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研究に関するお知らせ 

（研究課題名：筋萎縮性側索硬化症の診断基準に関する後ろ向き研究） 

 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院神経内科では、以下にご説明

する研究を行います。 

この研究への参加を希望されない場合には、研究不参加とさせて頂きますので、

下記のお問い合わせ先にお申し出ください。お申し出になられても、いかなる不利

益も受けることはございませんので、ご安心ください。 

 

■研究目的・方法 

筋萎縮性側索硬化症（ALS）は、脳や脊髄に存在し、ヒトの運動に関与する上位・ 

下位運動ニューロンが進行性に機能が障害される。発症後平均 3〜5 年で呼吸不全が

生じ、人工呼吸を装着しないと死亡する予後不良な疾患である。ALS においては、近

年新規治療薬の治験が盛んに行われている。しかし、早期症例で既存の診断基準の感

度が低いことが、エントリー基準として用いる際の障害となっている。早期治療開始

のためにも、感度・特異度の高い診断基準が強く望まれている。また既存の診断基準

では当てはまらない ALS 例がかなりあることも問題である。現段階では ALS に特

徴的なバイオマーカーがないため、診断は臨床症候と電気生理学的に頼らざるを得な

いのが実情である。これまでに、診断のための高い感度・特異度に関する研究はなさ

れてきた。また、臨床症候としての筋力低下分布においても特徴的所見があることを

見出してきた。本研究では、これら ALS 早期診断に役立つ種々の臨床的電気生理学

的特徴を明らかにすることを目的とする。具体的には、1) 針筋電図上みられる線維

束攣縮と呼ばれる特徴的な所見の特異度、2) 特異度を高めるための線維束攣縮と他

の安静時活動との鑑別方法、3) 新しく見出された筋力低下分布の特徴の有用性、4) 

これらを総合した新しい診断基準を作成し、その感度・特異度を検証し、既存の診断

基準と比較することなどを目指す。 

 

1. 研究の方法： 

2015 年 1 月から 2019 年 7 月までに、帝京大学付属病院神経内科及び関連 

施設で筋電図検査に紹介された患者の臨床情報を後ろ向きに検討し、エントリー基

準を設けて ALS 患者を抽出する。エントリー基準は帝京大学医学部附属病院神経内

科・神経筋電気診断センター、亀田総合病院、横浜労災病院、東京慈恵会医科大学

医学部附属病院、国立病院機構下志津病院で筋電図検査を受診し、運動ニューロン

疾患を疑って筋電図診断を行った結果運動ニューロン疾患と診断された 20 歳以上

の症例。revised El Escorial 基準または AWAJI 基準で possible ALS、及び

UMN徴候を欠くが、ALS 類似の LMN 徴候を呈する PMA 症例も対象に含める。   

除外基準として、診断に重要な臨床症候や検査所見に影響を及ぼすことが明確な

他疾患合併例は除外する。また、未成年は解析対象に加えない。 

臨床所見、筋電図検査において以下の項目について調査する。研究を実施する場所
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は神経内科外来及び中央検査部筋電図室とする。なお、下記の検査項目はすべて、

ALS などの運動ニューロン疾患が疑われる患者において、臨床評価のために施行す

る通常診療の範囲を超えない検査である（RNS についても、我々の以前の検討で

ALS 診断における有用性が高いことが示されたことからルーチンに施行してい

る）。本研究は後ろ向き観察研究に相当し、患者に新たに身体的・経済的負担を強い

るものではないものであり、公開文書によって opt out の機会を与えることで同意

取得とみなす。また、エントリー症例について可能な限りの追跡情報を得て、明確

な臨床的進行が確認された例を最終的なエントリー例とする。 

追跡情報については、患者の紹介元、新規逆紹介先など、当院受診後患者をフォ

ローしていると思われる施設に共同研究施設となってもらって倫理申請をしてもら

い、現在の状況についての情報を得ることについて承諾を得た上で、診療録等を確

認してもらって追跡情報を得る。 

 

■研究期間 

理事長承認日～西暦2022年12月31日 

 

■研究の対象となる方 

当院神経内科にて筋萎縮性側索硬化症が疑われ、帝京大学付属病院神経内科に紹

介され、同院で精査加療を受けた方 

 

■ご協力頂く内容 

上記の対象期間中に診療録に記録された診療情報（臨床症状、検査結果等）を、

研究に使用させて頂きます。使用に際しては、政府が定めた倫理指針に則って個人

情報を厳重に保護し、研究結果の発表に際しても、個人が特定されない形で行いま

す。 

 

■外部への試料・情報の提供 

研究データの提供は、特定の関係者以外がアクセスできない状態で行います。匿

名化対応表は、国立研究開発法人国立国際医療研究センターでは当センターの個

人情報管理者が保管・管理します。 

 

■研究組織 

実施責任者：園生雅弘・帝京大学医学部神経内科学講座・主任教授 

個人情報に係る情報管理責任者：畑中裕己・帝京大学医学部神経内科学講座・准教授 

高橋和沙・帝京大学医学部神経内科学講座・修練医 

濱田雄一・帝京大学医学部神経内科学講座・臨床助手 

神谷久雄・帝京大学医学部神経内科学講座・臨床助手 

立山佳祐・帝京大学医学部神経内科学講座・臨床助手 

宮地洋輔・帝京大学医学部附属病院・非常勤医師 
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共同研究機関 

国立国際医療研究センター 神経内科 新井憲俊 

横浜労災病院 神経内科 園生雅弘・非常勤医師、今福一郎・部長 

亀田総合病院 神経内科 園生雅弘・非常勤医師、福武敏夫・部長 

東京慈恵会医科大学医学部附属病院 神経内科 園生雅弘・非常勤医師、松野博優・助教、

坊野恵子・助教、寺澤由佳・講師、井口保之・主任教授 

国立病院機構下志津病院 神経内科 園生雅弘・非常勤医師、三方崇嗣・医長、本吉慶史・

部長 

国本ライフサポートケアクリニック 神経内科 國本雅也・院長 

上尾中央病院 神経内科 高橋和沙・非常勤医師、松倉清司・非常勤医師、徳永惠子・部長 

安城更生病院 神経内科 安藤哲郎・副院長 

臼井内科 神経内科 臼井徹・院長 

宇都宮脳脊髄センター 脳神経外科 金彪 

小川赤十字病院 神経内科 三井隆男・部長 

金町脳神経内科・耳鼻咽喉科 内科 内野勝行・院長 

要町病院 神経内科 高橋恵子 

済生会栗橋病院 神経内科 村上善勇・副担当部長 

川口市立医療センター 神経内科 菅野陽・副部長 

国立病院機構関門医療センター 脳神経内科 田崎彩子 

越谷市立病院 神経内科 河村美巴子・医長 

埼玉医科大学総合医療センター 神経内科 古谷真由美・助教 

埼玉協同病院 神経内科 新井祐子・非常勤医師 

埼玉精神神経センター 丸木雄一・センター長 

埼玉病院 神経内科 石川晴美・センター部長 

埼玉メディカルセンター 神経内科 栗原一浩・部長 

静岡県立総合病院 脳神経内科 原田清・神経センター長 

静岡てんかん・神経医療センター 小尾智一・センター長 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科 中里朋子・助手 

市立川口病院 脳神経内科 菅野陽・副部長 

筑波大学附属病院 神経内科 武田勇人 

東京医療センター 脳神経内科 森田陽子・部長 

吉野内科クリニック 神経内科 吉野正俊・院長 

東海大学医学部附属病院 神経内科 湯谷佐知子・助教 

東京医科歯科大学医学部附属病院 神経内科 横田隆徳・教授 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 神経内科 谷口洋・診療部長 

東京新宿メディカルセンター 神経内科 黒川隆史・医長 

東京大学医学部附属病院 神経内科 清水潤 

東京高輪病院 整形外科 中川種史 

東京都健康長寿医療センター 神経内科 村山繁雄・部長 
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東京都立多摩総合医療センター 脳神経内科 長岡詩子・医長 

東京脳神経センター 神経内科 岩田誠・副所長 

獨協医科大学病院 脳神経外科 金彪・教授 

獨協医科大学越谷病院 神経内科 宮本智之・診療部長 

長野赤十字病院 神経内科 佐藤俊一・部長 

日本大学医学部附属板橋病院 脳神経内科 秋本高義 

日本医科大学千葉北総病院 神経内科 小澤明子・助教 

博慈会記念総合病院 神経内科 酒巻雅典 

箱根病院 小森哲夫・院長 

戸田中央総合病院 神経内科 丸山健二・部長 

平塚市民病院 神経内科 田川朝子・部長 

冨家病院 神経内科 畑中裕己 

藤枝平成記念病院 脊椎外科 花北順哉・副院長 

防衛医科大学病院 中川慶一 

宮崎大学医学部附属病院 神経内科 望月仁志・副科長 

武蔵野総合病院 神経内科・宮内敦生 

焼津市立総合病院 神経内科 鈴木洋司・センター長 

横浜市立大学付属市民総合医療センター 神経内科 上田直久・部長 

さいたま赤十字病院 脳神経内科 日野秀嗣・部長 

川崎市立川崎病院 神経内科 野崎博之・部長 

 

■利益相反について 

利益相反の状況については NCGM 利益相反マネジメント委員会に報告し、その指 

示を受けて適切に管理します。本研究に関する研究全体及び研究者個人として申告す

べき利益相反の状態はありません。 

 

■研究計画書等の入手・閲覧方法・手続き等 

あなたのご希望により、この研究に参加してくださった方々の個人情報の保護や、 

この研究の独創性確保に支障がない範囲で、この研究の計画書や研究の方法に関する

資料をご覧いただくことや文書でお渡しすることができます。ご希望される方は、ど

うぞ記載のお問合せ先にお申し出ください。 

 

■個人情報の開示に係る手続きについて 

本研究で収集させて頂いたご自身の情報を当院の規定に則った形でご覧頂くこと 

も出来ます。ご希望される方は、どうぞ記載のお問合せ先にお申し出ください。 

 

■当院の研究責任者： 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター 神経内科 新井 憲俊 
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■本研究全体の研究代表者： 

  帝京大学医学部神経内科講座 園生 雅弘 

 

■お問い合わせ先 

国立国際医療研究センター神経内科 新井 憲俊 

住所：東京都新宿区戸山１－２１－１ 

電話：０３－３２０２－７１８１ 

 


