
東邦大学医療センター大森病院神経内科教授
岩　崎　泰　雄

（聞き手　池田志斈）

　ALS治療の最新の知見についてご教示ください。
＜群馬県開業医＞

ALS治療の最新の知見

　池田　岩崎先生、まず最初に、ALS
はどのように分類されているのでしょ
うか。
　岩崎　まず孤発性と遺伝性と大きく
分けて、孤発性が90％で遺伝性が10％
です。孤発性には、飲み込みが悪いと
か、しゃべりが悪いとか、要するに延
髄がやられたときに出てくる球症状と
手足の筋肉に力がなくなってくる四肢
症状があります。これはだいたい３対
７で四肢症状が多いです。球症状は、
すぐむせたりして、進行がすごく速い
です。
　池田　大まかに２つに分けられるの
ですね。逆にいうと、遺伝性のものは
少ないのですね。
　岩崎　10％ほどです。
　池田　遺伝性の中でも原因がわかっ
ているものはあるのでしょうか。
　岩崎　一番有名なものがSOD１とい

う遺伝子です。遺伝性の中でもSOD１
の欠損が原因の一つということが最近
わかってきました。
　池田　これは遺伝性のある方、10％
の方ですが、その中で何％ぐらいなの
でしょうか。
　岩崎　20～30％です。診断に引っか
からないものもあるのです。
　池田　全体から見ると、SOD１の変
異がわかっているのは２％とか１％と
か。
　岩崎　そうですね。
　池田　大半はわかっていないという
ことですね。
　岩崎　そうです。
　池田　薬の治験を行うときは、メイ
ンはどうしても残りの孤発例とか不明
例ということになりますね。
　岩崎　そうです。一般的に孤発例ケ
ースは四肢から始まるかたちと、要す

るに延髄の症状である球症状、２つに
分かれて、球症状は非常に進行が速い
のです。遺伝性のものは、すべての遺
伝子を調べるわけにはいきませんので、
なかなか難しいところもあります。
　池田　遺伝性のものの進行は速いの
でしょうか、遅いのでしょうか。
　岩崎　すごくゆっくりなものもあり
ます。
　池田　遺伝が関係しているからとい
って速いわけでもないのですね。
　岩崎　こういう遺伝子が見つかった
ら一般的にこの病気はゆっくりだとい
うのもありますが、ただ、10％ですか
らね。
　池田　ただでさえ希少疾患ですから、
それをまた10％の人たちで治験を行う
というのはなかなか難しいですね。
　岩崎　そうですね。
　池田　ALSは機序もあまりわかって
いませんが、ほかの神経変性疾患では
意外と薬をたくさん使っていますね。
ALSの治療の開発は、そういった薬を
逆に導入してくるということなのでし
ょうか。
　岩崎　基本としては、欧米で治験を
行っているものを取り入れる、という
パターンが多いです。
　池田　欧米で使われているものです
ね。
　岩崎　唯一、今行われているのはリ
ルゾールだけです。
　池田　リルゾールというのはどのよ

うな薬なのでしょうか。
　岩崎　リルゾールというのは、いわ
ゆるグルタミン酸毒性を抑えるのです。
要するに、運動ニューロンだけではな
くて、グルタミン酸が過剰になってし
まうと神経細胞がなくなってしまう。
そのグルタミン酸を抑えるのがリルゾ
ールで、研究が行われているのです。
　池田　グルタミン酸自体が細胞の中
に増えるので細胞が死んでしまうとい
う考えですね。
　岩崎　はい。そういうものはグルタ
ミン酸毒性というのです。ですから、
三大変性疾患があって、アルツハイマ
ー病、パーキンソン病、ALS。アルツ
ハイマー病は大脳皮質、パーキンソン
病は中脳、ALSは運動ニューロン。グ
ルタミン酸が過剰になって細胞が死ん
でしまうのではないかという考えです。
原因は本当にすべてそれなのかという
ことになると、まだわからないのです。
　池田　神経の種類による、あるいは
部位別の変性が起こっているので、グ
ルタミン酸毒性というアイデアが出て
きて、それで治療を行っているのです
ね。
　岩崎　はい。
　池田　これは実際、治験が行われた
と思うのですけれども、予想されたよ
うな効果は出ているのでしょうか。
　岩崎　何とも言えないですね。ただ、
治験をやって有意差が出たから認証さ
れたわけです。
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　池田　もちろん、そうだと思うので
すが、一つの希望として使わなければ
いけないと思うのですけれども、実際
に先生が臨床で使われて、症状を遅ら
せるとか、延命効果とか、こういうも
のは感じていらっしゃるのでしょうか。
　岩崎　何とも言えないですね。
　池田　なかなか自然経過が複雑なの
で、わかりづらいと思うのですけれど
も。
　岩崎　本当にリルゾールが効いてい
るのかなというよりも、この人は進行
が速いからこうなってしまう、この人
は進行がゆっくりだから薬が効いたよ
うにみえる、というのが私の印象です。
　池田　自然経過かどうかわからない
のですね。
　岩崎　はい。
　池田　ほかにも一時、ビタミンB12の
大量点滴などもあったと思うのですけ
れども。
　岩崎　メチコバールですね。
　池田　こういったものは治験段階で
効果が確認されなかったのでしょうか。
　岩崎　あれも、メチコバールとか、
あとTRHですね。いろいろあったので
すけれども、有意差が出なかったので
はないかと思います。
　池田　最近、治験をしている薬があ
るとうかがったのですが、どのような
薬なのでしょうか。
　岩崎　内輪でやっているのは、先ほ
ど言いましたように、ALSとパーキン

ソン病とアルツハイマー病が三大変性
疾患です。細胞死を考えた場合には、
その３つの病気は非常に似ているので
す。ですから、ALSの場合はパーキン
ソン病かアルツハイマー病で使われて
いた薬が治験に入ってくるのではない
かと思っていたのです。しかし実際に
はパーキンソン病の治療薬パーロデル。
それの一部だけなのです。
　池田　一部というのは、一部の機関
だけで行われているということですか。
　岩崎　はい。
　池田　何施設ぐらいで行われている
のですか。
　岩崎　３施設です。
　池田　症例が少ないのですけれども、
何例ぐらい試されるのでしょうか。
　岩崎　１施設20例ぐらいでしょうか。
　池田　20例も。
　岩崎　リクエストとしてはですが。
　池田　なかなか20例はたいへんです
ね。10万人に４名ぐらいの患者さんで
すと。いつごろまでにそれをされるの
でしょうか。
　岩崎　長いですよ。症例数が集まっ
てこないのです。あと有意差が出てな
いから、ずっと行っているのではない
かと思うのです。
　池田　先ほどの話から、自然経過な
のか、薬による救済があるのかどうか、
わかりづらい面も多いと思いますけれ
ども、治験も含めて、バイオマーカー
などがあるといいのですが。

　岩崎　いつもそこなのです。バイオ
マーカーがないのです。だから、今み
んな必死にALSのバイオマーカー、治
験に対してこういうものがあればいい
と言っているのですけれども、結局何
もないのです。
　池田　それを見つけるだけでもたい
へんですね。
　岩崎　結局そうなのです。
　池田　今、治験をやられていて、そ
れがうまくいけばいいのですが、もし
あまりうまくいかないと、次は何かタ
ーゲットを考えているのでしょうか。
　岩崎　さっき言いましたように、
ALSとアルツハイマー病とパーキンソ
ン病というのが三大変性疾患で、どの

薬が効くのか全然わからない。ALSの
場合は何も薬がないから、パーキンソ
ン病、あるいは先ほど言いましたパー
ロデルで治験を行っているので、今度
はたぶんアルツハイマー病で使われて
いる薬で治験に入るかと思っています。
　池田　何かやって、とにかく見つけ
たいという気持ちですね。
　岩崎　はい。
　池田　先ほどのバイオマーカーもそ
うなのですけれども、評価者間で、個々
の症例の自然経過もわからない中で評
価するのは難しいのですよね。
　岩崎　人によって差があると思いま
す。
　池田　ありがとうございました。
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