究活動の成果で

ある。当該ブレインバンクのパンフレットに

も明示され，登録者，その遺族側はもとより，

当制度に関心を抱く一般市民にも周知の徹

底がはかられている。 

 

3．検体資源の公正な配分と利用に係る透明

性の確保について 

保存された死後脳等の医学研究者への提

供に伴う配分のあり方は，当該ブレインバン

クの将来的な展開にも関わる主要な問題の

一つである。 

当該ブレインバンク制度では，特に「連結

可能匿名化」による厳重な検体管理，データ

マネジメントの管理体制が担保された上で

の個人情報保護のあり方が重要となると考

えられる。 

当該ブレインバンク制度における検体保

存は，死体解剖保存法等を遵守して病理解剖

を実施した病院の中デポジトリーで厳重に
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管理され，個人名ではなく識別番号が付され

たうえで保存される。病理解剖実施病院では，

正確な病理診断を期すために病理担当医に

解剖される献脳ドナー登録者の氏名，年齢，

病気の状態等について通知されるが，病理担

当医を含む病理検査実施者は，病理検査から

検体の保存まで，氏名を削除して識別番号で

処理を行い，個人情報を含む書類は施錠キャ

ビネットで保存される。 

解剖された献脳ドナー登録者氏名と検体

識別番号の対照表は，当該ブレインバンク事

務局と病理解剖実施病院で施錠キャビネッ

トに厳重に保管される。その上で，死後脳を

研究に用いるための準備として検体の精度

管理が行われることになる。 

また，当該ブレインバンク内には「試料提

供審査委員会」が設置され，研究計画の意義，

倫理的問題等について公正に審査された上

で，検体が研究者に提供される制度が構築さ

れた。医学研究に提供される際は，さらに別

の検体番号で整理され，二重匿名化が行われ

ることで個人情報保護に努め，研究の公正性

の向上に資する体制も構築されている。 

さらに，同意書に署名した遺族は，病理解

剖が実施され，検体が当該ブレインバンク検

体データベースに登録された後も，「ブレイ

ンバンクへの寄託の撤回と研究使用の中止」

を要求することが保証されている。この場合，

病理解剖実施施設では病理学的診断に必須

である顕微鏡標本とパラフィンブロックは

診療情報として一定の期間保存するが，検体

の大部分の保存は中止され丁重に火葬され

る。 

一方，検体を研究に用いている場合は，そ

の研究を新たな研究に用いることは中止さ

れる。但し，研究者は既に行った実験結果を

一定期間保存する必要があるため，データ等

は一定期間保存されることになるが，その後

は処分される。 

 

4．今後の課題 

病理解剖は，特に指定のない場合は，全身

解剖を行い，心臓，肺，肝臓などの内臓臓器

や血液，脳脊髄液などの体液なども必要に応

じて解剖実施病院に保存されることになる。

実際,脳組織のみの標本では十分に病理を検

討し難く，「ブレインバンク」という呼称を

標榜すれども，可能ならば他の臓器も求めた

いという場合も研究者側にあるかもしれな

い。 

また，ブレインバンクをめぐる諸問題は，

当然全て臓器移植の諸問題に合致するとい

うものではないが, 献脳ドナー登録者用カ

ードもまた，自身の身体組織を提供しようと

する患者本人にとって，最初の意思表示を行

う＜窓口＞の位置づけになることが考えら

れる。 

今後，当該ブレインバンクが一層広く社会

に浸透し，拡充していくことを展望すれば，

他領域における倫理的諸問題（既存の臓器移

植法やドナーカード，臓器移植ネットワーク，

脳死をめぐる諸問題，あるいは，終末期医療

における事前指示のあり方など）との関係性

についても検討を続けていくことが重要と

考えられる。 

さらに，当該ブレインバンク制度の普及・

啓発に関連して，近年の脳神経科学と倫理に

関す 

る話題の動向（プライバシーやエンハンスメ

ント等，新たな倫理問題とされる事項）につ

いても配慮していくことが望まれる。 

当該ブレインバンクの制度推進を展望す
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れば，特に研究者側の倫理的行動の継続のあ

り方が重要となるだろう。特に，個人情報保

護に係る施策の徹底，検体資源の公正な配分

と利用に係る透明性の確保，献脳ドナー登録

者やその家族はもとより，社会に向けた説明

責任のあり方も引き続き検討される必要が

ある。 

上記を適正に遂行するためのマネジメン

ト，及び，各研究機関における検体資源の取

り扱い ─ １）人材の確保，２）役割分担と

責任の所在，３）安全管理のための組織の充

実，４）データ漏洩等，想定されるリスクの

想定とその対応方針，５）問題が発生した場

合における報告連絡体制の整備やマニュア

ルの策定，６）関係者への教育研修，想定さ

れる業務委託先の監督体制，７）献脳ドナー

登録者側から個人情報に関して開示請求が

あった場合の対応について，さらに具体的に

検討していくことが重要な課題となるだろ

う。 

 

D. 結論 

当ブレインバンクの更なる充実をはかり，

我が国におけるパーキンソン病及び関連神

経変性疾患の研究展開の道筋を確立させて

いくため，下記をふまえて，倫理面でも齟齬

のない研究実施体制を維持していくことが

望まれる。 

 

１）臨床現場と基礎研究者らの連携，それを

適正に支えるマネジメント体制の推進のあ

り方が重要となる。当該ブレインバンク創設

の理念に根ざした「研究者の社会的義務・責

任」を意識した上での適正な研究推進により，

献脳ドナー個々人の善意に応える体制の維

持（個の倫理）と，公正な研究体制の推進（集

団の倫理）のあり方について検討していくこ

とが重要となる。 

 

２）研究の透明性と研究者の説明責任の重要

性に鑑みて，科学研究に携わる者の専門的職

務のあり方（ソフト面とハード面：「ヒュー

マンエラー」への対応のあり方）にも留意し

ておくことが重要となる。また，それを担保

しうる，安全・倫理的側面に配慮した制度の

充実をはかり，臨床と研究，双方の実情を反

映した，実効性のある規定・ガイドラインな

どの検討が重要となる。 

 

３）生命倫理・研究倫理等，人文・社会科学

の専門家も含めた協力体制の維持をはかり，

当該ブレインバンクの倫理的・社会的・法的

影響について引き続き検討していくことが

望ましい。 

 

４）移植医療領域の動向等にも留意した検討

は今後も重要となる。また，代諾のあり方や

その是非についてもさらに検討されるべき

であろう。 

 

参考文献 

1) OECD, “OECD Guidelines on the Prote

ction of Privacy and Transborder Flow

s ofPersonal Data”，2001 

2) 木村利人・掛江直子・河原直人:『いのち

のバイオエシックス ─ 環境・こども・生死

の決断 ─』, コロナ社，2008 

3)「死体解剖保存法」（昭24 法204） 

4）「臓器の移植に関する法律（平9 法104）」 

5）「角膜及び腎臓の移植に関する法律（昭54 

法63）」 

6) 「個人情報の保護に関する法律（平15 法

 5



 6

57）」 

7)医道審議会死体解剖資格審査部会「病理解

剖指針」（昭和63年11月7日） 

8）日本医師会「診療情報の提供に関する指

針・第2版」（日本医師会雑誌第128巻第10

号平成14年11月15日発行・付録） 

9) 内閣府「個人情報保護に関する世論調査」

（平成15年9月調査） 

10) 文部科学省・厚生労働省・経済産業省「ヒ

トゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指

針」（平成13年3月 29日／平成16年 12月

28日全部改正） 

11) 文部科学省・厚生労働省「遺伝子治療臨

床研究に関する倫理指針」（平成14年3月27

日／平成16年12月28日全部改正） 

12) 文部科学省・厚生労働省「疫学研究に関

する倫理指針」（平成14 年 6 月 17 日／平成

16年12月28日全部改正） 

13) 厚生労働省「臨床研究に関する倫理指針

（平成15 年 7 月 30 日／平成16 年 12 月 28

日全部改正／平成20年7月31日全部改正）    

14) 厚生労働省「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取り扱いのためのガ

イドライン」（平成16年12月24日） 

15）厚生労働省「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取り扱いのためのガ

イドラインに関するQ&A」（平成17年3月／

平成17年5月20日改訂） 


