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「接触鍼
せっしょくしん

(テープ鍼
しん

)による筋活動の変化」への御協力のお願い 

 

はじめに 

臨床研究により新しい治療法を確立することは大学病院の使命であり、患者さんのご協力

により成し遂げることができるものです。今回参加をお願いする臨床研究は“自主臨床研

究”と呼ばれるもので、実際の診療に携
たずさ

わる医師が医学的必要性・重要性に鑑
かんが

みて、立

案・計画して行うものです。製薬会社などが行う新薬の安全性・有用性を調べ、厚生労働

省の承認を得るための臨床試験、いわゆる治験
ち け ん

ではありません。この研究については当院

の臨床試験審査委員会の審議にもとづく病院長の許可を得ています。研究に参加されるか

どうかはあなたの自由意思で決めて下さい。参加されなくてもあなたが不利益を 被
こうむ

るこ

とはありません。 

 

私達は痙性麻痺
け い せ い ま ひ

患者の鍼
はり

治療の開発のために患者さんにご協力を頂き、研究「接触鍼
せっしょくしん

（テ

ープ鍼
しん

）による筋活動の変化」を行いたいと思っております。以下の説明文をお読みいた

だき、充分納得していただいたうえ、研究に参加されるかの判断をしてください。 

この説明文書をお読みいただき、ご納得の上でこの研究にご協力いただける場合は、２枚

の同意書にご署名をお願いいたします。また、患者さんが未成年の場合は、患者さん本人

と保護者の方に同意をいただくことになります。 

 

（１） 研究の目的 

筋肉がつっぱったり、硬
かた

くなってしまう痙性麻痺
け い せ い ま ひ

では、機能障害
きのうしょうがい

だけではなくその他の

症状を訴えられることも多いようです。なにかをしようと思っていても、身体が重く感

じたり、または身体の痛みにより、身体を動かすことそのものが億劫
おっくう

になってしまい、

散歩やリハビリを中止してしまった経験はありませんか？私達はこれらの症状の軽減も

大切なリハビリ治療の一つと考え、特に歩くことに着目し、動きにくさ（歩きにくさ）

や動いた時のからだの痛みなどを軽減
けいげん

させるための鍼治療
はりちりょう

を行ってきました。患者さま

からはこれまでにも、「歩きやすくなった」、「からだが軽くなった」などというコメント

を頂いています。これらの鍼治療
はりちりょう

には、テープ式接触鍼
せっしょくしん

（鍼が身体に入ることはありま

せん）を使用しています。鍼を刺す時の痛みなどは一切ありません。また、経穴
けいけつ

（つぼ）

を選択する方法には様々ありますが、近年開発された『M-Test』と呼ばれる方法を採用

します。この方法は、（腕が重たく感じて）手があげにくいなどの「うごき」を基準とし

て経穴
けいけつ

（つぼ）を選ぶ方法です。また、治療者と患者の双方にて経穴
けいけつ

（つぼ）部位の有

効性を確認していきますので安心です。（詳しいM-Test法は別紙1を参照してください） 

これまでの研究では、この M-Test による鍼治療
はりちりょう

により筋肉の使い方が変わってくること
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がわかってきました。そこで本研究では、痙性麻痺
け い せ い ま ひ

患者のリハ訓練や日常生活活動をよ

り行いやすくすることを目標に M-Test による鍼治療を行い、痙性麻痺
け い せ い ま ひ

患者の筋肉の動か

し方がどのように変化しているかを、筋電図
きんでんず

を用いて更に詳しく観察していこうと考え

ています。 

 

（２） 研究の方法（デザイン） 

① 参加基準について 

* 昭和大学病院または藤が丘リハビリテーション病院のリハビリテーション科に通

院している通院可能な痙性麻痺患者（Brunnstrom Stage：III 以上） 

* 毎日歩行が可能であること 

* 15 歳以上の方 

* 意識が明瞭で意思の疎通が困難でないこと 

* テープ（絆創膏）による皮膚のただれ等が予測されないこと 

② 研究予定期間およびスケジュール 

この研究の予定参加期間は全２ヶ月間です。 

はじめの 1 か月は毎週ご来院いただき、鍼治療を受けていただきます。続いての 1 か

月は、治療はありません。鍼は全て外していただきます。 

また、筋電計測のために 2 日（所要時間約 3 時間/回）お時間をいただきます。 

ライフコーダ：角速度センサー付き歩数計を携帯して頂き身体活動を記録します。ラ

イフコーダとは、小型で胸ポケットやズボンのポケットに入れておける程度の大きさ

（２２g）です。就寝時と入浴時を除く全ての身体活動を記録しますので、期間中は

常に携帯して下さい。 

③ 試料の取り扱い（採取方法・使用方法・保管等）と廃棄について 

【ご提供いただく試料】 

A) 身体機能評価（Brunnstrom Stage, Modified Ashworth Scale）：1 回目の治療前、

鍼刺激期間終了後、鍼刺激なし期間終了後の 3 回測定します 

B) 表面筋電測定：2 回に分けて測定します（測定所要時間：約９０分/回） 

1 回目）a: 1 分間努力歩行時の表面筋電：両下肢の 8 筋（左右の大腿四頭筋、大腿二

頭筋、前脛骨筋、内側腓腹筋）を測定します。治療前後にてできるだけ早く

歩く 1 分間を 3 回測定します 

2 回目）b: 下肢電気刺激による誘発筋電：電気刺激により痛みを伴います。 

ここでは、鍼の効果だけでなく、プラシーボ効果（心理的効果）の影響をみ

るために、見た目にそっくりな偽鍼と本物の鍼の 2 種類を使用します。どち

らが本物なのかは、測定をしている人にもわからないようになっています。

電気刺激は 4 測定を 3 回行います。鍼治療を行う前、鍼（またはプラセボ鍼）
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刺激後、プラセボ鍼（または鍼）刺激後の 3 回です。鍼刺激と偽鍼での刺激

は順番がバラバラになっているので、どちらが先になるかは測定者にもわか

りません。 

c: 座位にて軽作業（腕を挙げる、膝の曲げ伸ばしなど）による表面筋電 

C) ビデオ撮影* （筋電計測中の歩き方、動き方を記録します） 

D) M-Test データ：毎回の鍼治療にてこちらで記録します 

E) ライフコーダによる歩行量、身体活動量測定：全 2 ヶ月間、毎日携帯して頂きます

（入浴、就寝中を除く） 

F) カルテに記載されている痙性麻痺に関する診療情報：こちらで転記します 

 

【試料の保存と破棄方法】 

全データは藤が丘リハビリテーション病院、昭和大学リハビリテーション医学講座内

にて管理保管いたします。全研究期間終了時には、原則として全ての試料（撮影ビデ

オ）とこの研究にて得られた情報は速やかに破棄されます。ただし、それらを将来の

別の研究に使用する計画がでた場合は、ご本人の再同意を取る事とし、事前に当該の

倫理委員会に申請し審査を受けることとします。尚、期間途中で参加を撤回
てっかい

した場合

には全試料を破棄し、データ等を使用する事はありません。 

（３） 研究に用いる薬剤について 

本研究で、薬剤を使用する事はありません 

（４） 研究参加に伴う利益・不利益について 

<利 益> これまでの接触鍼刺激にて、疼痛の軽減や動きやすさが観察されています。 

先行研究にて、約６７%の方の下肢筋電に変化が観察されました。 

<不利益> 貼付により皮膚がかぶれる場合があります。 

（５） 自由意思による同意と同意撤回の自由 

研究への参加は患者さんの自由意思によるものであること。同意したあとでも、いつ

でも取り消すことができます。 

（６） 研究への参加を断っても診療上の不利益は受けないこと 

参加しない場合や同意を取り消した場合でも、患者さんに最も適した治療を行い、 

治療上の不利な扱いを受けるなどの不利益を被ることは一切ありません。 

（７） プライバシー等の保護について 

いかなる場合においても個人情報を研究以外に使用する事はありません。 

またこの研究で得られた成績は、医学雑誌などに公表されることがありますが、研究

にて得られたあなたの名前やデータなどの個人的情報は一切わからないようにし、プ

ライバシーを守ります。 

（８） 健康被害が発生した場合の対応と補償について 
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この臨床研究は、これまでの報告に基づいて科学的に計画され、慎重に行われます。

もし臨床研究の期間中あるいは終了後にあなたに副作用などの健康被害が生じた場合

には、医師が適切な診察と治療を行います。 

もしこの研究への参加に起因して健康被害が生じた場合でも、提供される治療には健

康保険を適用し、本研究に伴う特別な金銭的な補償はありません。 

（９） 新たな情報が得られた場合の対応について 

この臨床研究に関して、患者さんの研究参加への意思に影響を与える可能性のある情

報が得られた場合には速やかにお伝えします。 

（10） 研究参加中、守っていただく事項について 

研究参加中（２ヶ月間）は、いつも通りの生活を心がけて下さい。 

期間中は原則として週に一度来院してください。計測などのためのスケジュール調整

をお願いします。 

予約日に不都合が発生した場合は、事前にご連絡をお願いします。その場合、その後

のスケジュール調整のために、こちらからお電話させて頂く場合があります。 

身体活動の記録のために研究参加中（２ヶ月間）はライフコーダを常時携帯して頂き

ます。ライフコーダはポケットに入るサイズの万歩計とお考えください。 

（11） 倫理性の審査について 

この研究において、昭和大学藤が丘病院臨床試験審査委員会の審査を受け、病院長の

了承を得た研究であることをお知らせいたします。 

（12） 研究に関わる費用について 

患者さんがご使用の保険診療の範囲内で行いますので金銭的負担が増えることはあり

ません。また鍼施術にかかる費用は、一切ご負担いただきません。 

（13） 研究結果の公開について 

研究結果は学会等において発表することがあります。 

この研究結果が公表される場合でもあなたの身元が明らかになることはありません 

（14） 知的財産権、利益相反について 

・この研究から発生する可能性のある知的財産権は研究を実施する研究機関や研究者

に属し、研究データ提供者がこの権利を持つことはありません。 

・本研究の実施に関して、起こりうる利害の衝突（利益相反
りえきそうはん

）は存在しません。 

 

（15） 研究者等の氏名及び職名 

 責任者：松本  美由季 

 所属 ：昭和大学医学部リハビリテーション医学講座 

      職名 ：特別研究生 

 住所 ：〒227-8518 横浜市青葉区藤が丘 2-1-1 
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 電話 ：045-974-2111（昭和大学藤が丘ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 代表） 

（16）質問の自由・相談窓口について 

計画および方法についての資料を入手、閲覧することはいつでも可能です。またご不

明な点や質問がある場合は、いつでも上記の電話番号にて対応致します。研究責任者

又は分担研究者（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 水間）をお呼びください。 
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被験者様へ 

「接触鍼(テープ鍼)による筋活動の変化」への御協力のお願い 

 

私達は痙性麻痺患者の鍼治療の開発のために患者様にご協力を頂き、研究「接触鍼（テー

プ鍼）による筋活動の変化」を行いたいと思っております。説明文をお読みいただき、充

分ご納得いただいたうえ、研究に参加、ご協力の判断をお願いします。 

 

参加基準は以下の通りです 

 *15 歳以上の健康成人 

 *テープ（絆創膏）による皮膚のただれ等が予測されないこと 

 

データの取り扱いなど全ての事項については、患者様への説明文書に準じます。ただし、

研究の方法、ご提供頂く試料は以下の通りとなります。 

【ご提供いただく試料】 

A) 身体機能評価（Brunnstrom Stage, Modified Ashworth Scale）：1 回目の治療前、

鍼刺激期間終了後、鍼刺激なし期間終了後の 3 回測定します ※測定しません 

B) 表面筋電測定：2 回に分けて測定します（測定所要時間：約９０分/回） 

1 回目）a: 1 分間努力歩行時の表面筋電：両下肢の 8 筋（左右の大腿四頭筋、大腿二

頭筋、前脛骨筋、内側腓腹筋）を測定します。治療前後にてできるだけ早く

歩く 1 分間を 3 回測定します 

2 回目）b: 下肢電気刺激による誘発筋電：電気刺激により痛みを伴います。 

ここでは、鍼の効果だけでなく、プラシーボ効果（心理的効果）の影響をみ

るために、見た目にそっくりなプラセボ鍼（偽鍼）と本物の鍼の 2 種類を使

用します。どちらが本物なのかは、測定をしている人にもわからないように

なっています。電気刺激は 4 測定を 3 回行います。鍼治療を行う前、鍼（ま

たはプラセボ鍼）刺激後、プラセボ鍼（または鍼）刺激後の 3 回です。鍼刺

激とプラセボ刺激は順番がバラバラになっているので、どちらが先になるか

は測定者にもわかりません。 

c: 座位にて軽作業（腕を挙げる、膝の曲げ伸ばしなど）による表面筋電  

※測定しません 

C) ビデオ撮影* （筋電計測中の歩き方、動き方を記録します） 

D) M-Test データ：毎回の鍼治療にてこちらで記録します 

E) ライフコーダによる歩行量、身体活動量測定：全 2 ヶ月間、毎日携帯して頂きます

（入浴、就寝中を除く） ※測定しません 

カルテに記載されている痙性麻痺に関する診療情報：こちらで転記します ※行いません 


