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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、まずその生前同意登録者データベースの作成が必須である。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。 

 次いで、その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。 

 さらに、ホームページよりさらに広報活動として現時点で秀でていると考えられ

るブログ(blog)の構築について検討した。 

 

 

 

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”と略す）を構

築するためには、同意登録の諸条件に適合

した患者（および健常者）の同意内容をデ

ータベースにする必要がある。この時、患

者が生存しているが故に個人情報の保護と

いう観点からデータベースを構築する必要

がある。また、患者が死亡した際には、患

者死亡の情報を患者遺族から得たコーディ

ネーターが、事務局のデータベースにアク

セスし、その患者の情報を引き出し、さら

にその情報を剖検実施関連施設に送信する

必要がある。この際の情報セキュリティに

ついて検討した。 

 次いで、その “パーキンソン病ブレイン

バンク”を構築するにあたって、その対象

であるパーキンソン病および関連神経変性

疾患に罹患した患者および健常者に、パー

キンソン病ブレインバンクの存在、意義、

問題点とその解決法などについて広く広

報・啓発し、彼らの中からブレインバンク

に登録する者の数を増加させる必要がある。 

 研究班が主催する市民講演会を繰り返す

ことは極めて有意義であるが、会場の場

所・広さなどから参加人数が規制されてい



る。その点、インターネットに接続した患

者（および健常者）の数は比較にならぬほ

ど多数であり、こうした集団に対するイン

ターネット上の当ブレインバンクの啓蒙活

動は極めて効果的であることが予想される。 

 こうしたインターネット上の活動として、

患者（および健常者）の当バンクへの意見・

疑問などをい上げることも有意義であり、

インターネット上で情報セキュリティを留

意しながらアンケートを行うことの可能性

について検討した。 

  一方、現在の我が国のネット上のコミ

ュニケーションツールとしては、経時的に

記事を付加して公表していくタイプのブロ

グ（blog:web+log)が注目を集めている。そ

こで研究班の広報の up to date を迅速にす

るため、およびブレインバンクに興味を持

った人たちとの交流を滑らかにするために

ブログ形式での広報も行うこととした。 

 ブログは管理者が記事を投稿する他に、

記事を読んだ読者のコメントやトラックバ

ックと呼ばれる参照手続きの機能を持って

いるが、こうした情報の出入り口は情報の

漏洩やハッキングの出入り口にもなりうる

ものであり、情報セキュリティの考慮が重

要である。以下、ブログ構築に関して情報

セキュリティ面を重視して検討する。 

 

B. 研究方法 

 神経変性疾患に関わる病理学者・生化学

者・分子生物学者等の研究者が必要とする、

患者に関わる情報の性質を調べ、それらが

個人情報法の定める範囲と逸脱しないよう

にするために、レコードの種類を選択した。 

 次に、データベースの種類を考慮し、今

後のパーキンソン病ブレインバンクの発展

の可能性を考え、選択されるべきデータベ

ースの種類を検討した。 

情報セキュリティに考慮する面からは、

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の情

報セキュリティに関する指針を参考にした。 

すなわち、インターネット上に設置する

アンケートデータベースシステムについて、

情報セキュリティマネジメントシステム

(ISMS)の枠組みでの考察を行い、リスクア

セスメントを行った。さらにリスクコント

ロールを考え、認証・アクセス制御の必要

性などについて考察した。ネットワークイ

ンフラセキュリティの面からは、どのよう

なサーバー上にデータベースを置くべきか

を考慮した。またデータベースのサービス

セキュリティについても考えるとともに、

運用時の対策（バックアップ等）について

も考察した。 

 ブログ構築に関しても、独立行政法人

情報処理推進機構(IPA)の情報セキュリテ

ィに関する指針を参考にした。 

 すなわち、インターネット上に設置する

ブログシステム構築に関して、情報セキュ

リティマネジメントシステムの枠組みで考

察を行い、リスクアセスメントを行った。

次に、リスクコントロールを考え、認証・

アクセス制御の必要性などについて考察し

た。ネットワークインフラセキュリティの

面からは、どのようなデータベースを置く

べきかを考慮した。また、運用時のバック

アップ等の対策についても考察した。 

 

C. 研究成果 

（データベースの検討） 

1. 同意登録の対象者である患者および健

常者の生前同意登録番号、氏名、性別、年

齢、臨床診断名、既往疾患名、使用薬剤な

どは研究の上からも必須であると考えた。



また、受診先医療施設名、主治医なども必

要であると考えた。登録したことから同意

はあったと判断できるわけであるが、安全

を期して、本人の同意の確認および家族の

同意の確認を明示する項目を設けた。 

2. 同意をおこなう個人の判断能力（同意能

力）を担保するための、臨床医による同意

能力の保証が必要であるかは意見の分かれ

るところであるが、他の分担研究者の意見

によって、この項目もデータベース上に加

えることが可能である。 

3. 同意が撤回される可能性もあることか

ら、同意の撤回があったことを明示する項

目も必要であると考えられた。同意撤回の

意思を示す文書が提出された時点で生前同

意データベースからの当該患者・健常者の

データの全削除をおこなうというのも一つ

の方法であるが、一度同意がありそれが撤

回されたという事実を保存する必要がある

ものと思われた。しかし、データの削除を

希望された場合は、もちろん当該個人の情

報は削除されなくてはならない。 

4. 以上の個人情報は、当該個人が死亡し

たときに原則的には家族からコーディネ

ーターに死亡の連絡が行なわれ、コーディ

ネーターは日中であれば事務所の端末か

ら、また夜間・休日であれば担当コーディ

ネーターが携帯するモバイルタイプの端

末から、個人を特定するための情報がデー

タベースの置かれているサーバーに送ら

れ、同意に関する生前同意データベースの

内容情報がコーディネーターの端末に送

信されなくてはならない。さらに、家族の

最終的な献脳の同意を得たコーディネー

ターは端末から得られた情報を、剖検を行

なう関係施設に送らなくてはならない。こ

のことから、このネットワークは個人情報

の漏洩を可能な限り少なくするものであ

る必要性が生じる。 

5. 情報セキュリティの観点からは、サーバ

ーは、物理的な人的アクセスを管理できる

場所に、天災などによる被害をできるかぎ

り少なくするような設計で、1 日 24 時間常

にメンテナンスを行なわれながら、設置・

保守されなくてはならないと考えた。 

6. それらを国立精神・神経センター内で行

なうのは場所的にも人的にも技術的にも困

難であることから、データベースシステム

の構築設計として外部のハウジングセンタ

ーに委託することが管理の厳重性、システ

ム運用の容易性からも最適であると考えた。

また、システムに対する構築設計、ネット

ワーク機器の製品選択、Web アプリケーショ

ンサーバ製品の選択などもハウジングセン

ターにあるものを使用することができると

いうメリットも重要視した。 

7. コーディネーターからの夜間のアクセ

スは、バイオメトリック認証（指紋認証）

によりパスワードを欠けられた端末を用い

て、専用の PHS 回線から VPN などの技術に

より情報の漏洩を防ぐ形でサーバーとアク

セスする。またコーディネーターの端末（ク

ライアント）にはデータを残さないように

する。 

8. サーバーのデータベースはクライアン

トとの間の情報の交通を考え、また非定型

のデータを扱うことも考え、Notes/Domino®

を選択した。関係データベースと異なり、

柔軟なデータベースの再構築が実行しやす

いことも利点である。データベースサーバ

ーのバックアップは DDSG5 DAT による差分

データバックアップを行なうこととした。

また、緊急時に備え、電源はＵＰＳにより

無停電対応する。 



9. データベース作成後は、データベースに

アクセスする際のマニュアルを含め情報セ

キュリティに対するセキュリティポリシの

作成・評価・実践が必要となる。 

 

（インターネット上のアンケートなどウェ

ブアプリケーションに関する検討） 

10. アンケートの内容について、回答者自身

に関する設問として、性別、年齢のみを回

答させることで個人の同定ができないよう

にすることが可能である。一方、回答者が

パーキンソン病および関連神経変性疾患を

有するかどうかを質問しても、患者数から

考えて特定は困難もしくは不可能であると

考えられる。「あなたもしくはご家族の人に

パーキンソン病または関連する神経変性疾

患の方がいますか」のように、家族である

可能性も同時に含むような設問であれば、

いっそう同定は困難であり、設問はなるべ

くそのようなものが望ましい。どのような

サイトでブレインバンクのアンケートの

URL を知ったのかという類の設問に対する

解答によって個人の特定が行われる可能性

は非常に少なく、また、ブレインバンクに

対する感想や期待などもポップアップのよ

うな回答形式にすることで余分な情報を省

くことができるであろう。 

11. Web アプリケーションとしてのアンケー

ト集計ソフトのセキュア・プログラミング

に関しては、プログラミング言語の選択に

あたって、PHP は避けるのが賢明である。PHP

には、まだ脆弱性をはらんでいること（柔

軟なプログラミングが可能であるのだが）

が知られており、セキュア・プログラミン

グには適さないと考えられる。Java や.NET

などを使うのもひとつの選択肢(IPA の Web

アプリケーションのセキュア・プログラミ

ングの項にもそのような記載がある）であ

る。 

12. 現在（平成 20 年現在）Web アプリケーシ

ョンとして多く存在しているデータベース

の中には MySQL, PorstgreSQL, Firebird, 

Oracle, Microsoft SQL server のように、

SQL でアクセスするデータベースが多い。こ

うした SQL データベースにも問題がある。

例えば、認証画面でユーザの ID とパスワー

ドを入力させ、次に         

 SELECT * FROM table WHERE user='$uid' 

AND 

 password ='$pass' 

のようなプログラムが動いている SQL デー

タベースに対して 

 (ID)  aaaa 

 (password) 'or'a'='a 

というような入力がされた場合、table の内

容はすべて消去されてしまう。このような

SQL インジェクションという種類のクラッ

キングの対策としては、適切なエスケープ

処理を行うことが必要である。SQL でアクセ

スするデータベースは強力であるが、この

ような注意も必要であり、いずれのタイプ

のデータベース（カード型、リレーショナ

ル型、オブジェクト型など）を選ぶにしろ、

その長所短所を管理者が熟知している必要

がある。 

13.  http:専用サイトと https:専用サイト

を適切に分ける必要がある。アンケートサ

イトの中に上記二つを混在すると https:専

用サイト用の Cookie が平文（暗号化されて

いない文）でネットワークに流出してしま

う危険がある。もし回答を暗号化するため

に https:専用サイトを使用するとしても、

それは他の http:専用サイト内に置くこと

はさけるべきである。 



14.  認証については、アンケートの匿名性

を考えると本人認証が必要とは言えない。 

15.  ログ（どのような回答者のアクセスが

あったのかを記録したファイル）記録方式

としては、回答者の IP（追跡可能な限りで）、

アクセスした時間などは少なくとも記録し、

サーバー上のハードディスクに記録するこ

とが必要である。時間の記録はコンピュー

タの時間と同期させる。 

16.  ユーザインタフェース設計に関して

は、回答者に対して、本物であることの確

認手段を封じないウィンドウレイアウトデ

ザインをすることが重要である。このため

にはフレームは多用せずシンプルにし、ア

ンケートからのログアウトを行う「ボタン」

を明示しするなどのレイアウトを採用する

ことで、ブラウザのアドレスバーにはアド

レスを明示するようにする、回答者によっ

てサイトが本物であることを確認しやすく

なる。 

17. それらを国立精神・神経センター内で

行なうのは場所的にも人的にも技術的にも

困難であることから、データベースシステ

ムの構築設計として外部のハウジングセン

ターに委託することが管理の厳重性、シス

テム運用の容易性からも最適であると考え

た。また、システムに対する構築設計、ネ

ットワーク機器の製品選択、Web アプリケー

ションサーバ製品の選択などもハウジング

センターにあるものを使用することができ

るというメリットも重要視した。 

18.  エラー時の表示をきちんと行うこと

で、サイトの信用性を高めることになる。 

19.  データベースなどのWebアプリケーシ

ョンを設置するサーバーは、人の出入りが

コントロールされた物理的環境に置かれる

ことが難しい。 

（ブログ構築に関する検討） 

20. ブログシステム構築に当たって注意が

必要な点として、記事や写真・図などに対

して一つ一つアクセス制限を設定すること

などが多くのシステムではできないことで

ある。また、商業用ブログシステムの中に

は、エントリー（記事）の投稿者が、読者

を選べるタイプのものもあるが、今回のブ

ログシステムでもこのような設定が可能で

あることが望まれる。 

21. コメントやトラックバックを無制限に

受け付けることで、スパムメールなどの攻

撃を受けることがある。これを回避するた

めの工夫が必要である。例えば、コメンタ

ー（コメントを希望する人）を承認制にす

ることで、いやがらせや繰り返しコメント

を防ぐことができるブログシステムが望ま

れる。 

22. ウェブサーバに対して、以下のような

攻撃を受ける場合がある。すなわち、SQL イ

ンジェクション、OS コマンド・インジャク

ション、ディレクトリ・トラバーサル、ク

ロスサイト・スクリプティング、その他で

ある。これらの攻撃に対するデータベース

の脆弱性としては、特に SQL インジェクシ

ョンなどが知られている。エスケープ処理

などの各種処理を行えることが必要である。 

23. エントリー（記事）の登録に関しては

認証の手続きをきちんとすることが必要で

ある。 

24. Web アプリケーションの選択に際して、

プログラミング言語としてよく見かける

PHP は言語の構造が柔らかく便利であるが、

脆弱性を多く含んでおり、また上記の要請

より、当研究班のブログシステム構築にあ

たっては、Movable Type 4 を選択した（商

用およびオープンソース版が存在する）。こ



れにより、PHP や JavaScript といったスク

リプト言語や、プラグインに依存していた

処理を、Movable Type 4 のみで行うことが

可能である。 

25. ログ（どのような読者のアクセスがあ

ったのかを記録したファイル）記録は、読

者の IP、アクセス時間などを記録し、サー

バー上のハードディスクに記録することが

必要である。時間の記録はコンピュータの

時間もしくは Time server と同期させる。 

26.  ユーザインタフェース設計に関して、

読者にブログサイトが本物であることを提

示する必要がある。フレームを簡潔にし、

パーキンソン病ブレインバンクのマークを

表示することが求められる。 

27. 上記システムの維持を国立精神・神経

センター内で行なうのは場所的にも人的に

も技術的にも困難であることから、外部業

者を選定し、構築・維持を依頼するのが良

策と考えられる。 

 

D. 結論 

 

現在、一般的に情報資源の保存・検索に

使われているデータベースは関係データベ

ース(RDB)が主であるが、医療の場などでは

M言語に期限を持つCACHEなどの非定型デー

タを扱えるシステムなども大きなシェアを

有している。我々が構築するパーキンソン

ブレインバンクも、今後その規模が拡大す

れば、データベースの項目変更などに非常

に時間がかかり、データが増えるにしたが

い情報処理に時間がかかるようになる RDB

よりは、他のシステムがよりよい選択肢と

なる。コーディネーター、事務局、サーバ

ーをつなぐネットワークを考えた時に、グ

ル ー プ ウ ェ ア と し て の 携 帯 を 持 つ

Notes/Domino によるデータベース構築がも

っとも簡便かつ、コスト的にも優れている

と考えられた。 

ネット上のアンケート収集などのアプリ

ケーションについても、専門家によって作

成されることが望ましいと判断した。プロ

トタイプを作成し、上記条件に適っている

ことを確認した。同アプリケーションを使

用して、さまざまなアンケートをインター

ネット上で行うことが可能となった。  

ブログツールとしては、Movable Type 4

が候補の一つとして挙げられた。Movable 

Type はすでに歴史をもったツールであり、

これによって初めてトラックバックの仕組

みも提唱され、現在広く使用されている。

また、エントリー毎にアクセス制限をかけ

ることも可能である。データベースとして

は、MySQL 4.0 以降、PostgreSQL 8 以降、

SQLite, Berkley DB などが必要であるが、

このデータベースの維持も外部業者に依頼

するのが最良策である。 

今後、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。 

 

F. 健康危険情報 

 なし 

 

G. 研究発表 

1. 論文発表 なし 

2. 学会発表 なし 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 なし 

2. 実用新案登録 なし 

3. その他 なし 


