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研究要旨 

難治性神経疾患の病態の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、パーキンソン病脳バンクを構築することが本研究の

目的である。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、福島県立医大の脳バンク以外には作業が進んでいない。パーキンソン病

および関連神経変性疾患は、補助診断法が乏しく生前の臨床診断のみでは診断が不確実で、

剖検による確定診断が必須である。当研究班では、Ｈ18 年度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脳バンクの生前同意登録のシステム構

築を行った。Ｈ19 年度は病理解剖と検体の保存を担当する協力病院と協力病院内の凍結脳

保存庫（パーキンソン病脳デポジトリー）を開設した。また、患者および健常者の献脳生

前同意登録を開始し, 市民講演会、患者・家族に対する説明会の開催、パンフレットやニ

ュースレターの発行などの普及活動を行った。今後さらに登録者数を増やすため、市民講

演会、患者・家族に対する定期的な説明会の開催を継続し、パンフレットやニュースレタ

ーの発行などの普及活動を行い、患者団体（パーキンソン病友の会など）と協力して生前

同意登録を推進する。登録者が不幸にして死亡された場合は、死体解剖保存法に従い遺族

同意を得て共通のプロトコールで検体をパーキンソン病脳デポジトリーに保存する。将来

は、対象疾患を筋萎縮性側策硬化症、多発性硬化症など他の難治性神経疾患全般に拡張す

る事を見込む。 
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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

た研究には脳バンクが必須である。脳バンクの

必要性は神経病理学者、神経病研究者の共通認

識であるが、本邦には脳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）は欧米では脳

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

る点で、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藤田保

健衛生大学の永津俊治教授ら多数存在する。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”の創設が必要であること

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

の精神疾患死後脳バンクを創設したが、生前同

意登録制度は一般には広まってはいない。また、

他の疾患を含めて十分機能している脳バンク

は少ない。 

本研究（パーキンソン病脳バンクの生前同意

登録活動）が軌道にのれば、研究試料の入手が

研究者にとって容易になり、日本の難治性神経

疾患の病態解明研究の量的、質的向上が見込ま

れ飛躍的な発展が期待される。 

H19 年度は公開市民講演会やニュースレター、



パンフレットなどを通じて、“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パーキ

ンソン病脳バンクへの生前同意の登録者を募

った。不幸にして患者や健常登録者が死亡され

たときは、もよりの協力病院で、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パーキ

ンソン病脳バンクシステムを構築した。 

 

保存される脳組織の部位と量、研究使用の状

況、試料の残量は事務局のデータベースで一括

管理を行う。 “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。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。 

 

欧米では、疾患ごとの脳バンクが各種運営さ

れており、なかでも、英国のパーキンソン病脳

バンクは著名である。また、生前同意登録がシ

ステム化されている脳バンクは多く、各バンク

では、患者や健常者に積極的に同意登録を呼 

びかけている。一方国内では、生前同意に基づ

く脳バンクは福島県立医大の精神疾患脳バン

クのみである。欧米との違いは、死生観の相違、

ご遺体への尊崇の観念の相違、法制度の相違、

など多様な原因があると考えられている。 

 

本研究班は、H18 年に死体解剖保存法、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、パー

キンソン病ブレインバンクの生前同意登録シ

ステムを樹立した。これは、国内では従来着手

することができなかった画期的な企画であり、

関係学会等で注目されている。今年度は患者団

体などと連携して同意登録者のリクルートを

行い、患者団体との協力による脳バンクの運営

という新しい試みを行った。 

 

Ｂ．研究方法 

Ｈ19 年度はパーキンソン病脳バンクへの研

究参加者（脳バンクへの生前献脳同意登録者）

のリクルートと登録活動を以下の手順で実施

した。 

（１）パーキンソン病脳バンク事務局で献脳同

意登録を受付ける。事務局はパーキンソン病脳

バンク運営委員会の監視下で活動する。 

（２）パーキンソン病脳バンクの生前同意登録

に関するパンフレットを患者団体及び病院窓

口経由で患者に配布する。また普及啓発を目的

とする講演会等を開催する。参加者に脳バンク

が市民に受け入れられるために、アンケート調

査を行う。 

（３）登録希望者には、コーディネーターが十

分に説明し、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）パーキンソン病脳バンクのニュースレタ

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、パーキンソン病脳

バンクの果たしている意義についてのコミュ

ニケーションを図る。 

（５）主旨に賛同する病院群で、パーキンソン

病脳バンク・ネットワークを構築する。これは

登録者の急変を想定し、不慮の転帰を取った場

合に病理解剖に対応可能な救急指定病院への

受診歴を作成することで、パーキンソン病の療

養の援助ができるだけでなく、生前同意の遂行

が容易となる。当面は首都圏近郊で開始し、協

力病院を募る。長期的には全国に広げる予定で

ある。 

（６）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。 

（７）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べー

スで管理・共有化し、提供希望に応じうる体制

を整える。 

 

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

加している。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る。登録者の人権

保護に十分配慮する。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する。 



パーキンソン病脳バンク運営委員会に関し

ては、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 

会場 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。 

パーキンソン病脳バンク運営委員会委員名

簿（敬称略） 

京都大学大学院法学研究科 村中孝史 

全国パーキンソン病友の会 清徳保雄 

HOPE の会 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 水野美邦 

愛知医科大学加齢医学研究所神経病理学講座 

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・神経センター武蔵病院 

副院長 久野貞子 

 

Ｃ．研究成果 

H19 年度は，4月よりパーキンソン病脳バン

クの献脳生前同意登録を開始し，登録を推進す

るために普及啓発活動を行った。H20 年 3 月５

日時点での脳バンク登録者数はパーキンソン

病患者と健常対象者合計で14名である。更に、

分担研究者による脳バンクに関する個別研究

を行った。 

 

１．パーキンソン病ブ脳バンクのシステム構築

とその運営；パーキンソン病脳バンクにおいて，

献脳生前同意登録者が死亡時した際に病理解

剖を実施し，剖検脳を自施設に保存する「パー

キンソン病ブレインバンク協力病院」に，順天

堂大学順天堂医院と東京都老人医療センター

の参加が決定した。 

 この２病院はそれぞれの施設の倫理委員会

での承認を得て参加している．これにより，病

理解剖実施病院は，国立精神・神経センター武

蔵病院（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1），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

院体制となった． 

 

２．パーキンソン病脳バンクの献脳生前同意登

録の開始；献脳生前同意登録の受付を平成 19

年 4 月に開始した．平成 20 年 3 月 5日現在で

登録数は 14 名である．登録者の分類は，パー

キンソン病７名，進行性核上性麻痺０名，皮質

基底核変性症０名，その他７名である． 

 

３．パーキンソン病脳バンクの普及啓発活動 

脳バンクの活動とその必要性が日本ではまだ

ほとんど知られていない。そのため、パーキン

ソン病脳バンクの普及啓発活動として、都内の

会議室での一般向けの市民公開講座を開催し、

脳バンクが市民に受け入れられるための、アン

ケート調査を行った。 

 病院神経内科通院患者を対象とする小規模

の院内説明会、パーキンソン病脳バンクニュー

スレターの発行に加えて、脳バンク担当者会議

や神経内科医の集まりでの哨戒活動など，多様

な職種を対象に複合的な啓発活動を実施した． 

  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。 

 

(１）パーキンソン病脳バンク市民公開講座の

開催 

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 

（２）国立精神・神経センター武蔵病院でのパ

ーキンソン病脳バンク説明会の開催 

国立精神・神経センター武蔵病院神経内科の

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開催した．参加

者は 20 名であった．脳バンクへの登録の説明

に加えて、神経内科臨床担当医が待機し患者の

質問に回答するようにした．今後はおおむね月

1 回の間隔で計画的かつ継続的に説明会を開催

し，外来患者が気軽に質問できるようにする予

定である． 

（３）パーキンソン病脳バンクに関する小冊子

の作成と配布；普及啓発活動のために、「献脳

生前同意登録性脳バンクへの登録のお願い」と

題する冊子を作成し、配布している．平成 19

年度は以下の諸集会で総数 800 冊を配布した． 



 患者を対象とする会合：パーキンソン病脳バ

ンク市民公開講座，武蔵病院パーキンソン病脳

バンク説明会，パーキンソン病友の会の会合 

 医師等を対象とする会合：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），

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），順天堂大学医学部脳

神経内科会議． 

（４）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 

（５）パーキンソン病脳バンク ホームページ

の運営；普及啓発活動、同意登録を推進するた

めにパーキンソン病脳バンクのホームページ

を運営している。研究成果報告書の公表、市民

講演会の案内、最新の登録者数などを広く公開

している。 

４．分担研究者の研究 

１） 生前同意登録者の病理解剖実施と医療関

連死モデル事業との関連（佐藤 啓造班員）  

 “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。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。 

モデル事業の運営方法を順を追って述べる。ま

ず、医療行為に関連した死亡について病理学者、

法医学者、専門臨床家が一緒になって解剖を実

施し、さらに調査担当の専門臨床家が診療録や

諸記録を精査する。解剖結果、診療録等の調査

結果をもとに解剖担当医師、調査担当医師、調

整医師、調整看護師、患者側弁護士、病院側弁

護士等が何回か評価委員会を開催し、正確な死

亡原因、診療行為と死亡との因果関係、医療過

誤の有無、異状死届出の有無、再発防止のため

の注意事項などを決定し、数ヶ月で評価結果報

告書を作成する。最後に事例説明会を開催し、

評価結果報告書の内容を遺族と医療機関の双

方に説明することにより医療の透明性の確保、

再発防止に役立てる。同時に他の医療機関への

周知徹底を図ることにより再発防止の資料と

する。モデル事業の実施により医師は刑事訴追

を免れ、遺族は損害賠償という実を取り、今後

の発生予防にも役立つ医師・遺族・行政の３者

に利がある結果が得られている。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。 

 

２）ブレインバンクにおける生前同意に関する

生命倫理の観点からの研究（河原直人班員） 

 本研究は，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ものである。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。 

 

３）生前同意制ブレインバンクのシステム構築

に関する研究 

-患者・家族の献脳ドナー登録の理解と受け入

れについての検討-（有馬 邦正班員） 

生前同意制ブレインバンクのシステム構築

に関する研究-患者・家族の献脳ドナー登録の

理解と受け入れについての検討-（有馬 邦正

班員）は，H18 年度に構築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

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と結

論された． 

 

４）登録者データベースの作成と生前同意に基

づくブレインバンクのセキュリティ設計に関

する研究（塚本忠班員） 

 “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”を構築するために必

要な生前同意登録者データベースは初年度に

設計された。今年度は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。 

 

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（村山 繁雄班員） 

 本年度、主任研究者の施設で倫理委員会の承

認に基づき、東京都老人医療センターでの倫理

委員かでの承認を得た。 

また、本年度より剖検者慰霊祭を行うこととし、

その折に本研究班のパンフレットを送ること

にした。 

 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。しか

し、パーキンソン病友の会の組織力が弱いこと、

本施設では認知症を呈する症例が多いことよ

り、高齢者脳バンクがご遺族同意と連結可能匿

名化、ご遺族への還元という、病理解剖の原則

に基づいているため、本研究班への同意者は、

今のところ得られていない。 

 

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（森 秀生班

員） 

 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い

える。 

 

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、分担研究者の、法医科学的検討、倫理

的考察を総合して、生前同意登録システムを構

築し、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。 

 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同意登録者（研究参加

者）を募集する基盤が完成した。 

２．作成されたインフォームド・コンセント書

式は、研究の性格上大部であり、難解な部分が

含まれる。今後は、市民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、登録者数を

増やす活動が必要である。 

３．登録から登録者の死亡までは数年間の時間

経過があると推測される。長年月にわたるブレ

インバンクの維持が必要である。円滑な病理解

剖の実施のためには、更にシステムの改善が必

要となると推測される。 

４．今後はさらに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。神経病理関係者と

の協力関係の樹立が必要である。 

 

E.結論 

パーキンソン病脳バンクの生前同意登録制

度に基づき、献脳生前同意登録の受付を平成 19

年 4 月に開始した．平成 20 年 3 月 5日現在で

登録数は 14 名となった。生前同意登録は欧米

に 10 年以上遅れてはいるが、日本で大規模に

実施するのは始めてである。現行法及び倫理指

針等を遵守をして堅実に活動を進める必要が

ある。 
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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  

 

 


