第 18 回 市 民 講 演 会

「 脳 から こころを解き明かす」
2018 年 9 月 29 日、国立精神・神経医療研究センター

およそ 33 人に一人です。ただし、多くの患者さんが受

ユニバーサルホールにて「脳からこころを解き明かす」

診に至っていません。

と題して市民講演会を開催いたしました。講演内容の

うつ病は、生涯において健康な生活を障害する疾患

要約と、ご参加の皆様から頂いた質問と回答をご紹介

として高順位に挙げられています。日本では自殺者の

いたします。

割合が先進国の中では極めて高いですが、自殺の中で
うつ病は大きな比重を占めています。また、うつ病によ

司
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NCNP ブレインバンク

医長

る経済効果の損失も少なくありません。

齊藤祐子

うつ病とは？
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名誉院長

うつ病の症状には、心の症状と身体の症状がありま

埜中征哉

閉会の辞：東京都健康長寿医療センター
センター長

す。心の症状としては、一つは感情面。憂鬱だ、悲しい、
何の希望もない、という憂鬱感。2 つ目が意欲面、興

許

俊鋭

味関心の低下。今まで好きだったことに打ち込めない、
新聞テレビなど見る気がしないというように意欲が落ち

1. うつ病とはどんな病気？

る。そして 3 つ目に、その他として、判断が鈍くなったり、

国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 所長 中込和幸

自信がなくなったり、自分を責めたり、些細なことで不

うつ病の社会的影響

およぼす場合はうつ病と診断されます。

安になりやすいということがあります。この 3 つの特徴
すべてが揃わなくても、どれかが重症で生活に影響を
一方、身体の症状は非常に多彩です。食欲がない、

うつ病は増え続けており、日本には現在 100 万人前
後の患者さんがいます。うつ病は自殺との関連が強い

頭痛、吐き気、体がだるい、性欲減退、めまい、月経

ことが知られています。男性に比べて女性に多く、年齢

不順、などなど。こういった症状が出て、内科、産婦人科、

分布が幅広いことが特徴です。うつ病は珍しい病気で

その他の科を訪れますが、原因がよくわからない。多

はありません。日本でのうつ病の1年有病率は約 2.9％、

彩な症状を訴える、あいまいな症状がある、身体所見
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欲がない、頭痛、吐き気、体がだるい、性

面で強い義務感や責任感を持ち、他人の信

欲減退、めまい、月経不順、などなど。こ

頼も厚い模範社員・仕事人間、秩序の尊重

ういった症状が出て、内科、産婦人科、そ

と自己に対する高すぎる要求水準の人と言

の他の科を訪れますが、原因がよくわから

われています。最近その他のタイプとして、

ない。多彩な症状を訴える、あいまいな症

他人任せにできない人、1 つの物事に執着

状がある、身体所見や検査結果に比べて患

する人、かたくなで柔軟性に欠ける人、他

者さんの訴えが強い場合、また調子が悪く

人の評価に対して過敏に反応する人、自己

ても「休むことはできない」と言う場合に
や検査結果に比べて患者さんの訴えが強い場合、また

否定的な考えをする人、悲観的な見方をし
事の過労、失業・経済的問題、転勤・昇進・出向、退

は、注意が必要です。
調子が悪くても
「休むことはできない」と言う場合には、 がちな人、優先順位の設定ができない、自
職、病気、出産、月経前症候群、転居、非常に忙しい
注意が必要です。

仕事を抱えていてそれが一段落ついたとき、こういった
尊心が低い、あるいは感情の表現が下手、

うつ病の１日

きっかけがある場合には注意が必要です。古い秩序を
自分の思っていることをなかなか口に出せ

うつ病の 1 日

捨てて新しい秩序のもとで生活を行う必要性が出た場
ない、こういった方もうつ病になりやすい

合、転換力、飛躍力に欠けると適応するのが難しいと

と分かってきています。
いうことです。

うつ病の発症は多くの場合、きっかけを

周りの人から見て次の状態は注意が必要です。何に

伴います。一番は環境の変化、これは秩序

も興味を示さなくなった、飲酒量が増えた、遅刻・欠

の変化を伴います。仕事の過労、失業・経
勤が目立つようになった、死にたいなど悲観的なことを
済的問題、転勤・昇進・出向、退職、病気、
言う、テキパキとやれなくなった、涙もろくなった、急
出産、月経前症候群、転居、非常に忙しい
に痩せてきた、いつもと違うことをしはじめた、または
習慣化していたことをやらなくなった（身辺整理、朝新
仕事を抱えていてそれが一段落ついたとき、
聞を読まないなど）
、朝早く目覚めて、イライラしたり気
こういったきっかけがある場合には注意が
分の沈みがみられる、などです。
必要です。古い秩序を捨てて新しい秩序の
ここでもう一つ、老年期うつ病についてお話しします。

もとで生活を行う必要性が出た場合、転換

老年期のうつ病は、中高年とは違って不安・焦燥感が

厄介なことは、身体疾患とうつ病の合併
厄介なことは、身体疾患とうつ病の合併の例が少な
の例が少なくないことです。身体疾患があ
くないことです。身体疾患がある場合、元気がないの

る場合、元気がないのは体の病気のためと

は体の病気のためと思い、うつ病が見逃されてしまう

思い、うつ病が見逃されてしまうことがあ

力、飛躍力に欠けると適応するのが難しい

非常に強いことが特徴です。体をソワソワ動かしたり、

ということです。

いっぱいしゃべったり、抑制が軽く周りから見てうつに

周りの人から見て次の状態は注意が必要

見えない。体の病気を非常に心配する心気症状が多く、

ことがあります。さらに、病気があると薬を飲みます

です。何にも興味を示さなくなった、飲酒
自分が癌ではないかなどの妄想を形成しやすい。さら

が、一部の患者さんではステロイド剤、インターフェロ

量が増えた、遅刻・欠勤が目立つようにな
に、老年期うつ病では身体疾患との合併が多くみられ、

ン、消化器系薬剤、降圧薬など、薬を飲むことによって

った、死にたいなど悲観的なことを言う、
身体疾患、あるいはその治療のために飲む薬物と関連

インターフェロン、消化器系薬剤、降圧薬
うつ状態が引き起こされる場合があります。これらは要

するうつ症状も生じます。何よりも、衝動的に自殺して
テキパキとやれなくなった、涙もろくなっ

など、薬を飲むことによってうつ状態が引
注意です。

しまわれる方がいらっしゃるので自殺率が高い。これは
た、急に痩せてきた、いつもと違うことを

ります。さらに、病気があると薬を飲みま
すが、一部の患者さんではステロイド剤、

き起こされる場合があります。これらは要
もう一つ押さえておくべきことは、うつ病になり
やすいタイプです。古典的なうつ病になりやすい方
注意です。
のタイプは凝り性、几帳面で強い義務感や責任感を
持ち、他人の信頼も厚い模範社員・仕事人間、秩序
もう一つ押さえておくべきことは、うつ
の尊重と自己に対する高すぎる要求水準の人と言わ

病になりやすいタイプです。古典的なうつ

十分注意してみていく必要があります。
しはじめた、または習慣化していたことを
社会の変化とうつ病

やらなくなった（身辺整理、朝新聞を読ま

日本の社会は、終身雇用制度から成果主義へとなり、

ないなど）、朝早く目覚めて、イライラした

不規則な過重労働が増えてきている印象があります。一

り気分の沈みがみられる、などです。

方、生活習慣も変わりました。食生活がかわり、睡眠

れています。最近その他のタイプとして、他人任せ

も減少する。いわゆる欧米化が日本人にあっているの

にできない人、1 つの物事に執着する人、かたくな

ここでもう一つ、老年期うつ病について
か、うつ病のきっかけとなっていないかと考える必要が

病になりやすい方のタイプは凝り性、几帳

で柔軟性に欠ける人、他人の評価に対して過敏に反

あると思います。

応する人、自己否定的な考えをする人、悲観的な見

1993 年バブルが崩壊し、失業率が上がると自殺率

方をしがちな人、優先順位の設定ができない、自尊

も上がりました。日本の特徴として、自殺率と失業率は

心が低い、あるいは感情の表現が下手、自分の思っ

極めて高い相関があります。また、中高年男性の自殺

ていることをなかなか口に出せない、こういった方

率が高い。おそらく日本での失業のとらえ方は、単に

もうつ病になりやすいと分かってきています。

収入が途絶えたということではなく、
「社会的不適格者」

うつ病の発症は多くの場 合、きっかけを伴います。
一番は環境の変化、これは秩序の変化を伴います。仕

-

と思われる傾向があるようです。周りが自分をどう見る
かが大きな意味を持つということです。また、超過労
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働時間が増えるほど抑うつ傾向が増えます。残業時間

させない、怒らない、必要に応じて休養を認める、秘

がおよそ 60 時間を超えると自殺念慮が急に増えると言

密を公言しない、噂をしないなどプライバシーに配慮す

われています。

る。素人療法は禁物で治療は医療機関できっちり見て

もう一つの社会の変化、生活習慣については食生活

もらうことが大事です。職場での配慮については医療機

の欧米化が挙げられます。動物性脂肪分や摂取カロ

関と情報共有する、本人が改善すること・元気になるこ

リーの増大、カルシウムや野菜の摂取不足、塩分の過

とを目標にし、厄介者扱いをしない、むやみに励まさ

剰摂取、こういった要因がもとになって、肥満、糖尿病、

ない、叱らない、説教しない、過剰に心配しないこと、

心疾患の増加（生活習慣病）が増えています。生活習

などが重要です。

慣病はうつ病を伴いやすく、糖尿病患者のうつ病罹患

うつ病の予防

率は 2 倍というデータもあります。

うつ病にならないためには、仕事においては、ワー

睡眠時間に関しては 40 年間で約 1 時間弱縮まって

クライフバランスを取ること、また日常生活においては、

います。睡眠習慣もうつ病と関係しています。睡眠時間

睡眠・食生活など、生活習慣の適正化を図ることが大

の短縮は、日中の眠気による事故（交通事故、医療事

切です。さらに、多様で柔軟なものの捉え方をすること

故、作業事故）だけではなく、仕事・学業の能率低下、

が、うつ病予防に重要です。例えば昇進した場合には、

耐糖能の低下から糖尿病になりやすい、免疫能の低下

「うれしい」
「憂鬱だ」両方の反応があり得ます。状況

をきたして感染を起こしやすい、情動不安定や抑うつと

に対する考え方が人によって違うわけです。そこで、常

も非常に関係すると言われています。

に自分の考えに対して根拠と反証を考える。その過程

うつ病の治療

を繰り返すことにより、このような違う考え方を取り入

うつ病を治療するためには、まず受診を勧めるこ

れて、多様なものの捉え方を心がけていく。このことが

とです。自分ではなかなか気づかないのが特徴です

柔軟性を身に着け、秩序の変化に対応していくために

から、うまく受診を勧める必要があります。よく話

役に立つと考えており、結果としてうつ病の予防につな

に耳を傾けること、じっくり聞いてあげることが重要

がると考えています。

です。辛い気持ちを受け入れる、相手の気持ちになっ
て考える（共感）
。死にたいという気持ちでも、しゃ

2. 双極性障害・うつ病の脳病変を探る

べったほうが気持ちは軽くなると言われています。

理化学研究所 脳神経科学研究センター
チームリーダー 加藤忠史

本人が受け入れやすい症状（不眠など）から受診を
勧める、チェックリストやパンフレットを用いて受診
を勧める、なども一つの方法です。行く、行くと言っ

うつ病と双極性障害

て本人はなかなか行かないことがあるので、できる

うつ病は、ストレスなどがきっかけになって発症する

だけ受診に同伴する。なかなか本人が決断できない

ことが多く、治療には主として抗うつ薬が使われます。

場合、周りが主体的に決定することもあります。

うつ病にかかられた方の半数は一生 1 回のみで、再発

治療は薬と休養が基本です。薬を飲んでゆっくり休

しません。ほとんど同じうつ状態を引き起こす病気に

む。回復初期が要注意と言われています。薬の効果が

双極性障害があります。これはうつ状態の他に躁状態

出るのは残念ながら遅いので（4 〜 6 週間）
、じっくり

も起きます。再発を繰り返すために、長期にわたる予

待つ必要があります。職場
（仕事）復帰は緩やかに、
徐々

防療法が必要になります。また、同じうつ状態でも抗う

に戻すこと、再発予防のため、よくなってもすぐには薬

つ薬はなるべく使ってはいけないとされています。有病

をやめないことが重要です。

率は 1％弱ぐらいで、うつ病に比べるとかなり少ないで

うつ病の人への対応の仕方は、対等な人間として、

すが、再発を繰り返すので、治療を受けている患者の

軽蔑しない、恐れない、逃げないで人格を尊重するこ

数は決して少なくありません。遺伝的な体質などがより

とです。身体疾患の場合と同じ配慮が必要です。無理

大きく関与しています。このようにうつ病と双極性障害

-

3-

とは、治療薬、治療方針が全く異なるにもかかわらず、

恐怖に係わる場所や、側坐核という報酬に係わる場所

同じうつ状態の症状を呈します。従って、双極性障害で

では、むしろシナプスが増えたり BDNF が増えたりして

躁が出る前のうつ状態に関しては、抗うつ薬を使うべき

いることが分かりました。このことは、次のように説明

ではないにも関わらず、うつ病と区別することができま

できる可能性があります。うつ病は慢性のストレスによっ

せん。これが今後きちんと診断できることが正しい治

てなりやすくなるが、慢性のストレスというのは、全て

療には必要と考えています。

か無か、戦うか逃げるかという、情動的な情報処理が

うつ病発症のメカニズム

求められる状況が長く続いている。そういうストレスフ

では、うつ病の研究で何を研究したらいいのか。動

ルな環境に対して脳が適応した状態が、うつ病の背景

物モデルの研究ではストレスの研究が多いのですが、

にある脳の変化である。これは仮説に過ぎませんので、

決して「ストレス＝うつ病」ではありません。遺伝的な

今後、調べなければいけないことが沢山あります。

体質があって、生まれ育ちの中でストレスに対する感受

双極性障害の原因

性の強さができてしまい、また後にストレスがかかっ

双極性障害の原因は、うつ病に比べてさらによくわ

たり、身体的な要因がかかって、神経回路が変化して、

かっていません。たくさんの仮説がありますが、証明さ

最終的にうつ病になる、というように、うつ病は多次元

れたものは一つもありません。一番有名な仮説がセロト

的にとらえなければいけません。

ニン仮説です。抗うつ薬はセロトニンであり、薬の作用

その中で取り組みやすい研究として、抗うつ薬の作用

機作からセロトニンの関与が考えられます。しかしなが

メカニズムを調べる研究が過去 50 年ほど、最も多く行

ら、双極性障害に関係する遺伝子やゲノム研究からは、

われてきました。抗うつ薬は 1950 年代に偶然に近い形

まだ、それを支持する結果が得られていません。

で発見され、その後、どうしてそれが効くのかが研究さ

次に有名なのがカルシウム仮説です。患者さんの血

れました。その結果、初めは、うつ病は神経伝達物質

液細胞の中のカルシウムが高い。細胞の中はカルシウ

の一つであるセロトニンの不足が原因と考えられました

ムがほとんど無くちょっとでも高いといろいろ問題が起

が、セロトニンを補填しても効果が現れるまでに時間が

きる可能性があります。この仮説はゲノム研究により支

かかることから、抗うつ薬投与後長期間たってからの脳

持されており、カルシウムの制御に関わる遺伝子が双

の変化に関する研究が行われ、抗うつ薬はどれも脳由

極性障害に関係していることが、最近の研究で分かっ

来神経栄養因子（BDNF）を増やす働きがあることが分

てきています。

かりました。BDNF は、神経細胞の突起を伸ばしたり、

もう一つの仮説は、私が 2000 年ごろに提案したミト

状況に応じて適応させるために繋ぎかえる働きをする因

コンドリア仮説です。ミトコンドリアは細胞の中でカル

子です。さらに、動物にストレスをかけると BDNF が低

シウムをため込み、その濃度を調節している因子なの

下して神経細胞が萎縮するらしいということが分かり、

で、ある意味カルシウム仮説の一部です。それを提案

うつ病は神経細胞が萎縮する病気ではないかと考えら

した理由は、患者さんの脳を調べた結果、ミトコンドリ

れるようになりました。

ア病に近いような所見が見られたからです。

同様のことが本当に人でも起きているかを知るために

その他、最近出てきた仮説は、青魚などに含まれる

は患者さんの死後脳を調べなければいけません。うつ

DHAで有名な不飽和脂肪酸仮説。最近のゲノム研究で、

病の脳はほとんど調べられていませんが、Nun Study

不飽和脂肪酸の代謝酵素の個人差が双極性障害のか

と呼ばれる海外の修道女のコホート研究で、うつ症状

かりやすさに関係していることがわかりました。今後、

が重かった人では神経細胞のシナプスが減っているとい

重要性を調べていく必要があります。

うことが分かりました。

これらはいずれも仮説ですので、原因として解明

ただし、シナプスの減少や BDNF の低下が報告され

していくプロセスをこれから歩んでいかなければな

ているのは主に前頭葉や海馬です。その後の動物実験

りません。

では、同じストレスでも、他の場所、特に扁桃体という

精神疾患の研究方法
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精神疾患の患者さんを調べる方法は現実的には二つ

に影響することが原因なのかもしれません。ミトコンド

です。一つは血液で DNA を調べて遺伝子を調べる、も

リア病の人の 20％くらいが双極性障害であるという報

う一つは患者さんの脳の画像や脳波を調べる。しかし、

告も 3 つほどあります。

病気とは基本的に細胞に起きており、現代の医学の根

軽症型のミトコンドリア病である慢性進行性外眼筋

本概念は細胞の病理学に基づいているのに、ここには

麻痺（CPEO）では双極性障害が起こることがあり、原

細胞を調べる方法がありません。精神科の診療では細

因遺伝子として POLG、ANT1 などが分かっています。

胞に触れない、これを乗り越えないと精神疾患を解明

POLG はミトコンドリア DNA を合成する酵素で、変異

していくことができません。亡くなった方の神経細胞を

を導入した PLOG 遺伝子を脳に発現させたマウスを作

調べることが一つの方法です。

り長期間にわたって調べると、反復性のうつ状態や抗う

これを補助する方法として動物モデルがありますが、

つ薬による躁転様の行動など、双極性障害的な行動の

動物にうつ病や双極性障害があるのかは、まだわかり

変化が出てきます。脳の原因部位を調べたところ、視

ません。

床室傍核（PVT）という場所に一番ミトコンドリアの異

神経細胞を iPS 細胞から作ることができるようになり

常がたまっていました。一方、ANT1 は双極性障害の

大きな進歩ですが、iPS 細胞由来の神経細胞は人生何

方でも機能喪失変異が見つかっています。脳特異的

十年を経験したわけではないので、精神疾患のすべて

ANT1 変異マウスでは、ミトコンドリアのカルシウムの

をモデルにできるどうかはまだわからないのです。

保持能力が低下しており、セロトニン活動過剰と同様

難しいと言ってきましたが、それでも私は最終的には

の行動変化を示しました。病変部位はセロトニン神経

解明できると思っています。まずは、アルツハイマー病

細胞がある縫線核で、ミトコンドリアの異常（ミトコン

の研究のように、稀でもいいから明らかな原因遺伝子

ドリア DNA 由来タンパク質の減少）が溜まった細胞の

を探すのです。そして動物モデルを作って、本当にモデ

集積が見られました。セロトニンの代謝回転が亢進し、

ルになっているかを調べます。次にそのモデルで原因の

縫線核のセロトニン神経が過活動であることも分かりま

脳部位や、どの細胞が悪いのか、を調べます。実際病

した。

気を解明するためには、このマウスのこういう行動が出

縫線核のセロトニン神経の投射先として 2 番目に大

たのは脳のどこの場所のどの細胞の異常でこうなったの

きいのが視床室傍核です。縫線核から視床室傍核とい

か、脳全体をくまなく調べて炙り出す、そのプロセスが

う強い大きな回路があり、双極性障害はその辺りの回

何より大事です。それを無しにして精神疾患の解明は

路が関係しているように思われます。視床室傍核は、セ

できません。動物で見つかったらそれを患者さんの脳

トロトニンの強い投射を受ける、あらゆるストレスで反

で調べることができるであろうということです。そして

応する、恐怖に関わる扁桃体と報酬に関わる側坐核の

精神疾患が細胞レベルで定義できるようになる。ここ

二つを同時に制御する、という特徴を持つ場所です。

が新たな精神医学の出発地点になると私は思っていま

従って、恐怖と報酬というネガティブな感情とポジティ

す。あとは診断できる方法を開発し、動物モデルで治

ブな感情の両方を制御することで、バランスを保ってい

療法を開発する、臨床試験は面接で診断するのではな

る場所なのかもしれません。そこで、ここがまさに双極

く、脳の病態で診断して、新しい薬の治験をする、と

性障害の原因部位の候補ではないかと考えて、ブレイ

いうようにやっていかなければいけないと思います。責

ンバンクよりいただいた患者さんの脳試料を使って、現

任脳部位を探すところが一番難しいということです。

在、調べているところです。
今回の研究で、ミトコンドリア病の原因遺伝子の変

ミトコンドリア仮説の検証
ミトコンドリアと同様にカルシウムをたくさん含むもう

異がカルシウムのシグナリングを変えることによってセ

一つの細胞内小器官が小胞体です。遺伝病の中で双極

ロトニン神経細胞の変化を生じることが明らかになり、

性障害を伴う病気がいくつかあります。いずれも小胞体

先ほどの仮説の中の 3 つの仮説の関係性が分かってき

とミトコンドリアの病気ですので、細胞内のカルシウム

たと考えています。
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3.「希望の贈り物」運動：ブレインバンクを
ご存知ですか？

らは本邦の主だったブレインバンクをネットワーク

3-1 NCNP ブレインバンクの取り組み

築しております。JBBN では皆で情報を共有し、お問

国立精神・神経医療研究センター
NCNP ブレインバンク 医長 齊藤祐子

い合わせがあった場合、近い医療施設をご紹介でき

ブレインバンク生前ドナー登録

まだ少ないですが、お問い合わせをたくさん頂いており、

化した「日本ブレインバンクネット（JBBN）」を構

るようになっております。
当センターの生前登録の疾患内訳では、精神疾患は

欧米では自分の死後に医学研究に役立ててほしいと

徐々に増えてきているところです。病理解剖数について

いうことで、生前からの献脳ドナー登録が古くから実施

も、生前登録者の方が増えております。ブレインバンク

されておりまして、
「Gift of Hope」という名称で呼ばれ

活動を知って、他院で亡くなられても NCNP で病理解

ています。
「後の世代の同じ病気で苦しむ人たちに希望

剖してほしいという方も生前同意ブレインバンク活動を

という贈り物をする」という理念に基づいています。日

機に増えております。

本では 2000 年頃から全国で通常のブレインバンクが

NCNP ブレインバンクの病理解剖

創設されはじめました。2006 年には生前同意に基づく

最近の病理解剖は認知症や神経疾患が多いのです

NCNP のブレインバンクが発足いたしました。わたくし

が、生前登録の方が多いこと、在宅の方で亡くなられ

たちは、患者様とご遺族双方に、精神・神経疾患の克

ている方が多いことが特徴です。在宅医の方も熱心に

服のために死後脳を用いた研究が重要であること、脳

協力してくださり、ご家族からは病気の診断をつけてほ

バンクの活動を十分に理解していただいた上で脳バン

しい、同じ病気で苦しんでいる方のためになりたいとい

クに提供していただくことが重要であると考えておりま

う希望をよく伺うので、橋渡ししていけたらと考えてお

す。生前に献脳の篤志を明示することで、かかりつけ

ります。

以外の病院や療養施設、ご自宅等で亡くなられた場合

NCNP ブレインバンクの病理解剖例の特徴としまして

でも病理解剖や献脳を行う道筋がつけられます。近年、

は希少疾患や特殊検査を施行された方々が少なくなく、

病院で亡くなることが少なくなり、ご自宅や療養施設で

バイオバンク登録をされている方々も徐々に増加し始め

亡くなる方が増え、ご自身に病理解剖の希望があっても

ております。NCNP では様々な医学研究が行われてお

かなえられないことがありますが、生前ドナー登録によ

り、その参加者で病理解剖を希望されている方が多く

り、その篤志を生かすことができるようになってきてい

なり、臨症情報に関するデータがある方も多くなってい

ます。人の脳を侵す原因不明の疾患は人の脳を調べな

ます。ただ精神疾患は少ないという状況です。バイオバ

いと病態の解明や治療法の開発には到達できません。

ンク、筋バンクと協力して、お互いの付加価値を高め、

病気には人種差も少なからずありまして、日本人の脳と

臨床への還元が出来ると思っております。

いうことも大事です。特に精神疾患に関しては動物実験

最近の主な研究成果で精神疾患に関するものが 1 件

の結果が人の脳に当てはまるとは言えません。逆に、人

あります。双極性障害は一部の方に背景病理があると

の脳を死後に調べただけでは生前に呈していた症状は

いうことが分かってきております。患者様からのお問い

分かりません。臨床症状との対比が大事になってきます。

合わせを多数いただきますが、何とか役に立ちたいとい

臨床的に正確に検索された患者様の死後脳の研究が重

う考えが日本の文化の中にもあると気づかされておりま

要な意味を持つことになります。その意味では日本はき

す。そのお気持ちと研究者をつないで、研究者からそ

め細やかに臨床の症状がカルテに記載されております

の贈り物をご本人、次世代の方に返すという構図でお

ので、死後脳の検索は有意義だと考えられます。

役に立ちたいと思っております。

私共のブレインバンクの HP は生前登録のお問い
合わせもいただけますし、NCNP でどんな活動を行っ
ているかも分かるようになっております。2016 年か
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わけではなくて、十分理解されているとは言えない状況

3-2 精神疾患ブレインバンクの取り組み
福島県立医科大学 准教授 國井泰人

です。また、精神科医療の日本の状況を見ますと、病
理医のいない病院で亡くなられるケースが多いという現
状もあり、剖検に結びつかないということがあったと思

はじめに
統合失調症や鬱病などの原因はいまだ十分に分かっ

います。

ておらず、そのために根本的な治療を実現できていな

世界に目を向けてみますと、世界には精神疾患の大

い現状がございます。私たちはその実現を果たしたく、

きなブレインバンクがいくつもありまして、主に統合失

当事者と家族の方、研究者と治療者、一般市民が三位

調症を中心とするものですが、ハーバードをはじめ数千

一体となった協働が必要と考えまして、インフォームド・

を超える保管をしているバンクもございます。

コンセントによる当事者・健常者の生前登録を基本理

福島精神疾患ブレインバンクの活動

念とした精神疾患死後脳バンクの活動を 1997 年より

私たちのブレインバンクは 21 年前から福島医大神

行ってきました。

経精神医学講座を核としまして、運営委員会が発足し、

こころの病はどうしたら克服したといえるのか

活動を開始しております。我が国の系統的な精神疾患

心の病はどのようにしたら克服したといえるのだろう

の死後脳バンクとしては初めてのものでした。設立当初

かということで考えてみます。まずは、原因に基づいた

から意識してまいりましたのは、当事者・ご家族の方

根本治療の実現（ここまでのハードルが非常に高いわ

に積極的に参加していただき運営しようということです。

けです。
）が必要だと思います。そして、病気が治癒で

任意団体から支援をいただくこと、インフォームド・コ

きるという状況になって、精神疾患の場合はさらに、病

ンセントによる当事者・健常者の生前登録、そして、研

気が市民に理解されて偏見がなくなるというところまで

究活動を開いて、できるだけ皆さんに見ていただきなが

いって初めて克服となると思います。ハードルは高いの

らやっていくということを基本理念としていました。バ

ですが、それを果たすためには効果的な研究アプロー

ンク全体の運営委員会を運営母体として NPO 法人化し

チが必要でしょうし、研究者、医療者だけが研究を推

ております。賛助会として、つばめ会という任意団体が

進するというのではなく、当事者、ご家族の方のご協

財政的又は精神的支援をしています。研究自体は大学

力が必要ですし、一般市民の方の支援が必要になって

の倫理委員会が審査を受けていますが、それとは別に、

くると思います。そういった研究基盤、システムが必要

患者さん、家族の代表の方、医学以外の学識経験者の

だということです。

方からなる審議委員会を設置いたしまして、研究活動

精神疾患のブレインバンクにおける問題

のみならずブレインバンクの運営が倫理的に問題ない

なぜ精神疾患の研究が遅れたかというと、一つには
研究費の少なさがありました。また、精神疾患を研究

かという審議を常時受けているという体制になっており
ます。

する人が少ない、研究自体が難しいということもありま

福島県内のネットワーク病院は、精神科単科の病院

す。脳内の生化学情報を得るのが困難ですし、動物モ

と総合病院にある精神科を合わせて、現在県内の 13

デルだけでは困難な部分もありますし、また、脳の病

病院でネットワークを形成しております。各登録病院に

理所見などの手がかりが乏しい、遺伝研究も難しいも

は精神科の医師がコーディネーターとして 24 時間オン

のがあります。さらに、精神疾患の死後脳バンクがな

コール体制で対応している状況です。

いという状況がございました。

また、私たちは当初から、啓発活動に力を入れてお

どうして精神疾患のブレインバンクが難しいかという

ります。当事者・家族の方だけでなく、一般市民の方

ことですが、神経疾患と比べてみますと、精神疾患は

へ積極的に行ってきました。臓器提供の意思カードに

剖検して脳を見ても脳で診断ができるわけではなく、診

倣って死後脳提供意思カードというものを配布しており

断に脳が必要なわけでもありません。そして、精神疾

ます。各病院にパンフレットなどを置いたり、HP を充

患の方を剖検しようという社会的な合意が必ずしもある

実させて Twitter なども連動して更新を頻回行っていま
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す。精神疾患の当事者の方のデイケアにミニ講演会で

連絡が入ります。そこで改めてご遺族の献脳の意思を

参加させていただいたり、病院でやっているミニ講演

確認し、ご遺族の事情に十分配慮しまして、私共の契

会に参加したりして広報をしています。さらに年に一回

約している搬送業者と連絡を密に取りながら進めてま

パネルの会という医療関係者と精神障害者の当事者の

いります。そして、病院にご遺体が到着しましたら、ご

方、その家族、一般市民が最新の精神医学・医療を学

遺族と連携を取りながら解剖を進めていくということに

びあい、情報交換をする場を持って、理解を深めるた

なります。脳だけの解剖ですと 2 時間ぐらい、全身にな

めの会をその年ごとにテーマを決めて行っています。

りますと 5 時間ぐらいになります。
これは実際にご提供に至ったご遺族からの声ですが、

生前登録
生前登録の実際ですが、パンフレットや HP をご覧

この方は県外の方で割と遠方からだったのですが、
「亡

になって当バンク事務局にご連絡いただいた方に、資

くなった場所から福島まで、解剖のため搬送する車の

料をお送りいたします。資料をご覧いただいたうえで事

中で亡くなった息子の好きな曲を一緒に聞いて話をし

務局のほうで詳しく説明と確認をさせていただきます。

た。息子とゆっくり過ごすことなんてなかったから、最

そのうえでブレインバンク担当医師から改めて同意と状

後に母子の時間をいただけたことも有難かった。脳提

況の確認を行い、特定の様式に沿って書面にて同意を

供を考えなかったら、親戚や葬儀社の流れに巻かれ 2

いただいております。

人の時間なんてなかったと思う。」という風に言ってい

生前登録されている方は年度ごとに増減はあります

ただいております。

が、全体の数としては 200 を超える方に登録をいただ

今現在集積している死後脳の現状ですが、56 ケース

いております。最近は双極性障害の若い方の登録希望

になります。病気の方が 52 例、健常の方が 4 例です。

の方が多いというのが特徴です。登録されている方は

疾患の内訳は、統合失調症の方が最も多く 32 例、双

全国にわたっておりまして、福島県立医科大学だけでは

極性障害の方が 9 例、健常 4 例となっています。こち

実際にお亡くなりになった時に剖検に対応することが難

らでは死後脳で得られる生化学的な情報の他に、生前

しいということがありましたが、日本ブレインバンクネッ

の検査で得られた画像情報を集めまして、それらの情

トが構築されてきましたので、もしもの場合には近隣の

報の関連について検討を始めております。

病院で剖検できるという体制が整いつつある現状です。

また、死後脳バンクの特徴から、私たちが集めて研

実際に生前登録をされた方からの声をご紹介させて

究するだけではなく、貴重なご遺志でご提供された貴

いただきます。20 代の患者女性の方ですが、
「今まで

重なリソースですので、最大限有効利用していただくた

周りに迷惑ばかりかけて来たので、人の役に立てること

めに国内の優秀な研究機関に脳を提供いたしまして研

がしたいとずっと考えていた。
『この病気が役に立てる

究していただいております。平成 30 年、今年度の段階

脳バンクがある』と知ったときは「これだ！」と思い登

から 11 件の研究施設に試料を提供しまして、共同研究

録をしたいと思った」とおっしゃっていただいておりま

を実施しております。この 2 年間、蓄積されたリソース

す。また 60 代の患者男性の方です。
「何のために生き

を用いた論文の成果としては 8 件出ていますし、これま

ているのか分からない毎日だったけど、生前登録をして

で 24 報の論文としての成果を発表することができてお

から「提供する時に恥ずかしくないように生きよう」と

ります。私たちは年 2 回、つばめ会から会報をお届け

思えるようになった。」40 代、患者女性の方です「どう

し、研究成果を報告しております。それから、年に 1 回、

やって死のうかとばかり考えていたけど、生前登録して

つばめ会の総会を開催いたしまして、賛助会の皆様を

から「脳に損傷があったら」と思い自殺願望が抑えられ

お集めして、研究の進捗状況をお話し、質疑応答を十

るようになった 」という風に言っていただいております。

分に取りまして理解をしていただくということと、その

実際にご提供いただくときの状況ですが、生前登録

後に慰霊の儀を行っております。又、施設見学として脳

されている方が亡くなりますと、ご遺族の方、又は病院

を保管している場所にご案内し見学していただくことも

のスタッフの方から私たちの 24 時間受け付ける携帯に

毎年行っております。

-
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ご興味を持っていただけましたら HP などを見ていた

を調べるように」と言われ、ご自分の病気をすべて書

だいて、資料請求だけでも是非お問い合わせを頂けた

いたメモを渡されました。死んだ先のことを言わないで

らと思います。

くれと言ったら「患者の病気を治せないなら医学の進歩
に貢献したいという患者の希望をかなえるのも臨床医
の役割である」と言われました。

3-3 高齢者ブレインバンクの取り組み
東京都健康長寿医療センター
高齢者ブレインバンク 村山繁雄

ネットワークの形成
日本神経科学ブレインバンクネットワークは文部
科学省の研究支援課が支援してくださっていますが、
生前同意を基本にしています。生前登録同意を基本

高齢者ブレインバンク
我々の設立当初からのミッションは、病気の最初
から最後まで患者さんに寄り添い本人及び介護者の

にすると施設があまり増えず、特に大きいのが精神
疾患でした。

生活の質を改善すること、亡くなられた時剖検によ

国立精神・神経医療研究センターにおいては、精神

り最終診断をすることで最後の貢献をすること、そ

疾患における同意は有効性があるのか、双極性障害や

こで得られたリソースをもとに病気の根治療法の開

うつの場合に自殺を誘発する可能性があるのではない

発を目指すことです。

かと言って、ずいぶん長い間議論をしてきました。福島

我々はこのブレインバンク運動を日本全体に広める努
力をしています。

医大では非常に大きな努力によって対応しておられるわ
けです。日本ブレインバンクネットでは生前同意の部分

1972 年改組以来、剖検症例の病歴、画像は全て保

は外れています。それによって剖検の伝統のある拠点

管し、病理所見との対応が可能です。1985 年から剖検

を加えることができました。天皇侍医であった金澤一郎

例のゲノムがリソースとして蓄積されています。1999 年

先生はこれを促進してくださり、我々のブレインバンク

の私の赴任後 2 年半の討論の末、半脳凍結というブレ

に本登録していただいてます。

インバンクの国際水準の形での蓄積が開始できました。

日本神経病理学会ブレインバンク委員会は 1989 年

また、オールジャパン希少疾患デポジトリーという、私

創設で、元々は日本全国で病理解剖を受けたいと希望

が色々なところで診断を援助し、凍結脳を高齢者ブレ

される方がいた時に、生前同意の方の受け皿になって

インバンクで委託保管することを平行して行っています。

ほしいということで広げていったものです。わたくしは

ブレインバンクは 1999 年に 0 からのスタートで、厚

1999 年から委員長を務めています。委員長立候補時、

生労働省、文部科学省に申請してもダメでしたが、東

受け皿をオールジャパンに拡げることを公約にしまし

京都に訴えたら石原都知事が支持してくれて、支援をし

た。九州は福岡県しかカバー出来ておらず、努力を続

てくれるようになったのでとてもありがたいと思っていま

けています。

す。高齢者ブレインバンクのシンボルは三つの輪で患者、
医師、研究者を表しています。

では、日本ではなぜこの活動ができるのか。それは
剖検の定義が日本と外国で異なるからです。日本の場

東大の医学部で初めて理学博士で教授になられた今

合、明治時代から、剖検は診断だけでなく、教育と研

堀先生は、70 歳代からわたくしが診ておりました。こ

究に使うという同意がついています。学生を教えている

の方は 2016 年に高齢者ブレインバンクに登録されて、

医学部病理学教室には院内剖検 1 例について剖検支援

我々の活動を支援してくれていました。

費が文部科学省より支給されてきました。また日本全国

もう一人、豊倉康夫先生は東大神経内科初代の教授

で行われている剖検はデータベース化されています。

ですが、そのときのウチの院長が、
「人を治す病院で死

解体新書の時に日本の医学者は、欧米の医学につい

んだ後の活動をするのは許さない」といったときに、ド

ていくには剖検が必須であるという意識を持ち、それ

ナー登録制度を自分が 1 例目になることで始めてくだ

が一般の方にも共有されたというのがとても大きいと思

さった方です。亡くなる前に「私が死んだらこういうこと

います。
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篤志解剖の最初として、山梨県立博物館に展示され

死にたい気持ちを全部言ってもらう。大事なことはど

ているのは、住血吸虫症で亡くなられた主婦の方で、

こまで具体的に考えているかです。死ぬ方法まで考えて

病因究明のために自分の体を使ってほしいと、献体され

いるとなると危険な状況です。近しい人が病院に連れて

ました。研究者が剖検で得られた肝臓より住血吸虫症

いく必要があります。そこまでではない、死にたいぐら

の卵を見つけ、原因がわかり、予防が進み、撲滅でき

い辛いという場合はその辛い気持ちを話してくれたこに

た歴史があります。

対する感謝を伝え、経緯やバックグラウンドについてよ

また日本の場合、優秀な医者が神経病理診断に向か

く聴く。死にたいと言われれば不安になるけれど、死に

う体制があります。昨日、我々のところで国際ブレイン

たい気持ちを
「ダメだ」と言って封じ込めるのはよくない。

バンクシンポジウムを行い、100 人近くの方が集まりま

死にたいくらい辛い気持ちをよく聴いてあげることが大

した。日本のブレインバンクネットワークは非常に世界

事です。
（中込和幸）

的に評価されているということをお伝えして、私の講演
を終わります。

・うつと双極性障害の違い、見分け方はありますか
以前に躁状態があったかどうかの確認が重要です。

Q

&

A

本人が気づいていない場合もありますので、医師の側
から確認することが診断の決め手です。症状の特徴で

参加者の皆様から頂いた質問と回答をご紹介します。
（紙面の都合上、いただいたすべての質問にはお答えで

多少違うところはありますが、躁状態がまだ無い方は、
将来双極性障害になるのかどうかは完全には見分けら

きず、申し訳ありません。
）

れません。
（加藤忠史）

・うつ病を発症した際、どの治療科を受診すること

・双極性障害におけるそれぞれの症状のサイクルは

が好ましいとお考えですか？

パターンがあるのでしょうか？

本当ならば精神科、心療内科に来ていただくのがい

一般的に言われているのは躁状態は 1 年後くらいに

いと思うのですが、難しい場合もあります。内科の先生

再発する場合が多いということです。同じ季節になる場

なら、いつもと様子が違うことに気づくことがある。ど

合もあります。多い人だと年間に 3，4 回躁状態になる

この診療科というよりも、かかりつけの馴染みの先生

方もいます。人によって違うので、主治医と一緒にパター

がいいのではないでしょうか。
（中込和幸）

ンを確認して認識することが重要です。
（加藤忠史）

・
「死にたい」ということに耳を傾ける時、どんな聞
き方をするとよいのか？

-
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平成 30 年度

NCNP ブレインバンク年次報告

NCNP ブレインバンクの活動に、いつもご協力い

病理解剖例

ただきまして、ありがとうございます。

平成 30 年度、ブレインバンク拠点病院間での連携
もあり、10 名の登録者様の病理解剖がご遺族の同意
のもと行われました。

●登録者実績数の推移

今後も拠点・協力病院を増やしていく予定です。
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●登録者の分布
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国内学会で 19 件、でブレインバンクによって得られ
た研究の報告をいたしました。

40

20

第 59 回日本神経学会学術大会 , 札幌 ,2018.5
第 12 回パーキンソン病・運動障害疾患コングレス ,

宮崎県
広島県
熊本県
岩手県
佐賀県
愛媛県
岡山県
宮城県
山口県
山梨県
滋賀県
和歌山県
三重県
茨城県
福岡県
北海道
青森県
石川県
群馬県
福島県
静岡県
京都府
愛知県
大阪府
千葉県
兵庫県
新潟県
神奈川県
埼玉県
東京都

0

京都 , 2018.7
第 61 回日本神経化学会大会 , 神戸 , 2018.9
19th International Congress of Neuropathology,

●登録者の内訳

Tokyo, 2018.9

パーキンソン病・レビー小体型認知症
7

17

多発性硬化症・視神経脊髄炎

4
72

パーキンソン症候群

パーキンソン病・レビー小体型認知症 進行性核上性麻痺
17

75

7

4
72

てんかん

パーキンソン症候群

脊髄小脳変性症

進行性核上性麻痺
75

てんかん

7

17

4

72

4

5

8

4

72

4

4

5

12

4

37

5

11

8

4

5

12

5

11

11
多系統萎縮症
多発性硬化症・視神経脊髄炎
37

4

12

多系統萎縮症
ジストニア

8

8

4

17

8

ホームページより

37

脊髄小脳変性症
パーキンソン病・レビー小体型認知症

17

5

パーキンソン症候群

ジストニア

8進行性核上性麻痺

筋委縮側索硬化症

お問い合わせいただければ、

筋疾患

送付いたします。

大脳皮質基底核変性症
その他

てんかん

筋疾患

脊髄小脳変性症

大脳皮質基底核変性症

多発性硬化症・視神経脊髄炎37

多系統萎縮症

その他

パーキンソン症候群

ジストニア

ボランティア

統合失調症

進行性核上性麻痺8
11
5
てんかん

筋委縮側索硬化症

気分障害

その他

筋疾患

統合失調症

脊髄小脳変性症

大脳皮質基底核変性症 その他

多系統萎縮症

その他

ジストニア

ボランティア

筋委縮側索硬化症

気分障害

筋疾患

統合失調症

大脳皮質基底核変性症

その他

その他

ダウンロードできます。

筋委縮側索硬化症

パーキンソン病・レビー小体型認知症

4

〈パンフレットが新しくなりました〉
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献脳生前登録ハンドブック

