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H21 年度  日本各地―京都、岐阜、三重、静岡―在住パーキンソン病患者の 

脳バンクに対する意識調査 

 
分担研究者 久野 貞子  啓信会京都四条病院・京都きづ川病院 パーキンソン病神経難病センター 
   
研究要旨：厚労省難治性疾患研究班「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班」では、倫理基準を遵守した脳バンクの基盤整備を終了したが、こ

のバンクは東京都を中心とした関東地区在住者の剖検を前提としており、今後、全国展開するため

の問題点を検討するために、関東地区、東海地区、関西地区において、アンケート形式による調査

研究を行い今後研究を発展させるための有益な結果を得た。 
 

A. 研究目的 
パーキンソン病は、神経変性疾患の中で

は、アルツハイマー病についで患者数が多

い疾患である。本疾患は中高年期に好発し、

中脳黒質ドーパミン神経細胞の変性・脱落

によって、大脳基底核でのドーパミン欠乏

をきたして特有の震顫、筋固縮、無動、姿

勢反射障害をきたす疾患である。近年、ド

ーパミン機能を補う L-dopa やドーパミン

受容体アゴニスト等による薬物治療の発展

により、患者の ADL は改善し患者および介

護者の QOL も向上してきている。また、家

族性（遺伝性）のパーキンソン病に対する

研究が進み、原因遺伝子も 10 個以上発見さ

れている。しかしながら、神経細胞死を抑

制する完治療法はいまだ開発されておらず、

今後、患者脳を用いた創薬研究の発展が期

待されている。研究者らは、厚生労働省難

治性疾患研究補助金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班」において、倫

理基準を遵守したシステムの構築を平成

18 年度から行い、基盤整備を終了した。し

かし、この脳バンクは東京都を中心とした

関東地区在住者の剖検を前提としており、

今後、全国展開するための問題点を検討す

るために、関東地区、東海地区、関西地区

において、アンケート形式による調査研究

を行った。 
 
B.研究方法 
対象は、パーキンソン病患者団体（一部

は保健所）が主催し、久野が治療に関する

講演を行った後で、患者と家族に依頼した。

アンケート用紙と説明書(表１)は、前もって

主催者に手渡した。なお、東海地区の一部

（岐阜 14 名、三重３名）は、講演会がなか

ったので、外来患者に依頼した。 
方法は、関東地区、東海地区、関西地区に

おいて、パーキンソン病および関連神経変

性疾患患者と家族を対象に、脳の解剖に対

する意識調査をアンケート形式で行った。 
アンケート調査回答者（201 名）の内訳に

ついては、関西地区 83 名(41%)中、京都ハ

ートピア講演会 36 名、若手パーキンソン病

患者友の会 HOPE（京都）講演会 47 名で

あった。 
東海地区 62 名(31%)中、静岡パーキンソン



病友の会 37 名、沼津リハビリ病院塚の会 8
名、岐阜野口整形内科医院パーキンソン病

外来患者・家族 14 名、桑名市民病院神経内

科外来患者・家族3名、関東地区 56名(28%) 
若手パーキンソン病患者友の会 HOPE（東

京）講演会 27 名、川崎保健所パーキンソン

病講演会 29 名であった。 
 
C.研究結果（図１から図５） 

3 地区併せて、患者（119 名）、家族等（75
名）から回答を得た。年齢は 60 歳台、70
歳台、50 歳台の順に頻度が多かった。（患

者、非患者に無回答の 7 名を含むと 201 名） 
家族が死亡した際の返答では、患者は 37 名

（３１％）、家族等 16 名（２１％）が脳の

解剖を承諾し、承諾しないとの返答は、そ

れぞれ 17 名（１４％）、8 名（１１％）で

あった。 
地区別の諾否は、関東が３６％、東海２７％、

関西２２％と東高西低で承諾率が高かった。 
承諾の理由では、治療法の進歩につながる

４３％、原因解明２３％の順であった。 
承諾しない理由では、遺体を傷つけたくな

いが２３％と最も高い理由であった。 
脳解剖に関して、自分が死亡した場合、希

望が６２％、希望しないが２９％であった。

解剖希望者の８５％は研究利用可であった。

脳バンク提供（寄託）に関しては、応諾は

半数の５０％であり、拒否は２２％であっ

た。内訳は、患者では５３％が応諾し、家

族等は３６％が応諾であった。脳バンク預

託に関して、地区別に検討したところ応諾

は関東３９％、東海４８％、関西３９％と

東海地区が預託に肯定的な返答が多く見ら

れた。その理由は（複数回答可）、死後に病

気の治療法に開発出来るが５３％、脳バン

クの意義・目的に賛成３２％、生前同意に

賛成３２％であった。預託反対の理由は、

家族の反対１７％が最多であった。 
考察：今回、関東、東海、関西のパーキン

ソン病患者および家族等を対象に、生前同

意による脳解剖と研究目的の預託すなわち

脳バンクに関する意識調査をアンケート形

式で行った。 
関東地区は、東京都を中心とする首都圏在

住者、東海地区は静岡県を中心として一部

岐阜県、三重県在住者、関西地区は京都府

を中心として大阪府、滋賀県、兵庫県在住

者が含まれていた。 
居住地区間で違いが見られたのは、脳の解

剖に関しては、関東が肯定者が多く、東海、

関西の順であったが、生前同意による脳バ

ンクに対しては、東海地区で肯定者の比率

が、他地区で 3 割台なのに、5 割台と高値

であった。この理由は不明であるが、合理

性を重んじる風土が東海地区にある可能性

を示唆する興味深い結果であった。 
患者と家族間の差違については、患者は治

療で自分が苦しんでいるため、新規の治療

薬開発に対する熱意が高いためと解釈され

る。 
しかし、3 地区間では大きな違いはないた

め、今後の全国展開に当たっては、患者・

家族サイドでは大きな問題はないため、剖

検施設を如何に確保して行くかが、むしろ

課題であろう。 
 
D、E 考察と結論 
 今回、関東、東海、関西の PD 患者およ

び家族等を対象に、生前同意による脳解剖

と研究目的の預託すなわち脳バンクに関す

る意識調査をアンケート形式で行った。 



関東地区は、東京都を中心とする首都圏在

住者、東海地区は静岡県を中心として一部

岐阜県、三重県在住者、関西地区は京都府

を中心として大阪府、滋賀県、兵庫県在住

者が含まれていた。居住地区間で違いが見

られたのは、脳の解剖に関しては、関東が

肯定者が多く、東海、関西の順であったが、

生前同意による脳バンクに対しては、東海

地区で肯定者の比率が、他地区で 3 割台な

のに、5 割台と高値であった。この理由は

不明であるが、合理性を重んじる風土が東

海地区にある可能性を示唆する興味深い結

果であった。 
患者と家族間の差違については、患者は治

療で自分が苦しんでいるため、新規の治療

薬開発に対する熱意が高いためと解釈され

る。しかし、3 地区間では大きな違いはな

いため、今後の全国展開に当たっては、患

者・家族サイドでは大きな問題はないため、

剖検施設を如何に確保して行くかが、むし

ろ課題であろう。 
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