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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に普及啓発活動を通じて理解と協力を求め，生

前からの同意登録（献脳ドナー登録）を進めなければならない．パーキンソン病ブレイ

ンバンクのシステムと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を検討することにより明らかに

した． 

パーキンソン病ブレインバンクのシステムと献脳ドナー登録は，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．

また心理的に受け入れられる可能性が高い．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いが，運用上の課題が明らかになった． 

 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．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． 

 

 

 

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（ブレインバンクへの生前

同意登録者，以下“献脳ドナー登録者”）を増

やす必要がある．ブレインバンクシステムと

インフォームドコンセントなどを H18 年度に

構築したが，研究参加者に理解され，心理的

に受け入れられるかどうかが次の課題である．

そこで，献脳ドナー登録への市民・患者・家

族の理解と心理的な受け入れについて検討し

た． 

 

B. 研究方法 

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． 

（倫理面への配慮） 

 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を遵守してブレインバン

クを運営することを基本としている． 

 

C. 研究成果 

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．病理解剖，ブレインバンクなどの全般的



な意義や手順について市民・患者・家族が十

分理解しているとはいえない． 

 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． 

（１） 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

し配布するなどの追加の対策が必要である． 

（２） 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． 

（３） 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． 

（４） 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．しかし，運用

上の検討事項が指摘された．今後の検討が必

要である． 

 

D. 考察 

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． 

 

E. 結論 

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． 
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