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研究要旨 

当該ブレインバンクの制度運営を適正に遂行するためのマネジメント，及び，各研究機関における研

究試料の取り扱いについて，国内外の関連省令・指針を参照しつつ，適正なリサーチリソースネットワ

ークを用いた神経・精神疾患の研究資源（剖検脳等）の確保と病態解明のあり方に資する解決策につい

て，文献等による研究から当該リサーチリソースのさらなる施策展開に資する要点を抽出することが本

研究の目的である。結果として，生前同意を担保するための運用の徹底，研究試料の公正な配分と利用

に係る透明性の確保は重視されるべきと考えられた。 今後の課題当ブレインバンクにおける生前同意

制度の拡充の方向性を考慮すれば，臓器移植法改正の動向も視野に入れて検討していくことは重要であ

ると推察される。一方，当ブレインバンクの趣旨と，従前のバイオバンク運営における知的財産管理に

係る諸課題とは，ただちに馴染むものではないと考えられるが，将来的な当該研究試料の提供契約に係

る秘密保持，知的財産権帰属のあり方をめぐる諸問題についても留意されるべきであろう。 

当ブレインバンクが，公的なリサーチリソースへとさらに発展していく過程を展望すれば，献脳ドナー

登録者の生前同意の意思が一貫して担保される体制を堅持しつつ，既存の国内諸制度とも馴染む方策を

考えていくことが，紛争予防のためにも極めて重要な作業となる。その上で，研究試料の公正な配分の

観点に留意し，各箇所で研究が推進されるための新たな倫理的・法的・社会的対応が考慮されていくこ

とが望ましい。 

 

A. 研究目的 

 当該ブレインバンクの制度運営を適正

に遂行するためのマネジメント，及び，各研

究機関における研究試料の取り扱いについ

て，国内外の関連省令・指針を参照しつつ，

適正なリサーチリソースネットワークを用

いた神経・精神疾患の研究資源（剖検脳等）

の確保と病態解明のあり方に資する解決策

について，文献等による研究から当該リサー

チリソースのさらなる施策展開に資する要

点を抽出することを目的とした。 

 

B. 研究方法 

 現在まで，本研究班の倫理的・法的・社会

的影響に係る分野において，研究試料および

データ管理，個人情報保護に係る適正な運用

のあり方について研究倫理上の課題につい

ての検討を行い，生前同意による献脳ドナー

登録制度策定に寄与してきた。特に，データ

収集や処理等における個人情報保護に係る
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手続きについて，関連省令・指針を参照し，

倫理面・安全面の双方を担保しうる制度運用

のあり方について考察を行い，適正且つ持続

可能な運営のための知見を提示してきた。従

来，国内外では生命倫理学の原理・原則に沿

った種々のアプローチ（例えば，ヘルシンキ

宣言や国際医学団体協議会（CIOMS）等のガ

イドラインをふまえた施策検討等）が行われ

てきたが，本年度は，より幅広い観点から研

究遂行上の倫理的配慮をふまえ，新たな倫理

的課題としての知的財産管理に係る諸問題

も視野に入れて，倫理的・法的・社会的観点

からの検討を行った。  

 

C. 研究結果と考察 

当該リサーチリソースの適正な制度運用

と推進を期すための，倫理的・法的・社会的

対応として，１）献脳ドナー登録者側と研究

者側との間にたって，公正に検体の保存管理

をコーディネートしうる人材の確保，２）

各々の関与者の役割分担と責任の所在，３）

関連研究施設との当該研究試料の提供契約

に係る安全管理のための組織整備，４）デー

タ漏洩等を含む，リスクの想定とその対応方

針，５）問題が発生した場合における報告連

絡体制の整備やマニュアルの策定，６）研究

倫理・インテグリティの観点もふまえた施設

内関係者への教育研修，業務委託先の監督体

制，７）献脳ドナー登録者側から個人情報に

関して開示請求があった場合の対応の充実

に向けて，継続して取り組んでいくべきこと

が示唆された。 

また，当ブレインバンクは，あくまでも寄

託者ご本人の主体的な意思に基づく生前同

意を尊重する制度であるが，臓器移植法改正

の動向にも照らして，いっそう実効性のある

生前同意取得の手法について引き続き検討

していくことは重要であるだろう。 

一方，当該リサーチリソースの将来的な発

展を見据えれば，関連研究施設との当該研究

における検体試料の移転に係る提供契約

（MTA：Material Transfer Agreement），及

び，秘密保持の問題等も想定されうることに

なる。 

現時の「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

お願い（ドナー登録用，PDBB IC1-1）」の第 7

項「パーキンソン病ブレインバンクに保存さ

れた死後脳等の研究使用について」では，医

学研究への検体の提供の可否の決定に係る

説明文において，一定の条件のもとに営利企

業に検体を提供することもありえること，且

つ，個別の研究計画についてご遺族に問い合

わせする事はないことが既に明記されてい

る。また，その第 8項「知的財産権の帰属に

ついて」では，当ブレインバンクに寄託され

た検体をもとにした研究により特許権等，及

び，それに基づく経済的利益が生じる可能性

についても言及され，その権利は当ブレイン

バンク，研究機関，および，研究遂行者等に

帰属する旨が既に明記されている。 

さらに，その第 9項「ブレインバンクの将

来の機構の変更の可能性と検体の将来の保

存について」において，現時点では，ご遺族

から寄託された検体は，解剖保存病院に保存

されるが，将来的に関係法令等が改正された

場合，寄託された検体の一部あるいは全部が

中央で一括保存されることもありうる旨，既

に明記されている。 

上述の諸事項は，既に当ブレインバンクの

生前同意に係るインフォームド・コンセント

に一通り含まれているものではあるが，今後，
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いっそう持続的発展を見据えた運営体制を

構築していくためにも，上述の諸事項に係る

「条件」の詳細について，当ブレインバンク

の趣旨に鑑みつつ，検討していくことは必要

となるだろう。 

また，これに関連して，対価を要求するこ

となく提供する場合においても，あるいは，

対価を要求する場合においても，当該検体試

料の利使用に係る権利（研究材料の権利）は

誰に帰属するのかという問題について整理

しておくことは特に重要となる。 

さらに，当該の研究成果が，契約，勤務規

則等の規程により，最終的には，どの機関・

組織に帰属させるのが適当であるのかにつ

いて検討し，関係者間の合意を得ておくこと

が求められると考えられる。 

基本的には，生前同意の意思を担保し，且

つ，従前の関連諸制度に抵触しない範囲で，

研究活動の自由を最大限に保証し，関連病

院・研究機関との間でスムーズな共同研究が

行われる制度が目指されるべきと考えられ

る。そのためには，研究者の実情に応じて，

その研究者の所属する機関・組織が責任をも

って，これを支援していく仕組み（研究材料

の配分（移転）状況を集積したデータベース

や，事前相談のための窓口の整備，及び，当

該制度に関するコーディネーターへの教育

研修等）も重要となるだろう。 

なお，この延長線上には，研究成果物に係

る特許やライセンス契約等の問題も生じう

るが，当ブレインバンクの趣旨と，従来の遺

伝子特許にみられるような特許の論点（独占

にかかわる問題，機器開発の問題，研究特例

の問題など）とは，ただちに馴染むものでは

なく，当該の研究材料からリサーチツールに

係る発明・特許が検討されるような可能性は

現時点では不確実であるとも考えられる。 

したがって，現段階では，あくまでも死体

解剖保存法はじめ現行の関連指針・ガイドラ

インを遵守しつつ，それらの範囲内での可能

性の検討が求められることになる。 

しかしながら，将来，公的リサーチリソー

スへとさらに拡充・発展していく過程を展望

する際，献脳ドナー登録者の生前同意の意思

が一貫して担保される体制を堅持しつつ，既

存の国内諸制度とも馴染む方策を考えてい

くことは，紛争予防のためにも極めて重要な

作業となるだろう。 

以上，本研究から見出され，考察が行われ

た案件は，今後のリサーチリソース ネット

ワークを用いた神経・精神疾患の研究資源

(剖検脳等)の確保と病態解明を目指した研

究の発展のために留意されてしかるべきも

のであり，いずれも倫理的・法的・社会的側

面の多面的な見地から解決策が講じられる

べきと考えられる。したがって，これらは各

研究機関内の倫理審査委員会にもおのずか

ら深く関わるとも捉えられ，当然のことなが

ら，両者を分断して考えることはできない。

当該契約に係る部門と倫理部門との連携・協

力は重要となるだろう。その上で，研究試料

の公正な配分の観点に留意し，各箇所で研究

が推進されていくことが望ましい。 

但し，あくまでも研究の健全な発展を徒に

阻害しないように留意されるべきであり，研

究者コミュニティの自律的規範の尊重とと

もに，献脳ドナー登録者の生前の同意はもと

より，社会的負託に応えうる制度づくりが今

後も意識されていくべきことになる。 
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結論 

１）臓器移植法改正の動向にも照らして，引

き続き実効性のある生前同意取得の手法の

可能性について検討していくことは重要で

あろう。 

２）将来的な発展を見据えれば，関連研究施

設との当該研究試料の提供契約に係る秘密

保 

持，知的財産権帰属のあり方をめぐる諸問題

も想定され，ドナー登録者の生前同意の意思

が一貫して担保された上で，研究試料が適正

に管理・配分（移転）される体制のあり方に

ついても留意されるべきである。 

３）研究材料の配分に際しては，各関係箇所

における権利関係を十分に確認し，当該機関

が責任をもって研究者の実情に即した管

理・実施体制を構築するとともに，研究材料

の配分（移転）状況を集積したデータベース，

事前相談のための窓口，及び，当該制度に関

するコーディネーターへの教育研修等も必

要となるだろう。 

４）知的財産管理に係る諸制度の運営に際し

て，倫理関連部門（倫理審査委員会事務局等）

との連携は重要となる。 

５）あくまでも研究者コミュニティの自律的

規範の尊重とともに，ドナー登録者の生前同

意，社会的負託に応えうる制度づくりが意識

されるべきであろう。 
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