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研究要旨 

生前同意脳バンクの倫理性を関係する法律を調べ直すと共に、一般臨床医、医

学生、弁護士、法科大学院の学生および昭和大学公開講座を受講した品川区民に

意見を求めることによって検討した。憲法第 13 条で保証される自己決定権の尊重

は倫理的にも重要であるが、生前同意脳バンクを実施していくうえでは自己決定

をすること自体が過酷な病状においては、かえって倫理に反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および関連神経変性疾

患の生前同意に基づく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、有馬ら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。なお、遺族のない症例については現在、有馬らのブレインバン

クにも、本研究班において久野らの進める生前同意脳バンクにも脳の集積を行っ

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判断

される場合には死体解剖保存法の趣旨および倫理性にみても、今後は集積してい

くのが倫理に適っていると思われる 

 

A. 研究目的 

生前に同意していただいた患者の病理解

剖時に採取した脳を超低温に凍結保存し、必

要に応じて保存した脳を研究者が相互利用

する久野らの生前同意脳バンクには種々の

倫理的な問題が発生する可能性がある。久野

らに先立ち、有馬らが始めたリサーチ リ

ソース ネットワークによるブレインバンク

にも、また別な倫理的問題が発生する可能性

がある。生前同意脳バンクあるいはブレイン

バンク開設時にネットワークに所属する各

施設の倫理委員会で審査を受け、改善すべき

点は改められ、現時点で生前同意脳バンクあ

るいはブレインバンクは最低限の倫理性を

保有しているはずであるが、開設時より数年

以上が経過し、法律も一部改正され、社会の

倫理観も変化している可能性があるので、現

時点での生前同意脳バンクあるいはブレイ

ンバンクの倫理性について改めて検討して

みた。 

 

B. 研究方法 

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

どからブレインバンクについて率直な意見

を求めた。 

 

C. 研究成果 

脳バンクに密接な関係のある法律を列挙

する。 

死体解剖保存法第17条 

「医学に関する大学又は医療法の規定によ

る地域医療支援病院若しくは特定機能病院

の長は、医学の教育又は研究のため特に必要

があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全

部又は一部を標本として保存することがで

きる。」 

2 「遺族の所在が不明のとき、及び第15条但

書に該当するとき（死体が特に得がたいもの

である場合において、医学の教育又は研究の

ためその保存を必要とするとき）は、前項の

承諾を得ることを要しない。」 

死体解剖保存法第18条 

「第2条の規定により死体の解剖をすること

ができる者は、医学の教育又は研究のため特

に必要があるときは、解剖をした後その死体

の一部を標本として保存することができる。

但し、その遺族から引渡の要求があったとき

は、この限りでない。」 

臓器の移植に関する法律第6条 

「医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植

術に使用されるために提供する意思を書面

により表示している場合であって、その旨の

告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒ま

ないとき又は遺族がないときは、この法律に

基づき、移植術に使用されるための臓器を、

死体（脳死した者の身体を含む）から摘出す

ることができる。」 

刑法第190条 

「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を

損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以

下の懲役に処する。」 

憲法第13条 

「すべて国民は、個人として尊重される。生

命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に

ついては、公共の福祉に反しない限り、立法

その他の国政の上で、最大の尊重を必要とす

る。」 

死体を解剖する場合、死体解剖保存法に

則って行わないと、刑法第190条に規定する

死体損壊罪で処罰される。この点、有馬らの

ブレインバンクも久野らの生前同意脳バン

クも死体解剖保存法第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、死体解

剖保存法第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、倫理性について検討する場合、まず

法律に抵触しないか検討する必要があるが、

前に述べた理由から脳バンクあるいはブレ

インバンクは適法行為といえるので、この点

は問題がない。また、各施設の倫理委員会で

承認を得ているので、有馬らのブレインバン

クも、久野らの生前同意脳バンクも最低限の

倫理を満たしていると言える。」 

しかし、臓器移植法第6条では死亡した者

が生存中に臓器を移植術に使用されるため

に提供する意思を書面により表示している



場合でないと、死体（脳死した者の身体を含

む）から臓器を摘出できないと定めている。

また、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。有

馬らのブレインバンクは本人の意思を確認

しないまま家族の同意のみで運営されてお

り、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ていない。一方、久野ら

の生前同意脳バンクでは自己決定権を尊重

し、家族の同意も得ているので、倫理に適っ

ているといえる。 

他方、ブレインバンクあるいは生前同意脳

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、もしくはパーキンソン病のよう

に予後の長い疾病ではブレインバンクへの

登録を求められても応じる余地があるが、脳

腫瘍や筋萎縮性側索硬化症のような予後の

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

であるという意見が多かった。 

 

D. 考察 

我が国の現代社会では憲法第13条に規定

されるように公共の福祉に反しない限り、個

人の自己決定権が広く保証されている。最近

の判例でも医学的にみて非合理な結果を招

く輸血拒否を最高裁は適法と判断し、パター

ナリズムを発揮して救命のために必須で

あった輸血を良心的輸血拒否者に行った大

学病院に対し、自己決定権の侵害として慰謝

料の支払いを命じている。有馬らのブレイン

バンクは本人の意思を確認しないまま家族

の同意のみで運営されており、民主的社会で

最大限尊重すべき個人の自己決定権を無視

している。凍結保存されている脳自体は生前、

死亡した後、研究のために凍結保存され、自

分の診療については何もしてくれなかった

全くの他人である研究者によって切片を作

られ、病巣をこと細かに調べられるのは望ん

でいなかった可能性が十分にある。脳以外の

臓器と取り扱いが違ってくるのではなかろ

うか。 

この点、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、

死に直面させられる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、有

馬らのブレインバンクにも、久野らの生前同

意脳バンクにも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

必要があると判断される場合には死体解剖

保存法第17条の趣旨あよび倫理的にみても、

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 

自己決定権の尊重は倫理的にも重要であ

るが、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

パーキンソン病および関連神経変性疾患の

生前同意に基づく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。予後の悪い疾病や脳も集積して

いく必要があるので、有馬らのブレインバン

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。 

 

G. 研究発表 

1. 論文発表 

Shinmen N, Lee X-P, Kumazawa T, Hasegawa 

C, Ishiwata Y, Sato K, Seno H, Suzuki O.  

Simultaneous determination of some 

phenothiazines derivatives in human blood 

by headspace solid-phase microextraction 

and gas chromatography with 

nitrogen-phosphorus detection.  J AOAC 

Int.  2008; 91 (6): 13541362. 

Ishiwata Y, Arima Y, Fujishiro M, Ohtawa 

T, Izawa H, Sobue H, Taira R, Umezawa H, 

Lee X-P, Sato K.  Long-term storage of 

blood at freezing temperature for 

methemoglobin determination: Comparison 

of storage with a cryoprotectant and 

without any additions.  Showa Univ J Med 

Sci.  2008; 20 (3): 123-129. 

伊澤 光, 梅澤宏亘, 藤城雅也, 石渡康宏, 

大多和威行, 有馬由子, 高橋良治, 李 暁

鵬, 堤 肇, 佐藤啓造.  解離試験による血

痕の ABO 式血液型判定法の半定量的解析.  

昭医会誌.  2008; 68 (3): 162-174. 

藤城雅也, 祖父江英明, 平 陸郎, 大多和

威行, 梅澤宏亘, 伊澤 光, 李 暁鵬, 熊

澤武志, 堤 肇, 佐藤啓造.  尿酸/クレア

チニン比と HPLC クロマトグラムを指標とす

るヒト尿斑証明法.  昭医会誌.  2008; 68 

(3): 175-181. 

Umezawa H, Lee X-P, Arima Y, Hasegawa C, 

Marumo A, Kumazawa T, Sato K.  

Determination of diazepam and its 

metabolites in human urine by liquid 

chromatography/tandem mass spectrometry 

using a hydrophilic polymer column.  

Rapid Commun Mass Spectrom.  2008; 22 

(15): 2333-2341. 

Marumo A, Kumazawa T, Lee X-P, Hasegawa C, 

Osamu S, Sato K.  Utility of disk 

solid-phase extraction for whole blood 

samples: analysis of some tetracyclic 

antidepressants by gas chromatography 

with nitrogen-phosphorus detection.  

Forensic Toxicol.  2008; 26 (1): 13-18. 

Lee X-P, Hasegawa C, Kumazawa T, Shinmen 

N, Shoji Y, Seno H, Sato K.  Determination 

of tricyclic antidepressants in human 

plasma using pipette tip solid-phase 

extraction and gas chromatography-mass 

spectrometry.  J Sep Sci.  2008; 31(12): 

2265-2271. 

Umezawa H, Lee X-P, Arima Y, Hasegawa C, 

Izawa H, Kumazawa T, Sato K.  

Simultaneous determination of 

β-blockers in human plasma using liquid 

chromatography-tandem mass spectrometry.  

Biomed Chromatogr.  2008; 22 (7): 

702-711. 

Hasegawa C, Kumazawa T, Lee X-P, Marumo A, 

Shimen N, Seno H, Sato K.  Pipette tip 

solid-phase extraction and gas 

chromatography – mass spectrometry for 

the determination of methamphetamine and 

amphetamine in human whole blood.  Anal 

Bioanal Chem.  2007; 389 (2): 563-570. 

佐藤啓造: 医事法.  NEW 法医学・医事法（勝

又義直, 鈴木 修, 編集）, 南江堂. 2008. 

2. 学会発表 

長谷川智華, 熊澤武志, 佐藤啓造: 生体試



料中薬毒物の GC/MS 分析における固相抽出

チップの開発と応用.  第 33 回日本医用マ

ススペクトル学会年会.  抄録集.  2008; 

p38, 東京. 

李 暁鵬, 熊澤武志, 佐藤啓造: ダイレク

ト注入 HPLC-MS/MS 法の生体試料中薬物及び

代謝物分析への応用.  第 33 回日本医用マ

ススペクトル学会年会.  抄録集.  2008; 

p41, 東京. 

梅澤宏亘, 李 暁鵬, 有馬由子, 長谷川智

華, 丸茂明美, 熊澤武志, 佐藤啓造: 

HPLC-MS/MS による尿中ジアゼパム及び関連

代謝物の簡易分析法.  第 92 次日本法医学

会総会.  日本法医学雑誌.  2008; 62 (1): 

p57, 長崎. 

長谷川智華, 熊澤武志, 李 暁鵬, 澤口聡

子, 佐藤啓造: 特別刑法における医療関係

者に対する処罰規定と問題点.  第 92 次日

本法医学会総会.  日本法医学雑誌.  2008; 

62 (1): p84, 長崎. 

新免奈津子, 李 暁鵬, 佐藤啓造: ヘッド

スペース SPME/GC によるヒト血中フェノチ

アジン系向精神薬の分析.  昭和医学会例会.  

昭和医会誌.  2008; 68 (3): p204, 東京. 

高野 恵, 藤城雅也, 新免奈津子, 佐藤啓

造: 歯牙のピンク色着染現象に関する実験

的研究.  昭和医学会総会.  昭和医会誌.  

2008; 印刷中, 東京. 

 

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 


