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死後脳の多施設共同研究に使用可能なリサーチリソースネットワークの構築に関する研究 

 

 
H24年度 一般市民、患者および家族、医学生のブレインバンクに対する意識
差 
 

分担研究者 佐藤 啓造 

昭和大学医学部 

共同研究者 中内 暁博、藤城 雅也 

昭和大学医学部 

 

緒言 

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

相互利用する有馬らのリサーチリソースネ

ットワークを用いたブレインバンクには

種々の倫理的な問題が発生する可能性があ

る。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、

改善すべき点は修正され、バンク開設時点で

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10年以上が

経過し、社会の倫理観も変化している可能性

があるので、ブレインバンクと病理解剖につ

いて一般市民、患者および家族、医学生を対

象としてアンケートによる意識調査を実施

し、その内容を分析することにより現時点で

のブレインバンクの倫理性について改めて

検討してみた。 

 

方法 

昭和大学公開講座受講者を一般市民、パー

キンソン病とブレインバンクについての市

民講座参加者を患者および家族、昭和大学医

学部4年生法医学実習参加者を医学生として

「病理解剖とブレインバンクに対する意識

調査」というテーマでアンケート調査を実施

した。なお、アンケートは昭和大学医学部医

の倫理委員会の承認のもと、無記名方式で参

加者に不利益のないよう配慮して行った。昭

和大学公開講座受講者128名のうち88名（回

収率：68.8％）、市民講座参加者116名のうち

102名（回収率：87.9％）、医学生4年生112

名のうち101名（回収率：90.2％）からアン

ケートを回収した。 

 

結果 

昭和大学公開講座受講者と医学生のそれ

ぞれ 69％と89％が自分も家族も病気でない

と答えたのに対し、パーキンソン病とブレイ

ンバンクについての市民講座参加者は自分

がパ 

ーキンソンと答えた人49％、家族がパーキン

ソンと答えた人15％であった。従って、昭和

大学公開講座受講者を一般市民、市民講座参

加者を患者および家族と表現することにし

た。家族の死亡時、病理解剖を承諾すると答

えたのは一般市民25%、医学生30％であった

のに対し、患者および家族58％であった。家

族の死亡時、病理解剖を承諾する理由として

最も多かったのは一般市民と患者および家

族で治療法の進歩に貢献が77％と85％を占

めたのに対 

し、医学生では死因を知りたいが50％を占め

た。自分の死亡時、病理解剖を承諾すると答

えたのは一般市民73％、医学生79％、患者お

よび家族92%であった。病理解剖承諾者のう

ち臓器・組織を研究に用いることへの了承率

は一般市民88％、医学生93％、患者および家

族99％であった。自分の死亡時、病理解剖を

承諾する理由として最も多かったのは3群と

も治療法の進歩に貢献で、一般市民の72％、

医学生の58％、患者および家族の85％を占め



た。ブレインバンクへの生前登録を承諾する

と答えたのは病理解剖承諾者のうち一般市

民で64％、医学生で76％、患者および家族で

99％を占めた。自分の死亡時、病理解剖を断

ると答えたのは一般市民で27％、医学生で

21％、患者および家族で8％であった。病理

解剖を断る理由として3群とも遺体を傷付け

られたくないが多数を占めたほか、自分の個

人情報を知られたくないも、3群とも相当数

を占めた。 

考察 

自分の死亡時、病理解剖を承諾すると答え

たのは患者および家族で92％と最も多かっ

たが、医学生でも79％、一般市民でも73％を

占め、予想以上に病理解剖に対し、肯定的な

意見の人が多いことが分かった。病理解剖を

承諾する理由としては治療法の進歩に貢献

したいが3群とも最も多かった。病理解剖承

諾者のうち臓器・組織を研究に用いることへ

の了承率が3群とも88％以上を示した。病理

解剖承諾者のうちブレインバンクへの生前

登録に承諾すると答えたのは患者および家

族で99％と最も多かったが、医学生でも76％、

一般市民でも64％を占め、やはり予想以上に

ブレインバンクに対し、肯定的な意見の人が

多いことが明らかとなった。一方、自分の死

亡時、病理解剖を断ると答えたのが一般市民

で27％、医学生で21％、患者および家族でも

8％あった。病理解剖を断る理由として3群と

も遺体を傷付けられたくないが多数を占め

たほか、自分の個人情報を知られたくないも、

それぞれ相当数を占めた。刑法134条で医師

には守秘義務が課せられていることと合わ

せ、個人情報の漏洩には十分、注意する必要

があると再認識させられた。今回、医系総合

大学（医学部、歯学部、薬学部、保健医療学

部から成る）が主催する公開講座の受講者を

一般市民としたため、病理解剖やブレインバ

ンクに肯定的な意見が多数を占めた可能性

も否定できない。今後、より一般的な市民を

対象として同様の調査を実施してブレイン

バンクの倫理性について目を光らせていき

たい。 

 

結論 

有馬らのリサーチリソースネットワーク

を用いたブレインバンクは発足後、10年以上

を経過した現在の一般市民を対象とした「病

理解剖とブレインバンクに対する意識調査」

においても肯定的な意見が多数を占め、現在

のところ倫理に適っていると判断される。 
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H23年度 生命倫理学の観点からの 

リサーチリソース・マネジメントに関する研究 
 
分担研究者 河原直人 

早稲田大学先端科学・健康医療融合研究機構・研究院 

 

緒言 

当ブレインバンクが，公的なリサーチリソ

ースへと発展していく過程を展望すれば，ド

ナー本人の自己決定を尊重し，その自律性を

死後も担保しうる制度構築を期すことが必要

となる。したがって，従前の遺族意思に主眼

を置く死体解剖及び保存に係る法制度，及び，

その運用上の限界・問題点について関連情報

の再検討を行い，それらを補完しうる倫理的

枠組みを考えていくことが本研究の一貫した

目的である。その上で，今後いっそう実効性

ある制度運営に資する政策提言を導き出し，

これらの成果を当ブレインバンクのマネジメ

ントに反映させることで，新たな医学研究体

制の健全なる創出を期したい。 

 

対象と方法 

現在まで，従前の遺族意思に主眼を置く死

体解剖及び保存に係る法制度についての諸議

論から，本人の意思，遺族の意思，医学研究

上の必要性，それぞれの問題解決のあり方に

ついて，主に国内外の関連法制度，各種文献

等を通して考察してきた。特に，死体の保存・

管理・利用に際して，本人の意思の担保のあ

り方は勿論のこと，研究開始後，遺族の意思

に如何に対応していけるかについて，主に先

行研究による資料・文献，関連法規・指針等

からの考察を行った。 

本研究では，１）病理解剖における「本人

の意思」と承諾をめぐる問題（併せて，系統

解剖のプロセスについても参照。但し，医学

教育上の献体のプロセスとは区別して捉え

る），２）死体の「保存」をめぐる本人意思と

承諾の問題，３）死体の保存・管理・利用を

めぐる権利の帰属の諸問題に着眼して考察を

行った。また，国内外の主に移植医療領域で

既に運用されている多様な同意のあり方（イ

ンフォームド・コンセント，推定同意，事前

許諾要請法等）や終末期医療におけるリビン

グウィルとの関連性についても検討を行った。 

その上で，病理解剖の倫理的課題に関する

提言（（社団法人日本病理学会理事会・倫理委

員会，平成 13年 11月）をふまえた遺族の承

諾のあり方について検証し，ブレインバンク

の更なる展開に向けた課題の提示と，そのた

めの倫理的対応をめぐる論点抽出を試みた。 

 

結果と考察 

現行の死体解剖保存法における病理解剖の

あり方に着眼すれば，遺族の意思が本人の意

思に優先される解釈も成り立ちうる。また，

同法で規定される死体の保存のあり方（第 17

条，第 18条，第 19条）をめぐっては，これ

らを本人意思尊重の観点に立脚しつつも，そ

の遺族の意向に係る配慮ついても確実に補完

しうる倫理的対応が，当ブレインバンクの趣

旨に照らしても重要となると考えられる。 

生命倫理学において，当事者の自律性に基

づく自己決定は当然重視されるべきものであ

るが，将来にわたって，医学研究を倫理的に

齟齬なく遂行せしめるためには，ドナー本人

の自己決定を持続的に支えうる周囲の関係性

にも留意していくことが重要となることが示

唆される。特に，死体の保存・管理，及び，

その所有権の帰属のあり方をめぐっては，死

後の死体（全部又はその一部）の取扱いにつ

いて，研究者とドナー遺族との合意事項につ

いて疑義が生じないよう，あらかじめ研究者

側の責務，説明責任を果たしうる対応のあり

方を考えておくことも重要となることが推察



される。 

これには，都度，ハードな規範たる法の裁

定を待つというよりは，むしろ，あらかじめ

ソフトな規範である倫理的枠組みと対応を前

向きに検討し，関係者間のコンセンサス形成

のプロセスに重点を置く方策を充実させてい

くことが肝要となろう。したがって，ドナー

本人の意思の尊重はもとより，今後，その遺

族との継続的な信頼関係をいかに構築してい

くかを考えることも，当ブレインバンクにお

ける倫理的配慮の要諦となると考えられる。 

なお，今後いっそうの普及をはかっていく

には，臓器移植のドナーカードの制度・施策

や，終末期医療におけるリビングウィルの試

みなど，医療の多方面にわたる様々な本人・

家族等との意思確認の手法に係る動向につい

ても引き続き注視し，それらとの関係性も視

野に入れた普及・拡充の方策を検討していく

ことが重要となろう。 

 

結論 

本研究では，前年度に続いて，従前の遺族

意思に主眼を置く死体解剖及び保存に係る法

制度，及び，その運用上の限界・問題点につ

いて，関連情報の再検討を行うと共に論点抽

出に力点を置いた。但し，現行の法制度の限

界性・問題点があるならば，それらをよく補

完し，さらに関連諸制度とも調和しうるよう

な倫理的枠組みを創出することこそが，社会

の負託に応えるうえで，最も重要な課題であ

ると考えられる。 

献脳ドナー・家族，研究者，研究管理・責

任者等，様々な立場からの意見を活かしつつ，

当制度を実効性のあるかたちで地域に根付か

せていく方策も考えていかねばならない。今

後は必要に応じて学会や現場からの意見・要

望等の収集にも努め，主要な研究施設の状況

について調査・分析を行うことも検討してい

る。 
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H22 年度 脳バンクデータベース再構築に伴うデータの管理に関する考察 
 

分担研究者 塚本 忠 

国立精神・神経医療研究センター病院 

 

目的 

これまで構築されてきた脳バンクに関する

生前同意献脳データベースを、NTTの専用線

からインターネットでアクセスできる体制

に変更するにあたって、データベースの移

動・再構築が必要になった。重要なデータの

品質を劣化させることなく新たなデータベ

ースに移動・移行する問題について文献など

をもとに考察する。 

 

方法 

これまで運用されてきた IBM Notes/Domino

データベースのデータを SQL-DB に移行する。

新しい SQL-DB をまず構築する。データの移

行に当たってはテーブル定義を行い、データ

のコピーを行う。この時、これまでの DB の

データ型と新規の DB のデータ型の対応を考

える。またオブジェクトの対応がとれるかを

考慮する。 

 

結果 

Notes/Domino システムのうち、一般の DBMS

にあたるのが Domino であるが、データ

(Notes/Dominoでは「文書」と定義する）の

型（種類）がなく、不定形である。新旧のデ

ータベース間でのディレクトリの統合を行

い、ユーザー名などの情報の同期も必要であ

った。最初に行ったデータベース構築する際

の記録をもとに、対応するデータ型を考え、

実装方法を考える必要があった。こうして変

換・加工したデータを他の形式(CVS など）

に一度変換し、SQLDBMSによる新規データベ

ースにロードした。結果の照合を行い、冗長

なデータがないかを確認して作業を終えた。 

 

考察 

データ移行(data migration)は商業用デー

タベースにおいては一般に専用プログラム

(例えば Microsoft Exchange Server をター

ゲット(メールやユーザーのデータ）とする

ものとして Exchange Connector forL Lotus 

Notes がある。また、Domino applicationの

分 析 処 理 に は Microsoft Application 

Analyzer 2006 for Lotus Dominoがある。）

により自動的に行われる。今回のデータべー

スの変更に当たっては、移行だけではなくデ

ータの型変換が必要となった。 

 Lotus Notes/Domino はグループウェアの

代名詞として、グループウェアでは大きなシ

ェアを占めてきた。Domino は構造化データ/

非構造化データのデータベースを有し、ユー

ザーやアプリケーションとの接続のための

メッセージングハブ、など様々な役割をもっ

た複雑なシステム（データベース/ワークフ

ローサーバー）である。一方、Notes は Domino

に対するクライアントであり、各種アクセス

に使用される。この Notes/Domino システム

は複雑かつ独特であり、他のプラットフォー

ムへの移行は困難である。Notes/Domino の

問題点は、将来性への不安、独自アーキテク

チャによる他システムとの親和性の低さ、デ

ータベースの乱立によるシステム管理コス

トの増大（組織横断的活用の困難）、モバイ

ル対応環境構築のしにくさなどがあった。 

 なお、Notes/Dominoは R8版となり eclipse

ベースに移行し、Web系製品との連携が強化

された。その柔軟なデータ構造などは写真な

どの画像のデータ化などに秀でており、

Lotus Live なるクラウドサービスをも統合

している。 
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