
厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患研究事業） 

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の構築に関する研究 

総括研究報告書 

 

主任研究者 久野 貞子 国立精神・神経センター病院 副院長 

 

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。 

 

研究組織（分担研究者） 
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学客准教授（専任扱い） 

塚本忠（国立精神・神経センター病院・神経
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山村隆（国立精神・神経センター神経研究所、

免疫研究部・部長） 

秋口一郎（康生会武田病院神経脳血管センタ

ー所長） 

 

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３回パーキンソン病脳バンク運営委員

会を平成 21 年 3 月 19 日（木）13:00～15:00 

会場 国立精神・神経センター病院応接室で、

下記のメンバーで開催の予定である。 

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日現在） 

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

日時点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

種の普及啓発活動下記のように行った． 

（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を作成した。 



また、登録者からの要望で、家族にも連絡先

を分かりやすく伝える為のマグネットシー

ルを作成した。 

（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 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 21 年 3 月 1日までの訪問者数は

1820 件である．また、広報手段として、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」を開催した。

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。 

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．順天堂大学医学部脳神経内科会議 

２．日本神経病理学会第 49 回総会学術研究会 

３．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） 

 

４．BrainNet 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 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 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 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 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 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 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 FAQ を掲載したハン

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。 

 

 


