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研究要旨 

生前同意登録者の病理解剖を妨げる因子と生前同意脳バンクの倫理性について

法医学の立場から詳細に検討した。その結果、パーキンソン病脳バンクへの生前

同意登録者の病理解剖を妨げる因子は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。本研究班において久野らの進

めるパーキンソン病生前同意脳バンクでは健康人や生命予後の比較的良好な疾病

の患者を対象としており、自己決定権も尊重しているので、倫理に適っていると

いえる。予後の悪い疾病や統合失調症のように同意能力に問題のある疾病の脳も

集積していく必要があるので、リサーチ リソース ネットワークのブレインバン

クも遺族の同意に基づいて進めていかざるをえないと思われる。自己決定権の尊

重は生前同意脳バンクにおいても倫理的観点から重要であるものの、自己決定を

すること自体が過酷な状況では、かえって倫理を損することが明らかとなった。 

 

 

A. 研究目的 

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。

そこで、本研究では生前同意登録者の病理解

剖を妨げる因子について詳細に検討した。ま

た、生前同意脳バンクの倫理性について法医

学の立場から検討してみた。 

 

B. 研究方法 

病理解剖の実施を妨げるものに遺族の不

同意のほか、医師法第21条に基づく異状死届

出と2006年から始められた医療関連死の厚

生労働省モデル事業への届出がある。神経変

性疾患患者がどのような基準で異状死届出

されているか、文献と法律を検索すると共に、

警察庁、東京都監察医務院、大阪府監察医事

務所、警察庁刑事部などに問い合わせて調査

した。また、社団法人日本内科学会のモデル



事業中央事務局およびモデル事業東京地域

事務局に出向き、どのような事例がモデル事

業の対象となっているか検討した。 

死体解剖保存法の現時点での最終改正は

平成17年法律83であり、その内容を再検討す

ると共に、憲法、刑法、民法や医事法規を生

前同意脳バンクあるいはブレインバンクの

観点から見直してみた。また、弁護士や法科

大学院の学生、医学部の学生、一般の臨床医、

昭和大学の公開講座を受講した品川区民な

どから脳バンクについて率直な意見を求め

た。 

C. 研究成果 

1. 生前同意登録者の病理解剖実施の可否 

医師法第21条に「医師は死体又は妊娠4月

以上の死産児を検案して異状があると認め

たときは24時間以内に所轄警察署に届け出

なければならない。」と規定されているが、

異状な死とはどのような死であるかについ

て規定した法令は何もない。現場の医師の判

断にすべて任されていたので、殺人や保護責

任者遺棄致死があっても見過ごされた事例

も少なからずあったものと推察される。 

そこで、日本法医学会が1994年に異状死ガ

イドラインを発表し、①外因死（自他殺、災

害、事故の別を問わない）②外因の続発症も

しくは後遺障害による死亡③外因死の疑い

④診療行為中の予期せぬ急死（医療過誤の有

無を問わない）⑤死因不明、の5種類の死亡

を異状死とすることを提唱した。 

これには臨床系の特に外科系学会が異議

を唱え、診療行為中の予期せぬ急死のうち、

医療過誤が明確であるか、あるいは疑いの強

い事例だけを異状死届け出の対象とするこ

とを主張した。これを受け、日本内科学会、

日本外科学会、日本病理学会、日本法医学会

などが歩み寄り、2006年に医療関連死で医療

過誤の有無が不明の事例について医療過誤

の有無の判定と今後の予防対策を検討する

厚生労働省のモデル事業が始められた。 

神経変性疾患患者の死亡においては日本

法医学会の異状死ガイドラインのうち①、②、

③および⑤については所轄警察署への異状

死届出が必要とされる。④についても医療過

誤が明確であれば、同様に異状死届出が必要

である。④のうち、医療過誤の有無が不明の

ケースは厚生労働省のモデル事業事務局へ

の届け出が必要と判断される。問題となるの

は神経変性疾患患者が誤えん窒息、転倒・転

落、溺水などで死亡したときの判断である。 

このうち、誤えん窒息では誤えんした食物

が健常者でも誤えんをするようなもの、例え

ば生の餅などの場合には外因死となり、異状

死届出が必要になると判断される。健常者で

は通常、誤えんを起こさないが、神経変性疾

患患者では誤えんを起こすのも無理からぬ

食物、例えば調理された餅などの場合には病

死と判断され、異常死届出は必ずしも必要な

いと考えられる。一方、転倒・転落と溺水に

ついては神経変性疾患によるものであった

としても、異状死届出が必要であると考えら

れる。したがって、神経変性疾患患者におい

ては前記5項目のほか、明らかな外因の関与

した神経変性疾患による死亡を6番目の項目

として異状死ガイドラインに組み入れられ

るべきであると判断する。 

他方、実際にどのような事例に医療関連死



の厚生労働省モデル事業が適用されている

か調査したところ、モデル事業が始まる前で

あれば、司法解剖が行われていたような医療

過誤もしくは、その疑いが強い事例が主であ

り、モデル事業のある6都府県以外の地域に

おいては異状死届出がなされるようなケー

スであった。したがって、モデル事業の有無

にかかわらず、神経変性疾患患者の異状死ガ

イドラインは前に述べた6項目であると考え

て特に問題はない。すなわち、この6項目に

ついては病理解剖を実施する前に警察署へ

異状死届出をするか、モデル事業事務局への

届出が必要であると判断される。 

2. 生前同意脳バンクの倫理性について 

本研究班において久野らの進める生前同

意脳バンクは死体解剖保存法第2条で規定さ

れた解剖資格を有する医師が病理解剖を行

い、同法第17条もしくは同法第18条の規定に

基づき、遺族の承諾を得たうえで脳を標本と

して保存しているので、法律には抵触しない

適法行為といえる。法律は最低限の倫理とい

われ、また、各施設の倫理委員会で承認を得

ているので、生前同意脳バンクは最低限の倫

理を満たしているといえる。さらに、民主主

義社会で最大限重視すべき個人の自己決定

権を尊重し、家族の同意も得ているので、生

前同意脳バンクは倫理に適っているといえ

る。 

生前同意脳バンクについて一般の臨床医

や昭和大学の公開講座を受講した品川区民

に尋ねると、健康なときか、もしくは予後の

長い疾病では脳バンクへの登録を求められ

ても、応じる余地があるが、予後の悪い疾病

に罹患した際に脳バンクへの登録を求めら

れたら、怒りを覚えると同時に落ち込んでし

まうというという返答が多かった。弁護士や

法科大学院の学生に同様の質問をしたとこ

ろ、患者には病状の告知を拒否する権利もあ

るので、詳細なインフォームド・コンセント

を必要とする生前同意脳バンクは予後の悪

い疾病の患者には法的にみても、実施困難で

あるとする意見が多かった。 

 

D. 考察 

誤えん窒息では、その原因が神経変性疾患

であることが明確であれば、異状死届出は必

要ないと考えられる。これは医師国家試験に

おいて異状死届出の必要な選択肢として肺

癌・肺結核の喀血吸引窒息あるいは肝硬変に

よる食道静脈瘤破裂の際の吐血吸引窒息が

頻回に挙げられていることから裏付けられ

る。また、転倒・転落と溺水については異状

死届出が必要であると判断されるのは疾病

が原因での転倒・転落や溺水は頻繁に法医解

剖で経験され、法医解剖が必要であることは、

すなわち異状死なのである。 

本研究班において久野らの進める生前同

意脳バンクは自己決定権を尊重しており、倫

理に適っているといえる。しかし、予後の悪

い疾病を告知された後に、脳バンクへの登録

を求められるのは耐えられないことであり、

患者には病状の告知を拒否する権利もある

ので、詳細なインフォームド・コンセントを

必要とする生前同意脳バンクは予後の悪い

疾病の患者には倫理に反するといえる。 

なお、遺族のない症例については現在、本



研究班では脳の集積を行っていないが、死体

が特に得がたいもので、研究・教育のために

必要があるとされる場合には死体解剖保存

法の趣旨および倫理的観点からみても、今後

は集積していくのが倫理に適っていると思

われる。 

 

E. 結論 

神経変性疾患患者の異状死ガイドライン

は1994年に日本法医学会の定めた5項目のほ

か、明らかな外因の関与した神経変性疾患に

よる死亡を6番目の項目として取り上げるこ

ととする。すなわち、パーキンソン病脳バン

クへの生前同意登録者の病理解剖を妨げる

因子は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、である。これらのうち、④は東京

都内を始めとする6都府県では医療関連死の

厚生労働省モデル事業の事務局へ届け出る。

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

ることを先行研究で報告している。 

自己決定権の尊重は生前同意脳バンクに

おいても倫理的観点から重要であるものの、

自己決定をすること自体が過酷な状況では、

かえって倫理を損することが明らかとなっ

た。本研究班において久野らの進めるパーキ

ンソン病生前同意脳バンクでは健康人や予

後の長い疾病の患者を対象としており、自己

決定権も尊重しているので、倫理に適ってい

るといえる。予後の悪い疾病や統合失調症の

ように同意能力に問題のある疾病の脳も集

積していく必要があるので、リサーチ リ

ソース ネットワークのブレインバンクも

遺族の同意に基づいて進めていかざるをえ

ないと思われる。 
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