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1. 研究目的 

 国立精神・神経医療研究センターのインハウス

研究の重要なパートとして、国際協調に基づく神

経筋疾患ナショナルレジストリーRemudy の成功

を踏まえ、我が国における希少疾病の疫学の把握

のために臨床研究を推進し、精確な登録情報を元

に新規創薬のための臨床開発研究を促進すること

とした。具体的には、 

1) ナショナルレジストリーの登録情報を用い臨床

開発研究を促進する 

2) 臨床研究基盤としての疾患レジストリーを希少

な難治性疾患全体に展開し、疾患の疫学の解明

につながる臨床研究を推進する 

3) 遺伝子診断システムの確立と効率的な実施のた

めの方策を提示し、医療システムの改善につな

げる 

の 3 点を掲げた。さらに神経筋疾患にとどまらず

希少な難治性疾患全体を俯瞰した展開を目指し、

希少疾患の医療システムを改善する施策に資する

ように、ICT技術を応用した具体的なロードマップ

を提示することを、本研究の目的とした。 

2. 研究方法 

 神経筋疾患患者情報登録 Remudy のインフラを

用いた臨床研究を実施した。登録情報を解析、遺伝

子解析システムの改良を実施し、また研究班のメ

ンバーおよび協力研究者と共同で、登録者、協力医

師などを対象に調査研究を実施した。 

 倫理面への配慮：本研究は、国立精神・神経医療

研究センター倫理委員会の承認を得て実施してい

る：ジストロフィン症患者登録（A2014-161）、GNE

縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー患者登録

（A2011-079）、筋強直性ジストロフィー患者登録

（A2013-143）、先天性筋疾患登録（A2015-110）。特

に遺伝情報を含む個人情報を取り扱っており倫理

面への配慮、情報管理体制には万全の体制をとっ

て実施している。運用中の Web 登録システムは、

日本の代表的企業が提供する最先端の匿名化技術

を応用した厳密な情報セキュリティシステムを備

え、厳重な個人情報の保護が担保される。 

3. 研究結果及び考察 

 本研究では、ナショナルレジストリーとしての

神経・筋疾患患者情報登録システム Remudyおよ

び、正確な遺伝情報を登録するためこれに対応す

る遺伝子解析システムをあわせて運用した。2017

年 3月末日現在、ジストロフィノパチー 1,575、

GNEミオパチー 181件の登録依頼を受けた。一

年毎に登録情報の更新を進め、ウェブサイト、市

民公開講座（NCNP、分担および協力施設、関連



の研究班を含む）、筋ジストロフィー臨床試験ネ

ットワーク、国立病院機構神経・筋疾患研究ネッ

トワーク、地域の医療担当者向けの勉強会、患者

団体主催の講演会等を通じ、登録の意義、手順、

現状などをわかりやすく周知した。最新の臨床研

究に関する情報提供：郵送の媒体（Remudy通信 

年３回）、e-mail（Remudyニュースレター 月２−

３回）、ホームページ（週に２−３回の更新）を継

続して実施した。周知が不十分な地域の医療機関

に対しても積極的に情報提供を行い、2016年度は

Remudyに対する認知が拡がっていることが確認

された（園田ら）。登録項目の記載方法説明書

（記載例）の改良を行い、ウェブベースによる登

録と更新手続の改良も検討した。TREAT-NMD及

び NCNPを介し、臨床開発企業およびアカデミア

の研究者への情報開示依頼、および患者リクルー

トに関する情報提供を実施した。情報開示、情報

提供のための利用は、2016年度は 3月末まで 7件

（2010年から総計 27件）であった。情報提供の

手数料の授受に関して検討を行い契約手続きおよ

び実施手順を整備した。 

2016年 10月 15日までのジストロフィン遺伝子解

析総数は 474件であった（西野ら）。サンガー法

によるジストロフィン遺伝子のダイレクトシーク

エンス解析を継続し、同時に次世代シークエンサ

ーの応用の可能性を検討した。顔面肩甲上腕型筋

ジストロフィー、ディスファリノパチー、カルパ

イノパチー、眼咽頭型筋ジストロフィー等の遺伝

子診断システムの検討、疾患登録の準備を進め

た。ジストロフィノパチーについて、ステロイド

治療に関する調査研究を実施し（Takeuchi F et al. 

2016）、女性患者の登録の準備としての調査研究

（石崎ら, 2015, 小林ら, 2016）、軽症型（ベッカー

型）の運動機能等をはじめとしてデータ解析を行

った。GNEミオパチーについては、日本における

GNE遺伝子変異の傾向や自然歴をまとめ報告した

（森ら）。国際的な登録を進める GNEM-DMPと

情報を合わせて解析ができる方策を協議した。

2015年 12月よりジストロフィノパチー登録、

2016年 3月より GNEミオパチー登録を個人情報

の登録部分も含めてWeb患者情報登録システムを

運用した。2016年 11月 18日現在、ウェブシステ

ムの利用登録患者の合計は 375名（登録完了 

1,630名中の 23%）、ウェブシステムの利用登録を

すませた協力医師は 47名（Remudy登録協力医師 

718名の 6.5％）だった。Remudy事務局から登録

者へのウェブシステムを介した照会・連絡は 81

件と、順調に運用された。 

福山型先天性筋ジストロフィーは神経・筋疾患医

学情報登録管理機構（一般社団法人日本筋ジスト

ロフィー協会）によって、本研究開発費により

2011年 10月より継続中され、2016年 10月現在

214件の登録依頼を受け付けた。研究協力者の東

京女子医大小児科の石垣らは登録データを後方視

的に解析し、我が国における福山型先天性筋ジス

トロフィーの実態を示された。また新規登録対象

疾患への応用として、研究開発費による研究成果

を元に 2014年度より厚生労働科学研究費補助金

（難治性疾患政策研究事業）を受け、2014年 10

月より筋強直性ジストロフィー登録（事務局：大

阪大学・髙橋正紀教授）の運用を行っている。

2016年 10月現在 541件の登録依頼を受けた。ま

た 2016年 8月より先天性筋疾患登録（国立精

神・神経医療研究センター病院小児神経科：石山

先生）を開始し、10月現在 1件の登録依頼を受け

た。 

一方、希少な難治性疾患に関して国際的な研究基

盤との情報交換および国内外のレジストリーの調

査を行った。国の政策、特に創薬への登録情報の

活用の取り組み（クリニカル・イノベーションネ

ットワーク）に貢献できる情報を提供した。国立

病院機構の筋ジストロフィー病棟データベースの

データ解析を進め、DMD超長期生存例のまとめ

を報告した（Saito T. et al., 2016）。よりよい情報提

供を目指し、医療機関や医療従事者を介さないニ

ーズ調査としてウェブ上の情報に加え文献レビュ

ーを行い、ウェブサイトの改善に資することがで

きた。ミトコンドリア病登録システムのウェブペ

ージ（後藤雄一ら、厚生労働科研）の運用にも反

映させた。 

4. 結論 



 Remudyは神経筋疾患、希少な難治性神経筋疾患

の治療開発を目指した臨床研究の基盤であり、臨

床研究のための全国的なネットワークとリンクす

る患者・医療者・研究者・開発企業・行政・規制当

局等が一体となった開発のモデルを提示した。ま

た希少性疾患の国際的協調に積極的に参画し、指

定難病や希少な難治性疾患の新しいフレームワー

クを検討するための重要な情報提供を継続してき

た。当初の研究計画に具体的な目的ととして掲げ

た、1) ナショナルレジストリーの登録情報を用い

臨床開発研究を促進する、2) 臨床研究基盤として

の疾患レジストリーを希少な難治性疾患全体に展

開し、疾患の疫学の解明につながる臨床研究を推

進する、3) 遺伝子診断システムの確立と効率的な

実施のための方策を提示し、医療システムの改善

につなげる、の 3点はほぼ達成できた。 
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8. 自己評価 

1) 達成度について 

研究当初に掲げた 3つの目的はほとんどす

べてが達成された。実施中に新しい課題に

取り組み、次の研究に向けた橋渡しに努め

た。 

2) 学術的、国際的、社会的意義 

 レジストリーを用いた研究成果を報告

し、臨床研究の新しい手法を提示した。ま

た一方でレジストリー研究の限界を提示し

た。次世代の要求に応える次世代のしくみ

を提示した。希少な難治性疾患の臨床研究

開発基盤として情報、課題、今後の方策を

共有した。国際希少疾患コンソーシアム

IRDiRCへの橋渡しも早期から取り組ん

だ。AMEDが参画し重要な役割を担う礎を

築いた。 

3) 行政的意義について 

 日本の医療イノベーションの推進のため



にナショナルセンターが国民・社会から求

められている臨床研究基盤の整備を推進

し、今後の発展を企図した。 

4) その他特記すべき事項について 

 なし 

 


