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１． 研究目的 

日本には、神経・精神疾患の病態解明研究のた

めのインフォームド コンセントを得た患者死後脳

を系統的に保存し研究者に提供するブレインバ

ンク機構が少ない。この状況を打開するために、

新鮮凍結剖検脳を国内神経病理専門施設に蓄

積し(institutional brain repositories) 、ネットワー

ク上にデータベース登録し、多施設共同研究利

用を推進するための基盤整備を行う。 

（１）既存の Research Resource Network，RRN の

機能強化 

RRN は 1997 年に開始され、神経・筋疾患と精神

疾患を診療する国立病院機構（NHO）13 病院と

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)および

国立国際医療研究センター国府台病院が、各施

設に保存する剖検脳等の検体情報を RRN にデ

ータベース登録し、多施設共同研究に提供してき

たが、これを機能強化する。 

（２）神経疾患脳バンク（NBB）生前同意登録（ドナ

ー登録）の推進活動と凍結脳の保存。 

（３）新規の凍結剖検脳組織検体情報データベー

ス登録(RRN-J)の企画と運営 

全国の大学脳研病理や精神・神経疾患専門病院

の施設蓄積のうち，ネットワーク登録と多施設共

同研究使用の同意が得られた検体を、新規に構

築する凍結剖検脳組織検体情報ネットワーク

（RRN-J）に登録する。将来は、全国共同研究使

用拠点となることを目指す。 

(４) 剖検病理検体の蓄積と医学研究使用に関す

る法医学的・生命倫理学的研究を行う。 

(５) 剖検検体の研究利用を推進するために情報

発信と学会等での連携活動を行う。 

(６) 公正で透明な運営を図るために、外部委員を

含む運営委員会を組織する。 
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３． 研究成果 
(1) RRNのH23年度の検体登録数は、86例であり、
検体登録総数は 1627 例となった。RRN の疾患別
検体登録数を表 1 に示す。RRN 検体の外部研究
機関への提供は 31 課題で、英文原著 12 編と症
例報告 2 編が発表された（表 2）。 

(2) 神経疾患脳バンク（NBB）は拠点を首都圏

（NCNP病院、順天堂大学順天堂医院、東京都健

康長寿医療センター）から、新潟大学脳研神経内

科・神経病理、名古屋大学神経内科・愛知医大

加齢研病理に拡大した。また、NHO 刀根山病院

でも準備中である。 

(3) 神経疾患脳バンクの生前同意登録者累積数

は 94名であり、H23年度に 5名の剖検があり累積

剖検数は 7 名となった。 

(4) 普及啓発活動は、RRN は英語版および日本
語版ホームページ
(http://www.resrchresnetw.jp/summary.html)で、
NBB 生前同意登録は日本語版ホームページ
(http://www.brain-bank.org/) で活動を公開し、
神経病理学会と神経学会などで発表し啓発活動
を続けている。 

(5) 分担研究者により剖検病理検体の研究使用

http://www.resrchresnetw.jp/summary.html�
http://www.brain-bank.org/�


に関連した法医科学的および生命倫理的研究を

行った。 

(6) 研究班全体のなかで、NCNP 病院の神経病

理診断センター機能を整備した。 

(7) RRN 参加病院である西多賀病院は H23 年 3

月の東日本大震災時に約 50 時間にわたって超

低温槽の電源が遮断された。外気温が低かった

ため凍結保存脳の融解は免れたと推測している。

超低温槽の危機管理を今後検討する。 

 
 

表 1. RRN 剖検診断名別登録件数 （H23 年 11

月 15 日現在） 
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  病 名 件数 
1 amyotrophic lateral sclerosis 211 

2 schizophrenia 94 

3 Alzheimer's disease 92 

4 Parkinson’s disease 90 

5 multiple system atrophy 78 

6 myotonic dystrophy 60 

7 progressive supranuclear palsy 50 

8 Duchenne muscular dystrophy 47 

9 Creutzfeldt-Jakob disease 34 

10 dementia with Lewy bodies 32 

11 spinocerebellar degeneration 25 

12 DRPLA 21 

13 Machado-Joseph disease 20 

14 cerebral thrombosis 18 

15 intracerebral hemorrhage 16 

15 Huntington disease 16 

17 vascular dementia 13 

17 MELAS 13 

17 multiple sclerosis 13 

20 multiple cerebral infarction 11 

20 Pick’s disease 11 

22 
Fukuyama-type cong muscular 
dystrophy 

10 


