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原因が解明され予防と治療法が 確 立される可能
性があります。
「後の世代の同じ病気で苦しむ人
たちに希望という贈り物をする」という意味がこ
められています。NCNP ブレインバンクは日本で
この 運 動 を 広 げるた め に Gift of Hope を 口
ゴマークに採用しました。
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3．知的財産権の帰属
4．関連法律・指針
5．費用について
6

02 Gift of Hope

献脳生前登録をお考えの方ヘ ………………………………………… 20

問い合わせ先 …………………………………………………………… 23

Gift of Hope 03

1

NCNPブレインバンクに
ついて

１．ブレインバンクの目的

や教育のために用いることを前提に、
系統的に保存するシステムで、人の脳
の病気を研究するためには欠かすこと
のできない機構です（図１）。ブレイン
バンクでは死体解剖保存法に従い、ご

▶ インフォームドコンセント
による献脳生前登録
▶ 病理解剖実施病院の手配
▶ 遺族同意の取得
▶ 病理解剖

国立精神・神経医療研究センター (National Center of Neurology

遺族の同意を得て、亡くなられた患者

▶ 病理学的診断

and Psychiatry: NCNP) は、精神疾患、神経疾患、筋疾患、発達障害

様の病理解剖を行い、脳組織などを摘

▶ 検体の摘出と系統的な保管

に関する研究と医療を通して、これらの疾患・障害の克服をめざしてい

出して保存します（図２）。その際、ご

▶ 医科学研究への検体提供

ます。これらの疾患は、脳や脊髄などに存在する神経細胞の働きに異

遺族から、
『病理診断により患者様の

常をきたすために起こる難治性の病気です。筋疾患の場合も神経系の

病気を最終的に診断する』ことへの同

細胞の異常により引き起こされることがあります。医学の進歩により現

意をいただくと同時に、
『診断後に残さ

在では、これらの疾患で生じる症状を改善あるいは抑制する各種の薬

れた死後脳などの病理検体＊を、臨床

が開発されています。しかしながら、疾患の原因は不明な場合が多く、

情報とともに長期に保存し、医学研究

未だに根本的な治療法は確立されていません。

や教育に用いることを承諾する』とい

脳の病気の原因を解明し治療法を開発するためには、病気で障害さ

う同意をいただきます。摘出された脳

れた脳や脊髄などの組織を実際に調べ、病気に罹っていない組織との

組織等の検体は病理学的解析に用い

違いを調べることが不可欠です。病気の方の死後脳による研究で、脳

られ、病理診断が確定されます。残り

の中で起こっている異常を発見し、病気の原因や成り立ちとの関係を明

の検体は後述する幾つかの方法で系

らかにすることが、治療薬を作るための重要な手掛かりになります。た

統的に保存されます。そして、研究者

とえば、パーキンソン病では L-DOPA という極めて効果的な薬剤が

から脳を医科学研究に用いたいという

ありますが、これはパーキンソン病患者で、脳の黒質のドパミンという

希望があった場合は、その研究計画を

神経伝達物質が、健常な人に比べて少ないという発見に基づいて開発

公正に審査した上で、脳を提供します。

されました。最近は、動物で病気のモデルを作成して治療法を開発する

このようにブレインバンクでは、脳

研究が盛んですが、人と動物では脳の仕組みが必ずしも同一ではありま

の寄託を希望される患者様・ご遺族と

せんので、動物モデルを使ってわかったことは必ず人で検証する必要が

疾患研究者との間で、公正な立場から

あります。ましてや、精神疾患や認知症は動物モデルで完全に再現する

その仲立ちをすることにより、死後脳

ことはできません。また、MRI や PETなどの最新技術を使った画像検査

を用いた医科学研究を推進して未来の

は病態解明に大きく貢献していますが、間接的な検査手法ですので、脳

医学の発展に貢献します。

や脊髄の組織を実際に調べることに取って代わることではできません。
ブレインバンク（Brain Bank：脳バンク）は、通常の病理解剖を行なっ
た時に取り出された脳組織などを、疾患克服を目的とする医科学研究
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図 1. ブレインバンクの活動

献脳生前登録

登録者の死亡

病理解剖

検体保管

医科学研究・教育に提供

病態解明・治療法開発

医学の発展

図２. ブレインバンクにおける
生前登録から
リソース提供までの流れ

＊病理解剖により摘出された脳・脊髄、その
他の臓器などを総称して、病理検体または
検体と呼びます。
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2．NCNPブレインバンクの沿革

献脳生前登録は、
「自分の死後は脳をブレインバンクに寄託するので、
医学研究に使ってほしい」という意思表示であり、その篤志を登録して

国立精神・神経医療研究センター（NCNP）では、2006 年にパーキ

いただくシステムです（図 3）。患者様ご自身の意思を尊重し、篤志を社

ンソン病を中心とする一部の神経疾患の治療を目指して パーキンソン

会に還元することを目的としています。献脳生前登録の趣旨は、自分の

病および関連神経変性疾患ブレインバンク を設立しました。その後、

将来について自分で考えることができる間に意思表示をしていただくこ

2010 年からは対象を拡大してリニューアルを行い、 神経疾患ブレイン

とです。ご本人の意思表示ですので、ご家族の承認は必須ではありま

バンク として発展させてきました。2017年には、神経病理学的にま

せん。しかし、一方で、献脳生前登録には、提供義務や法的拘束力はあ

だ未知の部分が多い精神疾患の研究を推進するために、精神疾患を対

りません。生前登録をされた方が亡くなられた場合でも、病理解剖と検

象疾患に加え、名称を国立精神・神経医療研究センター（NCNP）ブレ

体の保存が行われるためには、死体解剖保存法に従い、ご遺族の同意

インバンクに改めて活動を行っています。

が必要になります。そのため、生前登録時あるいはその後に、ご自身の

NCNP ブレインバンクでは、患者様の生前の意思を尊重するために、
ブレインバンク設立初期から献脳生前登録システムを取り入れてきまし

希望についてご家族と十分話し合い、理解と協力を得ることをお勧めし
ています。

た。これは、生きている間に「献脳する」という意思表示をすることに
より、ご本人の意思を尊重して実現させようとするシステムです。

3．献脳生前登録とは？
欧米では「自分の死後、脳をブレインバンクに提供するので医科学研
究に使ってほしい」という自らの意思表示による生前からの献脳登録が
広く実施されています。一方、日本のブレインバンクでは、ご遺族の同
意に基づいて死後脳の蒐集・研究使用が行われており、これまで患者
ご本人の希望を叶える機会がシステムとして存在していませんでした。
しかし、日本においても死後の将来について自分で考えたいという傾向
が広まってきています。ご本人が「将来の医学のために役立ちたい」と
いう篤志をお持ちの場合、そのご意思を尊重して実現するシステムが求
められています。NCNP ブレインバンクでは、
『患者様とご遺族の双方
に、死後脳を用いた研究の重要性とブレインバンクの活動について十分
にご理解いただき賛同を得たうえで、患者様の死後に脳をブレインバン
クに提供していただくことが、精神・神経疾患の研究を進めるために
重要である』と考え、献脳生前登録システムの整備・普及に力を入れて

相談・意思表示
ご家族

献脳生前登録者

理解・協力
遺族同意

死亡
ブレインバンク
インフォームド
コンセント

未来の医学の発展
図３. 献脳生前登録の仕組み

献脳生前登録と献体
献脳生前登録は医学生教育の課程で行われる系統解剖のための 献体
とは異なります。献体ではご遺体を長期間お預かりしますが、献脳生前登
録では病理解剖終了後にお帰りいただきますので、そのまま葬儀を執り行
うことができます。また、献脳生前登録は、臓器移植のための生前登録と
も異なりますので、お間違えのないようご注意ください。なお、献脳生前登
録は献体と兼ねることはできませんが、臓器移植登録と兼ねることは可能
な場合があります。詳細はお問い合わせください。

おります。

06 Gift of Hope

Gift of Hope 07

4．NCNPブレインバンクの取り組み
NCNP ブレインバンクでは、献脳生前登録の取り組みをさらに拡大・
発展させるために、現在、国内の主要なブレインバンクと連携・共同し
て 日本ブレインバンクネット（JBBN） を構築・運用しています（国

2

生前登録からブレイン
バンク献脳に至るまで

１．献脳生前登録の対象

立研究開発法 人 日本医療研究開発機構（AMED）から研究費 支援

NCNP ブレインバンクでは、精神疾患、神経疾患、筋疾患、発達障害

を受けています）。日本ブレインバンクネット（JBBN）では、ブレイ

に罹患しておられる方や、特に現在神経系の病気に罹患されていない

ンバンク活動と脳リソース研究の振興のために、オールジャパン体

方々にも、幅広く生前登録をお願いしています。これは、研究のために

制 の 確 立と精 神 科ブレインバ ンクの 構 築と普 及を目指しており、

は疾患とそうではない脳の比較が不可欠だからです。献脳生前登録の

NCNP ブレインバンクはその中心機関として活動しています。日本ブ

対象者は 20 歳以上で、ご自身で判断する能力のある方 とさせてい

レインバンクネット（JBBN）について詳しくは JBBN ホームページ

ただいております。生前登録の前提はご本人の意思表示ですので、登録

（https://jbbn2.jp/index.html）をご覧ください。

者ご自身に判断能力が保たれていることが登録の要件となります。認知

NCNP ブレインバンクで行われている活動内容は、献脳生前登録か

症などの病気により判断能力が不十分と判断された場合は、登録がで

ら病理解剖の実施、検体の保存、医科学研究への提供、教育への活用

きない場合があります。認知症の場合でも程度は様々ですので、判断が

至るまですべての段階で、国立精神・神経医療研究センター倫理委員

難しい場合には NCNP ブレインバンク事務局 ( 以下、事務局と略 )にご

会の審査承認を得ており、倫理委員会の監督の下に運営を行っていま

相談下さい。また、精神疾患の患者様の場合は、当ブレインバンクでは、

す。また運営に当たっては、医学研究に関する各種の国の法律、国によ

精神疾患をスタートしたばかりのため、現在、登録を NCNP センター病

る指針を厳守しています（22ページをご参照下さい。）。

院において診察履歴がある方に限らせていただいております。それは、
病状によって登録の時期を個々に相談させていただく可能性があるか
らです。それ以外の方は、当ブレインバンクと共同して日本ブレインバ

日本ブレインバンクネット
ホームページ

ンクネット (JBBN) を構築しており、精神疾患の生前登録の歴史が長
い福島県立医科大学ブレインバンク（http://www.fmu-bb.jp）を紹介
させていただいております。NCNP ブレインバンクでも今後徐々に対象
範囲を広げていく予定ですので、どうぞご了承下さい。
献脳生前登録は日本国内の各地から可能な限り受け付けています。
登録者が NCNP から遠く離れた場所にお住まいの場合は、病理解剖
を行なう場合に備えて、事前に近隣の病院を紹介しております。2018
年現在、NCNP ブレインバンクと研究協力関係を結んでいる主な病理
解剖協力病院は、東京都内 3 ヶ所を含む次ページの 9 ヶ所となってお
り、協力して運用が行われています。
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▶ 国立精神・神経医療研究センター病院

▶ 国立病院機構刀根山病院

▶ 順天堂大学病院

▶ 福島県立医科大学

▶ 東京都健康長寿医療センター

▶ 名古屋大学精神科

▶ 新潟大学脳研究所

▶ 岡山大学精神科

▶ 愛知医科大学加齢医科学研究所

説明のため事務局から電話やメールなどでご連絡をすることがあります。
登録していただける方はご家族と十分にご相談のうえ、 献脳生前登録同意
書 に必要事項を記入してご署名いただき、事務局宛てに郵送して下さい。
事務局では、献脳生前登録者の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、
疾患名、同意登録の日時、同意の内容、家族の名前と同意の状況など
の情報を、コンピュータ上の 献脳生前登録者デ一タベース"に登録す

NCNPブレインバンクと研究協力関係を結んでいる主な病理解剖協力病院

るとともに、紙に書かれた記録として
保存します。お預かりした個人情報

その他、各地域に複数の病理解剖協力拠点がございます。これらの
協力病院でカバーできない地域では、患者様の事情に合わせて、個別

は、プライバシーの保護に最大限の
注意を払い厳重に管理します。

に交渉して、病理解剖に協力していただける病院をお探しします。交渉

登録終了後、 献脳生前登録カード

に時間を要する場合もございますので、遠方の方はお早めに事務局ま

を発行してお送りします（図5）
。カー

でご相談下さい。可能な限り、登録者の方の篤志に添えるよう配慮しま

ドがお手元に届きましたら、裏面にご

すが、地域によっては対応できない場合もありますことをご了承下さい。

署名いただき、お手元にお持ち下さい。

図５. 献脳生前登録カード

なお、いずれの場合も、生前登録の受付けは NCNP ブレインバンク事

3．生前登録者が亡くなられた後の流れ

務局となります。

2．献脳生前登録をするには？
献脳生前登録を希望される方は、
このパンフレットに書かれているブ

資料請求

レインバンクの目的と意義、献脳生
前登録の方法、献脳生前登録者が死

くお読みください。質問やご不明な
点がありましたら、事務局までご連
絡ください。担当者（医師またはコー
ディネ一ター）が電話あるいは直接
お会いして説明いたします（図 4）。
資料請求のご希望を頂いた方には、
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は、ご遺族から事務局またはご紹介

資料送付・説明

い＊（図 6）。夜間・休日は、それぞれ
い（NCNP ブレインバンクでは、登
録後に時間外対応の電話番号をお知

同意・承認
（同意書の返送）
データベース登録と
献脳生前登録カードの発行

登録完了
図 4. 生前登録の手順

登録者死亡

した病理解剖実施病院にご連絡下さ
の時間外対応の連絡先にご連絡下さ

亡された時の病理解剖の実施手順な
どに関する説明文を、あらかじめよ

献脳生前登録者が死亡されたとき

らせしています。）。

事務局へ電話連絡
病理解剖実施病院への
ご遺体の移送
ご遺族による書面同意

事務局では、ご遺族の同意を口頭
で確認した上で、NCNP 病院または

病理解剖（３〜４時間）

近傍の病理解剖実施病院での病理
解剖を手配しますので、ご遺族は病
理解剖実施病院への登録者の移送
の手配をお願いします（ブレインバ

ご遺体はご遺族の元へ

図６. 生前登録者が亡くなった
時の流れ
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ンクには専用の車がございませんので、葬儀社に依頼していただくこと
になります。
）
。ご遺族が登録者の生前の意思を継いで、病理解剖と脳
の寄託にご同意いただける場合は、ご遺体と一緒に病理解剖実施病院

4．病理解剖
病理解剖の際には、プライバシーの保護のために個人名が削除され、

にご移動ください。
（あるいは時間帯によってはご遺体のみ先に病理解

かわりに検体番号が付されます。これを匿名化と呼び、その後は摘出さ

剖実施病院で丁重に安置させていただきます。）そこで病理解剖開始前

れた病理検体を含めて、この検体番号で取り扱われます。

に、改めて担当医師から病理解剖と検体のブレインバンク寄託および

病理解剖は専門の病理医が行います。ご遺族の文書同意が得られて

研究・教育使用についての説明を受け、文書による同意をいただきます。

初めて、病理解剖が開始されます。また、病理解剖の範囲はご遺族の

死亡診断書は、生前登録者が死亡された病院（診療所など）で発行して

同意の範囲内となります。

いただき、コピーをお持ち下さい。献脳生前登録がある場合でも、死体

病理解剖の第一の目的は患者様の直接の死亡原因を最終診断するこ

解剖保存法の規定により、病理解剖やブレインバンクへの寄託などを

とです。そのため、特にご指定のない場合は、診断確定のための全身解

行うためにはご遺族の同意が必要となりますのでご了承下さい。

剖を行います。そして、脳と脊髄は原則としてすべて摘出され、心臓、肺、
肝臓などの臓器や、血液、脳脊髄液などの体液は、ご遺族の同意内容お

＊ブレインバンク事務局への連絡は、なるべく患者様が危篤になられた時点でいた
だくようにしております。幸い持ち直される方も多くおられますが、万が一の時
に確実に連絡がつくように備えることを優先しておりますのでご理解下さい。

よび必要に応じて取り出されます。摘出された検体は、解剖実施病院に
保存されます。全身解剖を行いますと、頭の頭頂部と胸部から腹部にか
けて糸で縫った傷跡が残ります。また、同意内容によっては、二の腕とく
るぶしに5cm 程度の傷が残ります。これらの傷は後で衣装を整えていた
だくと、外見上は目立ちません。ご希望により、頭部のみの解剖（脳のみ
の摘出）を選択することもできますが、その場合は診断に制限が生じる
こともあります（ 病理解剖の範囲と病理診断 をご参照ください。
）
。

ご遺体の移動とその費用
病理解剖を行うためには、死亡病院から病理解剖実施病院へ、さらにご
自宅等へのご遺体の移動が必要です。これらの移動はご遺族側で手配して
いただいております（葬儀社等にご依頼下さい）。病理解剖のために余分に
かかった費用は、死亡病院と病理解剖実施病院との往復にかかる費用を上
限として、ブレインバンク事務局で負担させていただきます。ただし費用の
お支払いについては、地理的な制限（車で移送可能な範囲など）もござい
ますので、ご不明な点は事前に事務局にお問い合わせ下さい。ブレインバ
ンクの運営経費は主に公的研究費から支出されており、予算に限りがあり
ますことをお含みおき下さい。
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病理解剖の範囲と病理診断
精神・神経疾患では、死因の多くは肺炎、心疾患、偶然合併した癌、脳
血管障害などです。病理診断では、これらの病気を見逃さないために、通
常は脳だけでなく、肺・心臓・肝臓・腎臓・腸などの内臓全般を検査します。
また、起立性低血圧や慢性便秘などの自律神経系の障害が高頻度で見ら
れますので、脊髄と交感神経節を摘出し、さらに心臓などの内臓に分布し
ている交感神経系を検査します。頭部のみの解剖を選択された場合には、
例えば パーキンソン病 "という神経疾患の臨床診断（生前の診断）が正し
かったのかどうか、偶然に合併する脳の病気がなかったのか、という問い
に答えることはできますが、脳以外の病気の有無を確定診断することはで
きません。
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病理解剖には通常 3−4 時間程かかります。終了後、ご遺体はご自宅
などにご移動いただきます。病理学的診断結果は、3−4 ヵ月後にご遺
族宛てに文書でお知らせします。また、ご希望に応じて医師から説明を
行いますのでお申し出下さい。

5．臨床情報の収集

3

病理検体の保存と
研究への提供

１．死後脳などの病理検体の保存
病理解剖で摘出された病理検体は、病理解剖を実施した病院で丁重
に保存されます。保存の際は、下記のような方法がとられます。

病理診断や研究使用に際しては、臨床病名・直接死因・治療薬の内容・
画像検査を含む検査情報などの臨床情報が必要です。ブレインバンク
試料は臨床情報と結びつくことで、その利用可能性が高まります。その
ため、ご遺族には脳組織などの寄託とともに、臨床情報の使用につい
てお願いをしています。同意をいただいた場合には、ご遺族にお願いし
て治療していた医療機関などに問い合わせをしていただくことがあり

▶ 凍結し超低温槽で保存
▶ ホルマリンなどの固定液に入れて保存
▶ パラフィンなどの組織ブロックにして保存
▶ 顕微鏡観察用標本などにして保存

ますので、ご理解下さい。
保存された病理検体の情報（年齢、性別、臨床診断、病理診断、保存
される検体の内容など）は、検体番号とともに、ブレインバンク検体デー
タベースに登録されます。個人名が検体データベースに登録されること
はありませんので、プライバシーは保護されます。また、データの管理
には最大限の注意を払っております。

2．病理検体の研究使用
a）検体の精度管理
ブレインバンクでは、死後脳を研究に用いるための準備として 検体
の精度管理 "を行います。これは、個々の死後脳組織におけるタンパク
質や DNA、RNA の保存状態などについて検討を行います。なお、これ
らの結果はご遺族にお知らせしておりません。

14 Gift of Hope

Gift of Hope 15

b）医科学研究への検体の提供

承認

ブレインバンクの最終的な目的は、研究の推進により、脳や神経
の病気の治療法を開発して国民の健康の増進に資することです。寄
託された検体は、精神疾 患や神経 疾 患などの難 治性の病気の病態

医科学研究者

解明や原因究明、治療法の開発など、病気の克服を目指す研究に提
供されます。そして、疾患で障害を受けた部位の細胞の性質を調べ
たり、脳組織中のタンパク質や DNA、RNA を取り出して解析し、脳
の中で起こっている機能的な異常を明らかにすることに使用されま
す。検体の提供先には、研究医療機関、大学などの教育研究機関な

倫理
申請

承認

所属機関
倫理委員会

研究
計画書

ブレインバンク
事務局
倫理
申請

審査依頼

学術委員会

承認

NCNP
倫理委員会

どが含まれるだけでなく、一定の条件のもとに営利企業に提供する
こともありえます。
皆様の篤志に応え、限りある検体を有効に活用して次世代の医学

検体提供

の発展につなげるために、検体の提供を受ける研究計画は公正かつ
厳密な審査を経て決 定されます（図７）。検体の 使 用を希望する研

図７. 医科学研究への検体提供の要件

究者は、研究計画の目的・意義・方法などについて、外部委員を含
む学術委員会と、研究者の所属する研究機関および当センターの双
方の倫理委員会により、倫理的および学術的な観点から審査されま
す＊。これら全ての 審 査で承 認が得られた場合にのみ、検体が提 供
されます。
教育に使用する場合も、同様の審査を経て承認されることが必要
です。

3．研究に関する情報公開
寄託していただいた脳組織などの検体の医科学研究への提供状況
と、得 ら れ た 研 究 成 果 は NCNP ブ レ インバ ン ク の ホ ーム ペ ー ジ
（http://www.brain-bank.org）上で公開します。ブレインバンクでは、

研究などに提供される検体は匿名化されており、個人を特定でき

検体を医科学研究や教育に用いることについて、ご遺族からあらかじ

るような情報は提供されません。研究教育の実施に際しては、検体

め包括的同意をいただいていますので、基本的には個別の研究計画に

は「尊厳ある取り扱いが必 要であること」を徹 底しており、保 存に

ついてご遺族にお問い合わせすることはありません。検体を使用する個

適さなくなった場合は礼意を失しないよう火葬いたします。

別の研究計画は、倫理委員会の審査・承認を受けた後、上記のホーム
ページに公告として公開します。詳しく知りたい場合、不都合がある場

＊NCNP ブレインバンクでは、公平性と透明性を確保するために、学術審査は日
本ブレインバンクネット（JBBN）
（http://ww w.jpbrain.net）を通じて行われて
います。

合は事務局までご連絡ください。
また、検体を用いて得られた研究成果は、学会発表や専門誌への論
文投稿などにより、社会に公表します。その際には、対象者が特定でき
ないよう万全の注意を払います。
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4．ブレインバンク検体の将来の保存
ブレインバンクに寄託された脳組織などの検体は、貴重な試料のた
め半永久的に保存されます。しかしながら、ご遺族からの同意の撤回
があった場合、あるいは、検体が研究使用に不適当であると判断された

4

撤回の自由

１．生前登録者による登録の撤回

場合など、長い時間経過の間にはさまざまな事情により、検体の保管を

献脳生前登録は個人の自由意志によるものですので、登録が自由で

終了することがあるかもしれません。その場合は、検体は丁重に火葬さ

あるのと同様に、登録後いつでも自由に撤回することができます。登録

れます。

に同意しない場合も、登録後に撤回した場合も、診療上のいかなる不利

また、ブレインバンクの機構や運営は、将来変更される可能性があり

益も受けることはありません。登録を撤回する場合は必ず、登録時にお

ます。将来、関係法令などが改正された場合、あるいは、大規模災害の

渡しする献脳生前登録撤回書をご記入いただき、事務局に郵送してくだ

リスクなどに備えるための分散管理のために、寄託された検体の一部

さい。また、献脳生前登録カードも一緒にご返却あるいはご自身で破棄

あるいは全部が、別の場所に移されたり、中央で一括保存されたりする

してください。事務局では生前登録者データベースから登録者のお名前

ことがありますので、ご理解いただきますようお願いします。

を削除します。

2．ご遺族による同意の撤回
病理解剖が実施され検体がブレインバンクに保管された後でも、ご
遺族は ブレインバンクへの寄託の撤回と研究使用の中止 を要求する
ことができます。その場合は専用の同意撤回書（病理解剖の説明時に
お渡ししています。必要であれば事務局にご請求下さい。）にご記入い
ただき、事務局にお送り下さい。同意撤回書が提出された場合、病理検
体を保存する病院では、研究への新たな使用を停止し、診断に必須のご
く一部の検体を除き大部分の検体の保存を中止して、丁重に火葬しま
す。研究者は、既に行った実験結果は保有しますが、新たな使用は中止
し、残存検体はブレインバンクに返却後、火葬いたします。
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5

献脳生前登録を
お考えの方ヘ

１．個人情報の取り扱い

b) 病理解剖
病理解剖は、専門の病理医が死体解剖保存法に従って実施する法律
で定められた行為で、対象者の死亡診断確認の後に行われます。した
がって、直接の危害はなく不利益はありません。また、必ずご遺族から
直接、文書同意を得た後に開始するため、意思に反した病理解剖が行

ブレインバンクでは、倫理委員会の指導のもと、個人情報は厳重な

なわれることはありません。しかしながら、病理解剖を行うために 3−

管理の下に置き、その取り扱いには細心の注意を払っています。事務局

4 時間かかること、ご遺体の頭の頭頂部と胸腹部、手足のごく一部に縫

スタッフ、病理解剖および病理検査を行うスタッフには、守秘義務が課

合の傷跡が残ることをご承知おきください。

されています。個人情報を含む紙媒体の資料は、事務局あるいは病理
解剖実施病院で施錠できるキャビネットに厳重に保管されます。ブレイ

c) 病理診断

ンバンク検体データベースは、ネット環境から隔離した状態でアクセス

病理診断の結果、稀に予期しなかった病気が見つかったり、遺伝性

制限を設けて管理しています。また、名前などの個人情報を含む献脳生

の病気が明らかになり遺伝子検査が行われることがあります。そのた

前登録者データベースはブレインバンク専用サーバに保存され、最新の

め、病理解剖同意書には①遺伝子検査を行うかどうか、②行う場合に結

防御システムを用いて厳重に保譲されています。第三者による侵入を完

果を知らせてほしいかどうか、の2 点についてご遺族の希望を確認する

全に阻止できない可能性を否定することはできませんが、現時点で最

欄を設けております。結果の通知を希望され、何らかの遺伝性の病気

善の個人情報漏洩対策をとり、今後も対策を強化していく予定です。

の存在が明らかになった場合は、必要があれば臨床担当医にご相談く

寄託いただいた検体の研究・教育への提供、研究成果の公表などは、
全て匿名化した状態で行なわれますので、個人のプライバシーが明らか

ださい。ご希望に応じて遺伝カウンセリングを紹介し、必要以上の不安
を取り除くようにいたします（経費は自己負担になります。）。

になることはありません。

d) 検体の研究・教育使用

2．予想される不利益・利益とその対処方法

ご遺族の同意の範囲内に限って研究や教育に使用されます。そのため、

a) 献脳生前登録

患者様およびご遺族が直接の不利益を被ることはありません。また、患

ブレインバンクに提供された検体はすべて匿名化した上で保存され、

献脳生前登録は篤志による登録であり、いつでも撤回できますの

者様およびご遺族への直接の利益もありません。しかし、患者様ご本人

で、特に不利益はありません。個人情報の漏洩の危険性を完全に否

が生前に 社会への貢献、医学への貢献 を希望されていた場合は、ブ

定することはできませんが、可能な限りの最新の防御対策を行って

レインバンクを通じてその篤志が実現することになりますので、最終的

おります。

にはご本人の社会貢献という形での利益になると言えます。
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3．知的財産権の帰属
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、特許権な
どおよびそれに基づく経済的利益が生じることがありますが、その権利
はブレインバンク、研究機関、および研究遂行者などに属します。

6

問い合わせ先

このパンフレットをお読みいただき、ご質問やご不明な点、あるいは
さらに詳しく知りたいというご希望がございましたら、下記までお問い
合わせください。

4．関連法律・指針
NCNP ブレインバンクは、以下の法律と指針を遵守して運営されてい
ます。
● 死体解剖保存法（平成 26 年６月25日 改正）
● 神経病理学会・生物学的精神医学会合同ブレインバンク倫理
指針
● 病理解剖指針（昭和 63 年11月7日

医道審議会死体解剖資

格審査部会申し合わせ）
● ブレインバンク倫理指針（2015 年 9月26日

日本神経病理

学会・日本生物学的精神医学会）
● 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（平成 29 年 2 月
28日

文部科学省、厚生労働省）

● ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成 29 年 2 月
28日改正

文部科学省、厚生労働省、経済産業省）

5．費用について
ブレインバンクでは、病理解剖および病理診断にかかる費用負担を
生前登録者やご遺族にお願いすることはありません。
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研究責任者
髙尾昌樹（病院臨床検査部

部長）

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
NCNP ブレインバンク事務局
TEL : 042-346-1868
（受付時間：平日 9:00〜17:00）
FAX : 042-346-1848
e-mail : info@brain-bank.org
URL：http://www.brain-bank.org
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