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研究要旨 

パーキンソン病および関連神経変性疾患は生前の臨床診断の精度が十分ではなく，

治療法の開発の上からも剖検による診断確定が必須である。パーキンソン病等の病態

解明と根本的治療法の開発のために必須の研究資源である死後脳を医学研究者に提供

するために、パーキンソン病および関連神経変性疾患を主要な対象とする“パーキン

ソン病ブレインバンク”を死体解剖保存法と各種倫理指針を遵守して構築することが

本研究の目的である。 

患者の生前からの同意登録が重要であることから、患者団体（日本パーキンソン病

友の会東京支部など）と協力して、生前同意登録（ドナー登録）を基盤とするブレイ

ンバンクを組織した。生前同意登録システムの根幹である、登録のためのインフォー

ムド・コンセント書式を作成し倫理委員会の承認を得、登録者データベースを構築し

た。また、解剖と剖検凍結脳の保存（バンク化）のために協力病院（国立精神・神経

センター病院，順天堂大学順天堂医院，東京都老人医療センターの 3 病院）を組織し、

凍結脳保存庫（パーキンソン病脳デポジトリー）を開設した。剖検凍結脳を研究に使

用するためのご遺族向けのインフォームド・コンセント書式を作成し、倫理委員会の

承認を得た。市民講演会、ニュースレターの発送、ホームページの開設、ブログの開

設などの多様な普及活動を実施した。 

平成 19 年度からブレインバンクの献脳同意登録者の登録を開始し、平成２１年３月

1 日時点でパーキンソン病 21 名、パーキンソン症候群 1名、その他の病気及び健常者

１８名の登録者を得た。登録者の剖検例はまだない。 

本ブレインバンクは、患者団体との連携、倫理基準を厳密に守り参加者の自律性を

尊重した生前同意登録（ドナー登録）の実施、全国展開可能なシステム構築など、欧

米のブレインバンクの水準を目指したモデル事業として実施され、3 年間の活動によ

りシステム自体には法的倫理的な問題がないことが実証された。ブレインバンクの性

格上、長期的に運用され、バンク化された剖検凍結脳を用いた研究が実施されること

が待たれる。 
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Ａ．研究目的 

 難治性神経疾患などに対する死後脳を用い

た研究には、ブレインバンクが必須である。ブ

レインバンクの必要性は神経病理学者、神経病

研究者の共通の認識であるが、わが国にはブレ

インバンクを公称する機構は極めて僅かであ

り、病理部門ごとに凍結脳組織を保存する作業

を継続してきた。 

「自分の死後に脳を研究の為に寄贈する意

志を登録すること」（献脳の生前同意登録制、

ドナー登録制）は欧米ではブレインバンク運営

の基礎となっている。研究倫理の基盤である研

究参加者の自律性の尊重とインフォームド・コ

ンセントを徹底することからみて、生前からの

登録による同意を得ることが望ましいと考え

る研究者は日本にも少なくない。 



患者本人の生前からの同意を基盤とした“生

前同意に基づく脳バンク”の創設が必要なこと

は多くの研究者の一致する所であるが、日本で

はこのような脳バンクの構築が遅れており、本

邦では唯一福島県立医科大学が生前同意登録

制の精神疾患死後ブレインバンクを創設した

が、生前同意登録制は一般には広がってはいな

い。 

本研究班が開設する脳バンクでは、患者団体

などと連携し講演会を開催し，患者会の機関紙

などを通じて、“医療の進歩のためには人の脳

を直接研究する過程が不可欠であること”を訴

え、患者および家族から生前同意の登録者を募

る。不幸にして患者が死亡したときは、協力病

院で、死体解剖保存法に従って病理解剖を行い、

共通のプロトコールに従い脳をブロック化し

凍結保存しブレインバンクを構築する。 “病

気の脳”という貴重な研究資源を得ることによ

り、病態解明研究は着実に進行することが期待

される。 

本ブレインバンクが軌道にのり剖検脳を医

学研究者に提供できるようになれば、日本の神

経科学および神経精神疾患病態研究が量的お

よび質的に飛躍的に発展することが期待され

る。 

 また、啓発活動を通じて、“医学・医療の進

歩のためには人の脳を直接研究する過程が不

可欠であること”が国民に理解されれば、生前

同意に基づかない病理解剖への同意も得やす

くなると期待される。 

 本研究班は、死体解剖保存法、病理解剖指針、

各種倫理指針、医学研究に関する基本的倫理原

則などを周到に検討した上で、生前同意登録シ

ステムを構築した。国内では従来着手できなか

った領域であり、画期的な企画である。 

 

Ｂ．研究方法 

死体解剖保存法、 病理解剖指針、各種の倫

理指針を遵守することを条件としてブレイン

バンク組織を構築した。本研究は基盤整備研究

であり、研究方法と研究成果は重複する部分が

多いため、本項では略記にとどめる。 

 １．献脳生前同意登録(Gift of Hope)事務局

を開設し、運営委員会、献脳同意登録（ドナー

登録）受付、献脳同意登録（ドナー登録）コー

ディネーター、ブレインバンク運営委員会を組

織した。 

２．生前同意に基づくブレインバンクへのド

ナー登録に関するパンフレット等を作成し、患

者団体及び病院窓口経由で患者に配布してい

る。また啓発を目的とする講演会等を定期的に

開催している。 

３．登録希望者には、コーディネーターが十

分に説明している。認知機能に障害のない成人

参加者の自律的な判断を尊重している。同意が

得られた場合に、生前同意登録を受け付け、登

録カードを発行する。 

4．ブレインバンクニュースレターを定期的

に発行し、パーキンソン病および関連神経変性

疾患研究の進展、当ブレインバンクの果たして

いる意義についてのコミュニケーションを図

っている。また、ホームページやブログを開設

した。 

５．趣旨に賛同する首都圏の 3 病院で、パー

キンソン病および関連神経変性疾患ブレイン

バンクネットワークを構築した。 

６．対象とする疾病や協力病院は将来容易に

増加することができるように設計した。 

７．登録者の死亡時には、臨床担当医師が死

亡診断書を発行する。その後、遺族が事務局に

連絡し、コーディネーターが病理解剖実施まで

調整する。病理解剖は死体解剖保存法に従い、

遺族の同意により実施する。 

８．病理解剖により得られた脳組織は共通の

プロトコールでブロック化し凍結保存する。保

存される脳組織の部位と量、研究使用の状況、

試料の残量をデータベースで一括管理する。脳

組織の検体情報は事務局においてデータベー

スで管理・共有化し、提供希望に応じうる体制

を整えた。 

 

倫理面への配慮 

生前同意登録の実施、登録者の臨床情報の収

集、病理解剖の実施、脳バンク検体の保存、検

体の研究使用などの全ての場面で、死体解剖保

存法、病理解剖指針、各種倫理指針、医学研究

に関する基本的倫理原則などの遵守を最優先

するようシステムを構築した。この目的で法医

学者と医学倫理研究者が分担研究者として参

加した。患者および家族にはコーディネーター

が十分に説明し同意を得ている。登録者の人権

保護を優先課題としている。また、研究者の所

属施設における倫理委員会での承認を得て実

施している。 

パーキンソン病脳バンク運営委員会は，公正

さと透明性を確保するために，外部委員を加え，

患者を委員に加えるよう設計した． 

 第１回パーキンソン病脳バンク運営委員会  



平成 19 年 2月 6日 委員長 金澤一郎総長 

第 2回パーキンソン病脳バンク運営委員会を

平成 20 年 2月 15 日（金）13:00～15:00 

国立精神・神経センター武蔵病院応接室で、下

記のメンバーで開催した。なお、第 2 回から、

委員長は国立精神・神経センター総長から、外

部委員の京都大学大学院法学研究科村中孝史

教授に変更した。また、それに伴って、パーキ

ンソン病および関連神経変性疾患脳バンク運

営委員会規約の一部を変更した。 

 第 3 回を平成 21 年 3 月 19 日に開催予定 

 

パーキンソン病脳バンク運営委員会委員名簿

（平成 21 年 3 月 1 現在） 

委員長 京都大学大学院法学研究科教授  

村中孝史 

全国パーキンソン病友の会東京支部長  

清徳保雄 

HOPE 東京会長 橋爪鈴男 

順天堂大学老人性疾患病態治療・研究センター

長・順天堂越谷病院院長 水野美邦 

愛知医科大学加齢医学研究所神経病理学講座 

准教授  吉田眞理 

(財)精神・神経科学振興財団 理事 埜中征哉 

国立精神・神経センター 総長 樋口輝彦 

主任研究者，国立精神・神経センター病院 副

院長 久野貞子 

 

Ｃ．研究成果 

１．パーキンソン病ブレインバンクの全システ

ムを構築した。 

（１）献脳生前同意登録システムの構築 

平成 18 年度に，外部有識者委員が過半数を

占めるパーキンソン病ブレインバンク運営委

員会を組織した．また、生前同意登録者を受け

付けるブレインバンク事務局を開設した。 

 生前同意登録のためのインフォームド・コン

セント書式を作成し、国立精神・神経センター

倫理委員会で承認を受けた。対象者は認知機能

に障害のない成人に限った。ドナー登録者には

常時携帯できる登録カードを発行することと

した． 

 登録者データベースを作成し、高セキュリテ

ィのクローズドネットワーク上にサーバーを

設置した。 

 登録者死亡時の連絡受けから、ご遺族の同意

の確認、ご遺体搬送、病理解剖の実施にいたる

手順を作成した。 

（２）剖検と検体保存システムの整備 

平成 18 年度に剖検後のブレインバンクでの

検体保存と医学研究使用についてのご遺族用

のインフォームド・コンセント書式を作成し、

国立精神・神経センター倫理委員会で承認を受

けた。 

病理検体の凍結保存のための標準プロトコ

ールを作成した。また，ブレインバンクの検体

管理のための検体データベースを作成した。 

（３）パーキンソン病ブレインバンクの解剖実

施病院（協力病院）の選定とネットワーク構築 

 登録者死亡時の病理解剖実施病院（パーキン

ソン病ブレインバンク協力病院と呼ぶ）として

平成 18 年度に国立精神・神経センター病院（小

平市）を選定し、“パーキンソン病脳デポジト

リー1”と名づける超低温槽を設置した。 

 平成 19 年度には，順天堂大学順天堂医院（文

京区）と東京都老人医療センター（板橋区）が，

それぞれの施設の倫理委員会での承認を得て

パーキンソン病ブレインバンク協力病院に参

加した．これにより，病理解剖実施病院は，国

立精神・神経センター病院，順天堂大学順天堂

医院（検体保存場所の名称は，パーキンソン病

脳バンク検体デポジトリー2），東京都老人医療

センター（検体保存場所の名称は，パーキンソ

ン病脳バンク検体デポジトリー3）の 3病院体

制とした． 

 協力病院3病院で登録者データベースを閲覧

し，剖検脳組織のデータベースの入力と編集が

できるように，クローズドネットワークシステ

ムを構築した． 

 

２．パーキンソン病脳バンクの献脳生前同意登

録の開始 

献脳生前同意登録（ドナー登録）の受付を平成

19 年 4 月に開始した．平成 21 年 3 月 1日でド

ナー登録者総数は 40 人となった．内訳は，パ

ーキンソン病 21人，パーキンソン症候群 1人，

その他（パーキンソン病以外の病気と健常者）

18 名である．地域別では，東京都，神奈川県，

埼玉県，千葉県などの首都圏が 36 人で，中部

地方，近畿地方，中国地方が計 4人である． 

 

 

３．パーキンソン病ブレインバンクのドナー登

録推進のために患者・家族・市民向けに各種の

普及啓発活動を 3年間行った． 

（１）平易な説明のパンフレット、FAQ を掲載

したハンドブック、およびドナー登録カードを

作成した。 



（２） パーキンソン病脳バンク ニュースレ

ターの発行；パーキンソン病および関連神経変

性疾患研究の進展、パーキンソン病脳バンクの

果たしている意義、脳バンクに関する各種イン

フォメーションのなどを通じてコミュニケー

ションを図るため定期的に発行し、患者会や神

経内科関連病院、保健所、保健センターなどに

配布した。 

第 1号 平成 19 年 1 月 発行部数 300 部 

第 2号 平成 19 年 3 月 発行部数 600 部 

第 3号 平成 20 年 7 月 発行部数 1000 部 

第 4 号 平成 20 月 11 月発行部数 1000 部 

第 5 号 平成 21 年 3 月 発行部数 1000 部                             

（３） 同意登録を推進するためにParkinson

病ブレインバンクのホームページ（URL, 

http://www.brain-bank.org）を作成した。平

成 20 年 3 月 1 日までの数は 1820 件であった。

手段として、ブログを開設した。 

（4） 市中の会場を用いて「パーキンソン病

ブレインバンク市民公開講座」を 3 年間で 6回

開催した。参加者総数は 380 人である． 

第 1回 平成 18 年 11 月 25 日 13:00～17:00 

秋葉原コンベンションホール（東京都千代田区

外神田 1-18-13） 参加者 60 名 

第 2回 平成 19 年 2 月 24 日 13:00～17:00 

虎ノ門パストラル（東京都港区虎ノ門 4-1-1） 

参加者 120 名 

第 3回 平成 19 年 10 月 27 日 13:00～17:00 

ベルサール神田（東京都千代田区神田美土代

町）参加人数 40 名 

第 4回 平成 20 年 2 月 16 日 12:30～16:00 

ベルサール神田（東京都千代田区神田美土代

町）参加人数 50 名 

第 5回 平成 20 年 7 月 26 日 13:30～16:30 

京王プラザホテル多摩（東京都多摩市落合

1-43） 

参加人数 50 名 

第 6回 平成 21 年 1 月 24 日 13:00～16:30 

中野サンプラザ（東京都中野区中野 4-1-1）で

参加人数 60 名（5） 国立精神・神経センター

病院でパーキンソン病脳バンク説明会を定期

的に開催した 

国立精神・神経センター病院神経内科の外来

患者を主対象に，パーキンソン病脳バンクの献

脳生前同意登録の説明会を月 1 回開催し，外来

患者が気軽に質問できる機会を作った． 

（6） パーキンソン病友の会の会合での講演

やその他の会合で，普及啓発を図った． 

（7）  ブレインバンクが市民に受け入れら

れるために、アンケート調査をおこなった。 

(8) その他 

 平成19年10月25日の産業経済新聞25面に、

本研究班の活動が取り上げられ、普及啓蒙活動

に大きな成果があった。 

 

４．パーキンソン病ブレインバンクの認知を進

めるために学会等で医師研究者向けに情報を

発信した． 

①日本神経病理学会ブレインバンク委員会（平

成 20 年 2 月 2日） 

②精神・神経疾患研究委託費ＲＲＮ研究班会議

（平成 20 年 1 月 11 日） 

③順天堂大学医学部脳神経内科会議 

④日本神経病理学会第 49 回総会学術研究会 

⑤世界生物学的精神医学会アジア太平洋第二

回会議 シンポジウム ブレインバンク 

2008 年 9 月 12 日，富山市 

（Arima K. Establishing brain bank by 

Japanese Society of Neuropathology and by 

National Center of Neurology and Psychiatry. 

World Federation of Society of Biological 

Psychiatry 2nd Asia-Pacific Congress.  Sept 

12, 2008, Toyama） 

⑥BrainNet Europe 第 2回国際会議 2008 年 12

月 11 日，ミュンヘン 

（Arima K et al. Establishment of the 

Parkinson’s Disease Brain Bank based on 

donor registration in Japan.  BrainNet 

Europe 2nd  International Conference, Munich, 

Dec 11, 2008） 

 

５．分担研究者は，パーキンソン病ブレインバ

ンクのシステム構築と運営に寄与するために

以下の分担研究を行った． 

（１） 生前同意登録者の病理解剖実施の可否

に関する法医学的検討を佐藤啓造分担研究者

が行った． 

 “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”を構築するため

には生前同意登録者の病理解剖実施の可否を

現行制度下で明確にする必要がある。 

平成 18 年度は、生前同意登録者の病理解剖

を妨げる因子について検討した．①外因による

死亡（自・他殺、災害、事故の別を問わない）、

②外因による傷害の続発症あるいは後遺障害

による死亡、③上記①または②の疑いがある死

亡、④診療行為に関連した予期しない死亡（過

誤や過失の有無を問わない）、⑤死因が明らか



でない死亡、⑥明らかな外因の関与した神経変

性疾患による死亡、の 6 項目が挙げられた。こ

れらのうち④は東京都においては医療関連死

の厚生労働省モデル事業の事務局へ届け出る。

それ以外のケースは所轄警察署へ異状死届出

をする。なお、異状死届出をした事例において

も法医解剖が行われなかった事例では遺族の

承諾のもと病理解剖を実施することが可能で

ある。 

 平成 19 年度は，医療関連死モデル事業との

関連を検討した．  

医療関連死モデル事業の目的は①死因の究

明,②医療過誤の有無の判定,③再発防止,④医

療の透明性の確保,⑤他の医療機関への周知徹

底,⑥犯罪との関係を示唆する異状を認めれば

警察署長へ届け出る,等である。 

生前同意に基づく脳バンクを構築する観点

に立った場合においても医療関連死モデル事

業に該当するケースは除外せざるをえないと

判断される。 

 平成 20 年度は，生前同意ブレインバンク

の倫理性についての検討を行った．遺族同意に

基づく死体解剖保存法第 17、18 条に従ったブ

レインバンクは法律に抵触していない。しかし、

現代の民主主義社会では、憲法第 13 条に規定

されるように公共の福祉に反しない限り、個

人の自己決定権が尊重されている。生前同意

脳バンクは研究への参加を断っても、診療上

何ら不利益を受けることがないことが保証

された状態でインフォームド・コンセントが

得られれば、憲法第 13 条の規定する自己決

定権を尊重しているといえる。一般市民を対

象とした生前同意脳バンクについての講演

会は、真の自由意志からの同意を形成するう

えで役に立っていると思われる。今後、同意

を得る前に講演会を聴いていただくことと

し、十分納得していただいたうえで、生前同

意脳バンクに参加していただくことにする

のが望ましいといえる。 

 

（２） ブレインバンクにおける生前同意のあ

り方に関する生命倫理の観点からの研究を河

原直人分担研究者が担当した． 

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」する際に，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

あり方に着眼して考察した。結果，パーキンソ

ン病および関連神経変性疾患ブレインバンク

へ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＞の起草に反映された。当該ブレイ

ンバンクに保存された死後脳等の研究利用に

際して，検体資源の公正を期する配分のあり方，

その手続きの管理運営体制について，国内外の

関連組織の諸制度を参照しつつ，さらに検討し

ていく必要がある。 

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 ─ 特に，ドナー本人と家族の関係性，

ドナー本人の同意能力が疑わしい場合，個人情

報の保護方針に着眼した上で，パーキンソン病

および関連神経変性疾患ブレインバンクへの

献脳同意登録の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，生命倫理学

の観点から文献学的研究を行った。今後の活動

展開の課題として，本人の意思が尊重されるこ

とに併せて，家族の理解も促す社会活動の拡充，

同意能力の疑わしい場合の対策も含めて，近時

の小児医療の動向を注視しつつ検討していく

べきこと，個人情報の保護方針については，そ

のデータ取り扱いに係る人的側面の整備，検体

資源の公正を期する配分のあり方，その手続き

の管理運営体制の整備が挙げられる。さらに，

近い将来，献脳ドナー登録者用カードと，従来

の臓器移植のためのドナーカードとの整合性

についても検討される必要があると考えられ

る。 

平成 20 年度は、献脳ドナー登録制度運用に

係る倫理的問題を総括し，その将来的展望と課

題を検討した。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，ヘルシンキ宣言，

ならびに，わが国の関連省令・指針に照らした，

研究の透明性確保と説明責任のあり方が重要

となる。登録者の人権擁護上の配慮に関して，

当該ブレインバンクに係る各研究協力機関に

おける倫理審査に関わる手続きとともに，近年

の脳神経科学の倫理に関する諸議論の動向に

も留意しつつ，制度を推進していく必要がある。

また，検体資源の公正な配分に係る制度運営の

課題として，それ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

組織整備，さらに，想定される業務委託先の監

督，当該ブレインバンクの検体資源の公正を期

する配分のあり方，問題発生時の連絡・報告体

制も整備しておくことが重要となる。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

持することが重要となると考えられる。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，

適正な研究が常に実施されるようにはかって

いく必要があると結論された。 

 

（３） パーキンソン病ブレインバンクの同意

登録とインフォームド・コンセントのあり方、

および患者団体との連携に関する研究を有馬

邦正分担研究者が担当した． 

平成 18 年度は，“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”を

構築するための，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． 

 平成 19 年度は，患者・家族の献脳ドナー登

録が，市民・患者・家族に実際に理解され心理

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を検討し明らかにした．

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，心理的に受け入れられる可能

性が高い．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．今

後は，市民講演会・説明会を繰り返し開催し丁

寧に説明することにより，普及を図る必要があ

ると結論された． 

 平成 20 年度は，パーキンソン病ブレインバ

ンクの実際の活動を欧米のブレインバンクと

比較し検証した．欧米のブレインバンクでは，

ドナー登録から死亡時のご遺体の搬送などの

コーディネート業務まで患者団体が運営の主

体となっている．パーキンソン病ブレインバン

クをはじめとする日本のブレインバンクは，患

者団体との連携の点で大きく後れを取ってい

る．また，パーキンソン病ブレインバンクの効

率的な運営のためには，対象疾患を広げること

が望まれると結論された。 

 

 

（４） 登録者データベースの作成とブレイン

バンクのセキュリティ設計に関する研究を塚

本忠分担研究者が担当した． 

平成 18 年度は、 生前同意登録者データベ

ースの作成において，個人情報を保護しつつ利

用者が利用しやすいデータベースを作るため

に、現在流通しているデータベースシステムに

ついて考察した結果、形式をあらかじめ定めた

関係データベース(RDB)よりも構造が柔軟で非

定型なデータベースが最適と判断した。剖検参

加病院（施設）とコーディネーター、事務局の

間の情報の交通を考えるとグループウェアの

形式をとり、かつコーディネーターのコンピュ

ータ（クライアント）にデータを残さないシス

テムが最適と考えた。 

平成 19 年は，脳バンク構築事業の啓蒙活動

に必要な、ネット上の Web アプリケーションと

してのアンケート収集システムの構築につい

て検討した。 

平成 20 年度は、広報活動としてホームペー

ジより秀でていると考えられるブログ

（blog:web+log)の構築について検討し，

Movable Type 4、またデータベースとしては、

MySQL 4.0 以降、PostgreSQL 8 以降、SQLite, 

Berkley DB などを最適と判断した。同ブログシ

ステムを使用して、さまざまな広報をインター

ネット上で行うことが可能となった。  

 

(5) 生前同意制パーキンソン病ブレイバンク

の登録患者療養体制改善への貢献の可能性に

関する研究を村山 繁雄分担研究者が担当し

た． 

平成 18 年度は，高齢者ブレインバンクの検

体を用いて，末梢自律神経系を網羅的に検索し，

副腎が交感神経節と同程度の特異度・感度を示

すことを明らかにした．さらに、123II-MIBG 心

筋シンチグラフィー施行剖検例の心臓前壁左

室無髄神経線維に Lewy 小体関連αシヌクレイ

ノパチーを認めることを確認した。これらの検

討を通じ、末梢自律神経系の精査を行うことで、

予後改善の試みを行うこととした． 

平成 19 年度は，東京都老人医療センターで

の倫理委員会での承認を得た。剖検者慰霊祭開



催時に本研究班のパンフレットを送ることと

した。 

 パーキンソン病に関しては、皮膚生検、摘出

臓器を用いた生前病理診断を可能にした。 

 平成 20 年度は、本研究班を追い風とし、来

年度、東京都老人総合研究所・東京都老人医療

センターが合併し、独立地方行政法人、東京都

健康長寿医療センターとなるにあたり、これま

でプロジェクトに過ぎなかった、高齢者ブレイ

ンバンクが、病院部門と研究所部門を橋渡しす

る機構として認められ、機構の中に組み込まれ

るという、大きな進歩を得ることができた。 

本年度、開頭剖検数の減少は下止まりとなり、

やや上昇の傾向がみられた。当施設の検討から

は、医師の努力による傾向が明らかであった。

また本施設の RNA 品質を、死後脳凍結資源デー

タに組み込むことで、共同研究への取り組みを

強化した。次年度は、機構となった高齢者ブレ

インバンクとして、生前同意への取り組みをよ

り主体的に推進していく予定である。 

 

(6) 剖検脳の神経変性疾患の生化学的・分子生

物学的研究への利用に関する研究を森 秀生

分担研究者が担当した． 

平成 18 年度は、剖検脳を用いて実際の研究

にどのように利用できるかを検討するため、パ

ーキンソン病関連疾患のタウ蛋白異常蓄積症

（タウオパチー）で、免疫組織化学、ウエスタ

ンブロット、DNA 解析を行った。タウ遺伝子変

異の N279K 例では凍結脳からの DNA でも N279K

の変異が確認され、ウエスタンブロットで不溶

性 4R タウ蛋白の蓄積がみられた。可溶性タウ

蛋白でも 4R タウ蛋白の増加がみられた。免疫

組織化学でも神経細胞内とグリア細胞内（オリ

ゴデンドロサイト）に 4R タウの蓄積がみられ

た。 一方 Pick 病 （Pick 球を伴う）の例で

はタウ遺伝子の変異はみられずウエスタンブ

ロットでは蓄積タウは 3R タウであった。免疫

組織化学では神経細胞内に 3Rタウの Pick 球が

みられた。 

 平成 19 年度は、パーキンソン病の剖検例の

シリーズを用いてパーキンソン病(PD)に伴う

認知症(PDD)の病理学的背景を検討し、レビー

小体型認知症(DLB)と共通することを明らかに

した。またα―シヌクレイン遺伝子の

duplication (二重化)で PDD を示した例の剖検

例で神経病理学的検討も行い、α―シヌクレイ

ン遺伝子の triplication(三重化)の例と類似

していることを明らかにした。このことはα―

シヌクレインの遺伝子のコピー数によって初

期より認知症を示す DLB の表現型や PD の経過

中に認知症を来すPDDの表現型をとることを示

している。これらの研究から PDD と DLB は一つ

のスペクトラムの異なる表現型であると結論

した。 

平成 20 年度は、検体の精度管理上重要であ

る臨床データの前方視的蓄積のために、神経心

理学的検査（Frontal assessment battery、 

Mini-Mental State Examination、Beck うつ評

価尺度、Stroop Test）と臨床症状を検討した。

その結果、前頭葉機能の低下が幻覚の発生に関

連していることが明らかになった。 

 

（７） ブレインバンクの対象を神経免疫性疾

患に拡張することを目指した予備的研究を山

村隆分担研究者が行った。 

平成 20 年度は、マウスの末梢血からミクロ

グリア様細胞の分化培養法を確立した。これに

より培養系を用いてミクログリア分化に重要

な因子を同定することをが可能となった。 

 

（８） ウイ―ン大学神経学研究所のブレイン

バンクの活動との比較研究を秋口一郎分担研

究者が行った。平成 20 年度は Vienna 

Trans-Danube Aging Study (VITA 研究)におけ

る脳バンク構築について研究報告した。PD およ

び PD 関連老年神経疾患の研究に関しては、PD

の臨床診断例を基にした脳バンク構築のみで

なく、地域住民の前向き集団調査におけるパー

キンソニズムの臨床データと脳病理の照合研

究が必要であることが明らかになった。 

 

D.考察 

１．パーキンソン病脳バンクの生前同意登録に

際して、死体解剖保存法を遵守し、医学研究に

関する諸倫理指針を遵守して、生前同意登録シ

ステムを構築し、献脳同意登録のインフォーム

ド・コンセント書式を作成した。また、高セキ

ュリティの登録者データベースを構築した。 

２．作成されたインフォームド・コンセント書

式は、大部であり、難解な部分が含まれる。こ

のため、簡単な冊子や今までの講演会や院内説

明会などで質問の多かった内容をFAQとして掲

載したハンドブックを作製した。市民講演会，

病院内講演会や患者会との協力により普及活

動を精力的に行い、同意登録者（研究参加者）

を増やす活動を行っている。 

これらの活動の結果、登録者数は 40 名。 



３．登録から登録者の死亡までは数年～十数年

の時間経過がある。長年月にわたるブレインバ

ンクの維持が必要である。 

４．ブレインバンクの活動を推進するためには、

ドナーの診療を担当する臨床医と、病理解剖を

担当する病理医の協力を得る必要がある。関係

学会などでブレインバンクに関して発表し、専

門家からの支援を得るよう努力している。また、

日本で生前同意登録を基盤とする本格的なブ

レインバンクが発足したことを、国際学会で発

表し、日本の科学者が日本人のブレインバンク

を構築するために努力していることを国際社

会に向けて発信している。 

５．今後は患者団体との緊密に連携し、対象疾

患をパーキンソン病及び関連疾患から、他の神

経難病や精神疾患に広げることが必要である。

また、病理解剖を実施する協力病院を増やし、

全国規模のバンクネットワークに発展させる

ことが必要である。６．日本が日本人のブレイ

ンバンクを構築し、独立して研究を行うことは

疾病研究のみでなく、科学技術政策上も極めて

重要なことである。 

 

E.結論 

現行法及び倫理指針等を遵守するパーキン

ソン病ブレインバンクの生前同意登録制度を

構築し，同意登録を平成 19年 4月に開始した．

平成 21年 3月 1日現在で登録数は 40名となっ

た。 

パーキンソン病ブレインバンクの組織機構

自体は日本の法律と倫理指針等に基づき最善

のものと考えられる．今後も患者団体との連携

を基軸とし、透明性を確保して堅実に活動を進

める必要がある。  日本人のブレインバンク

を構築し、独立して研究を行うことは疾病研究

のみでなく、科学技術政策上も極めて重要なこ

とであり、患者団体と連携しブレインバンクの

対象となる対象疾患を拡げることと、対象地域

を日本全国に拡大することが今後の課題であ

る。 

 

 


