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I. はじめに 

本研究は、神経変性疾患、筋疾患、および慢性精神疾患等の病態解明研究に使用するためのインフォ

ームド コンセントをえた剖検脳組織を中心とした研究資源（research resource）バンクを組織化し発展させ

るとともに、システムを整備する研究基盤整備事業である。 

平成 9 年から国立病院・療養所（当時）の神経・筋疾患と精神疾患の政策医療ネットワークに参加する病

院が、各施設に保存する剖検脳等の検体情報をデータベース登録する Research Resource Network  

(RRN)研究活動を開始した。平成 21 年度からは、神経疾患を対象とした生前同意登録制のブレインバンク

の推進を研究活動に加えた。剖検の実施・剖検脳の凍結保存・検体情報の登録と、生前同意登録の推進

の両者を協働させ、剖検検体の蓄積を推進することが研究の目標である。 

 

 

II. 3 年間の研究目標 

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として、以下の事業を行う。 

１．生前同意登録（ドナー登録）推進活動 

 パーキンソン病脳バンク ドナー登録をモデルに、対象疾患と解剖実施可能地域を広げる。対象疾患は、

パーキンソン病および関連神経変性疾患から、多発性硬化症、神経疾患全般に広げる。対象地域は、首

都圏に加えて、H22 年度は新潟大学脳研神経内科と神経病理の協力を得て新潟地域に、名古屋大学神

経内科と愛知医大加齢研病理の協力により愛知地域に広げる。 

 患者参加型医療の推進の立場から、神経疾患の患者団体と連携して活動し、長期的には患者団体等が

主導して運営するよう誘導する。 市民対象の啓発活動を行い、病理解剖の必要性に対する理解を深め

る。 

２．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(institutional brain repositories)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。 

３．既存の Research Resource Network，RRN の組織改編。 

RRN は H19 年度からは国立病院機構の 13 病院と国立国際医療研究センター国府台病院，国立精神・

神経医療研究センター病院の 15 病院で構成される。RRN では剖検検体は各病院で保存し、RRN 剖検脳

組織データベースに登録し、検体の研究利用を推進することである。RRN は現在でも日本で唯一の剖検

脳情報ネットワーク（脳バンク ネットワーク）として機能している。 

H21年まで精神・神経疾患研究委託費で運営してきた国立病院機構病院を中心とするRRNを組織改編

し， 新規の凍結剖検脳組織検体情報ネットワークに組入れる。 



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。剖検病理検体の

医学研究使用に関する指針の作成と政策提言を目指す。 

５．剖検検体の研究利用を推進するために、新規の凍結脳組織検体データベース登録（RRN-J）の登録開

始後にホームページでの情報発信と関連する学会等での連携活動を強化する。 

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。 

７．平成 24 年の後半に、凍結剖検脳組織検体情報データベース登録（全国ブレインバンク ネットワークに

相当する）を実施・運営するうえでの以下の 3 課題を実施する。 

（１）全国病理部門へのネットワーク データベース登録への可否やその条件に関する調査の実施 

ブレインバンク ネットワーク構築に際して持ち込み剖検を受けいれる協力病院の候補病院 41 施設 

を対象に調査する。 

（２）剖検検体の移管の法的な手続きを調査 

剖検検体の移管に関しては地方自治体ごとに書式が定められている。これを調査し取りまとめる。 

（３）全国共同研究使用拠点としてのブレインバンク運営手順書の策定 

これまでの調査結果、検討をふまえ、多施設共同研究利用の推進のために凍結剖検脳組織検体情

報ネットワーク（RRN-J）を活用したブレインバンクの運営に関する手順書を策定する。 

 

 

III. 倫理面の配慮 

剖検脳組織の保存とその研究利用に際して、死体解剖保存法など関連法、倫理原則、各種倫理指針

の遵守は必須である。法医学者と生命倫理研究者を分担研究者に加えて、検体保存システムの法医科学

的研究を行っている。RRN および神経疾患脳バンクの参加各病院では、倫理委員会の承認のもとに、イン

フォームド コンセントを作成し、個別の研究計画を実施している。また、検体を外部の研究機関に提供す

る際には、倫理委員会の承認を得ることを条件としている。神経疾患脳バンクのドナー登録に関しては、公

正な運用を図るために患者などの外部委員を含む運営委員会の監督のもとに運営する。 

 

 

IV. ３年間を通じての最終的な研究成果 

１．RRN 剖検検体登録のための組織機構の拡充と剖検検体の保存・登録 

年間 100 例の剖検脳組織を新規に収集・保存することを目標とし、NHO13 病院と国立国際医療研究セ

ンター国府台病院および国立精神・神経医療研究センター病院の 15 病院で剖検脳の凍結保存体制を構

築した。 (構成病院は表 1 に記載)。 

RRN 全体での新規登録数は平成 22 年は 78 例、23 年は 86 例、24 年は 66 例で、3 年間で 230 例（目

標達成率 76％）の登録にとどまった。登録総数は 1693 例となった（表 1）。H22 年度以降で登録数が多か

ったのは、精神・神経医療研究センター40例、刀根山病院 37例、さいがた病院 27例、東埼玉病院 24例、

下総精神医療センター23 例、東名古屋病院 18 例、国際医療研究センター国府台病院 14 例、兵庫中央

病院 10 例などである。 

疾患別の登録脳組織のうち 10 例以上の増加は、筋萎縮性側索硬化症 218 例（3 年間で 23 例増）、統

合失調症 96 例（18 例増）、Parkinson 病 92 例（13 例増）、進行性核上性麻痺 54 例（13 例増）、多系統萎

縮症 82 例（12 例増）、Duchenne 型筋ジストロフィー47 例（11 例増）であった（表 2）。Creutzfeldt-Jakob 病



およびプリオン病は 37 例（3 年間で 9 例増）であり、感染防御体制をとり病理解剖を実施している。 

平成２３-２４年度に実施された文科省研究班による国調査研究で精神疾患の剖検脳の保存数が少ない

ことが明らかになっている。RRN の登録検体では、統合失調症は 96 検体（年齢性別の内訳は表 3）、躁う

つ病圏が 8 検体保存されている。統合失調症においても高齢者では老年変化や脳血管障害が合併する。

統合失調症研究に利用可能な年齢を 59 歳までに限ると研究に使用可能な検体数は 14 例に限られる（表

3）。 

なお、同意撤回や診断変更などにより登録数が時に減少した。 

検体の研究使用のための提供に関しては、RRN の目的である複数施設が保存する剖検検体を集めて，

外部の研究機関が研究に使用する事例が増加している。多発性硬化症，筋萎縮性側索硬化症，アルツハ

イマー病、統合失調症などの研究が進行中である。 

 RRN登録検体を RRNメンバー外の施設に提供することによる成果は、英文原著 20編、国際学会発表

6 件、和文論文 5 編、国内学会発表 17 編である。RRN メンバーによる研究発表は、英文原著 7 編、国際

学会発表 5編、和文論文 5編、国内学会発表 30編である。これらの詳細は、資料 ＲＲＮ登録検体利用調

査表に記載した。 

 

 

 



 

表３．統合失調症の剖検脳登録検体数 

年齢 男 女 総数 

30-39 2 0 2 

40-49 4 1 5 

50-59 4 3 7 

60-69 15 10 25 

70-79 26 14 40 

80-89 7 7 14 

90-92 0 3 3 

合計 58 38 96 

 

２．生前同意登録制神経疾患脳バンクのドナー登録制度の拡充と発展 

 パーキンソン病脳バンクで発足したブレインバンクの生前同意登録は対象疾患を多発性硬化症から神経

疾患全般に拡大し、神経疾患ブレインバンクに名称を変更した。 

 また、ドナー登録受付の推進と剖検実施拠点を新潟地区（臨床拠点は新潟大学脳研神経内科部門、剖

検拠点は新潟大学脳研病理部門）、名古屋地区（臨床拠点は名古屋大学神経内科講座、剖検拠点は愛

知医科大学加齢研病理部門）および大阪地区（臨床・病理拠点は刀根山病院神経内科・病理）に拡大し

た。新潟地区と刀根山病院では、ドナー登録受付が開始され、新潟大学では６名の、刀根山病院では３名

の登録が得られた。名古屋地区ではブレインバンク活動が倫理審査で承認された。 

神経疾患ブレインバンクの同意登録者のうち精神・神経センターでの登録数は 113 名となった（H24 年 9

月）。疾病別の内訳（表 4、図 1）、居住地（表 5）、および登録者の増加状況（図 2）を示す。 

また、平成２１年３月の同意登録者から第 1 号の剖検以降、計 9 名の剖検があり（表 6）、NCNP 病院、順

天堂大学、都健康長寿医療センターの神経疾患ブレインバンク検体レポジトリー（超低温槽）に凍結脳が

保存された。 

日本神経病理学会および神経内科や精神科の専門学会での普及活動の結果、首都圏以外のパーキ

ンソン病研究者から、地元でのパーキンソン病脳バンク ドナー登録の新規の活動の提案があった。該当

地域における剖検実施病院の体制整備が進まないため、全国展開に至っていない。 

 

表 4．パーキンソン病脳バンク生前ドナー登録者 疾患別内訳 

疾患分類 数 

パーキンソン病 42 

進行性核上性麻痺 4 

皮質基底核変性症 0 

パーキンソン症候群 4 

多系統萎縮症 2 

ジストニア 2 

脊髄小脳変性症 3 

多発性硬化症 14 

筋疾患 1 

てんかん 2 

精神疾患 10 

ボランティア 25 

その他、それ以外の病気 8 

計 114 



 

図１．パーキンソン病脳バンク生前ドナー登録者 疾患別内訳 

 

 

 

表 5．パーキンソン病脳バンク生前ドナー登録者 居住地域 

都道府県 数 

東京都 52 

埼玉県 19 

神奈川県 15 

京都府 5 

千葉県 4 

静岡県 3 

大阪府 3 

兵庫県 2 

北海道、青森県、茨城県、新潟県、山梨県、石川県、

愛知県、滋賀県、岡山県、山口県 
各 1 名 

計 50 

 

 

 



図 2. 神経疾患ブレインバンク生前ドナー登録の推移 

 

 

 

表 6 神経疾患ブレインバンク剖検実施状況 

症例 

番号 

年齢 

性 

臨床診断 病理診断 臨床担当医 死亡施設 病理解剖施

設 

1 80 歳 

男性 

パーキンソニズム 

軽度認知障害 

嗜銀顆粒性認知

症 

NCNP 病院 NCNP 病院 NCNP 病院 

2 74 歳 

女性 

レビー小体型認知

症 

皮質基底核変性

症 

他院 他院（療養施設） NCNP 病院 

3 79 歳 

男性 

進行性核上性麻痺 進行性核上性麻

痺 

他院 他院（療養施設） NCNP 病院 

4 89 歳 

男性 

パーキンソン病 パーキンソン病 NCNP 病院 他院（救急病院） NCNP 病院 

5 68 歳 

男性 

多系統萎縮症 多系統萎縮症 NCNP 病院 自宅 NCNP 病院 

6 58 歳 

男性 

パーキンソン病 パーキンソン病 NCNP 病院 他院（他県） NCNP 病院 

7 83 歳 

男性 

進行性核上性麻痺 進行性核上性麻

痺 

他院 他院 NCNP 病院 

8 71 歳 

男性 

パーキンソン病 

（経過 49 年） 

検索中 順天堂大 他院（療養施設） 順天堂大 

9 93 歳 

女性 

パーキンソン病 検索中 都健康長寿

医療ｾﾝﾀｰ 

都健康長寿医療

ｾﾝﾀｰ 

都健康長寿

医療ｾﾝﾀｰ 

 

 



 

３．脳バンクの運営システムの整備とモデルとしての情報発信 

平成 9 年の研究開始以来、RRN は日本で唯一の剖検脳情報ネットワークとして機能している。研究使用

の同意書の標準化、組織保存プロトコールの作成などのシステム整備を重ね RRN参加各病院が共通の水

準で脳検体を保存してきた。 

脳バンクの拠点病院の現状と条件等を明らかにする目的で、国内の主要神経病理研究施設を対象に

剖検脳の凍結保存技術、人員、設備などを調査した。65 施設にアンケートを発送し 38 施設から回答を得

た。凍結保存技術は迅速凍結から脳スライスを超低温槽で凍結するなど多様であること、病理解剖医の不

足、臨床検査技師の不足、超低温槽の不足、経費の不足などが明らかになった。 

 これらの情報は、RRN 班のホームページ（http://www.brain-bank.org/）に“ブレインバンク関連研究”とし

て公開している。 

 外部委員を含む運営委員会を年 1 回開催し、公正で透明性の高い運営を図っている。 

 RRN 研究班のホームページからの保存検体情報の部分公開、情報発信、および日本神経病理学会、日

本神経学会、日本精神神経学会などで、演題発表・シンポジウム発表・ブースでの展示などを行った。

RRN と神経疾患脳バンクはモデル事業としての役割が今後とも必要である。 

  剖検病理検体の医学研究使用に関する指針（案）を作成した。 

 

４．日本全国規模の新規脳レポジトリーネットワーク登録システムの企画 

 全国の主要な脳バンクの運営責任者と、脳レポジトリーネットワーク登録システムに関して情報交換して

いるが、発足には至っていない。 

 

５．分担研究者は、自施設の剖検検体を使用して、神経疾患の病態解明研究を実施した。主要な課題は

パーキンソン病、MSA、ALS、筋強直性ジストロフィー、多発性硬化症、Hallervorden-Spatz症候群などであ

る。双極性障害の 9 剖検例を検索し背景病理としてタウオパチー（8 例）と Lewy 小体型認知症（1 例）があ

るという報告がなされた。 

 

 

V. 今後の研究の進め方について 

 脳バンクの整備の必要性が神経疾患と精神疾患に関連する諸学会で討議されているが、早期の実現は

困難である。RRN は日本で唯一の剖検脳のネットワーク データベースであり，神経疾患と精神疾患を統

合して保存している。モデルとしてこの分野の発展に大きく寄与しており，今後の継続が必要である。 

 今後は、国立病院機構病院の枠を超えて、国内の神経病理施設からの登録が可能な構造に変革する必

要がある。また、精神疾患の脳を収集する仕組みを構築する必要がある。 

 日本神経病理学会や精神神経疾患に関する臨床系の学会レベルで、脳バンクの必要性や、神経病理標

本の作製を依頼できる施設と神経病理診断を依頼できる施設の情報、希少疾患の病理標本の所在情報

などを明示する希望が強い。また、大災害や広域停電に備えて凍結脳標本の分散管理の必要性が広く求

められている。これらの基盤整備の要望に応えていきたいと考えている。 

脳バンクの運営に関連した法的・倫理的な問題を解決する必要がある。日本で病理担当者等が脳バン

ク検体を安心して収集し、基礎医学研究者等が安心して使用できるようにするためには、脳バンクの運営



の法学および生命倫理学を含む包括的な倫理指針が策定されることが望まれる。 

 また、ホームページの活用により、RRN 分担研究者以外の神経疾患研究者への情報発信を進める。 

 

 

VI. 研究成果の発表（原著論文、学会発表他） 

RRN 登録検体を RRN メンバー外の施設に提供することによる成果は、英文原著 20編、国際学会発表 6

件、和文論文 5 編、国内学会発表 17 編である。RRN メンバーによる研究発表は、英文原著 7 編、国際学

会発表 5 編、和文論文 5 編、国内学会発表 30 編である。 

 NCNP が取り組んでいる脳バンク推進活動の主要な発表は以下のとおりである。 

 有馬邦正 公的ブレイン・リソースの構築-リサーチリソースネットワークと生前同意に基づくパーキンソン

病ブレインバンク。 Brain and Nerve 2010; 62: 1025-1034. 

 有馬邦正 リサーチリソースネットワーク-国立病院の施設で保存する凍結脳のネットワーク登録。In 脳バ

ンク-精神疾患の謎を解くために。加藤忠史＆ブレインバンク委員会編、光文社新書、ｐ132-ｐ141. 東京、

2011 年。 




