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はじめに

運動ニューロン疾患（motor neuron disease：MND）は

筋萎縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis：ALS）

に代表される，運動ニューロン変性を主体とする疾患の総称

である．MNDの治療法は未だに限られており，ALSを中心

としたMNDの病態解明に焦点を当てた研究が盛んに行われ

ている．ALSの病態解明は，約 10%に認められる家族性

ALSの遺伝子解析で同定された遺伝子の機能解析によって進

んできた．近年の研究から多数の疾患感受性遺伝子が報告さ

れるにつれ，孤発性ALSにおいても遺伝的要因の関与が大き

いと考えられるようになってきている．そこで本総説では，

ALS原因遺伝子の中でも病態解明の観点から重要な copper

zinc superoxide dismutase 1（SOD1）， fused in sarcoma

（FUS），transacting response (TAR) DNA–binding protein

（TARDBP）， chromosome 9 open reading frame 72

（C9orf72）に関連して2017年に報告された論文について紹

介する．

また，2017年は世界初となる脊髄性筋萎縮症（spinal

muscular atrophy：SMA）の疾患修飾療法となるnusiners-

enや，球脊髄性筋萎縮症（spinal bulbar muscular atro-

phy：SBMA）に対する leuprorelinなど，本邦でMNDに対

する新薬の承認が相次いだ．そこで本稿では，ALSに対する

edaravoneの現状を含めたMNDに対する新規治療薬につい

ても触れる．

I ．ALSの病態

ALSは運動ニューロン変性を主体とする疾患だが，前頭側

頭型認知症（frontotemporal dementia：FTD）の合併が

15%程度に認められる．両疾患にはユビキチンおよび

TARDBPがコードするTDP–43陽性封入体を認めるという

病理学的な共通点があり，ALS/FTDがひとつのスペクトラ

ムとして考えられるようになってきている1）．ALSの原因遺

伝子としてSOD1変異が報告されて以降，現在までに20以

上の疾患感受性ないし原因遺伝子の報告がある1, 2）．ALSの病

態はその原因遺伝子の機能解析などから【1. 蛋白恒常性維

持，2. RNA代謝／輸送，3. 細胞骨格制御】の3経路が注目さ

れている．これら3つの経路は独立せず互いに影響しあうこ

と，複数の経路に関与する遺伝子も存在することで発症年

齢・進行速度・臨床症状が多彩になり，ALSの臨床的多様性

につながると考えられている2）．以下に病態解明の観点から

重要な遺伝子の報告をまとめる．

II ．SOD1変異ALSの病態および新規治療方法の開発

ヒト変異SOD1トランスジェニックモデル動物は選択的な

上位・下位運動ニューロン障害を再現する優れたモデルで，

長年にわたり研究されてきた．変異SOD1を運動ニューロン

のみに発現させても神経変性をきたさないこと，遺伝子工学

的に運動ニューロン以外の細胞から変異SOD1を選択的に除

去した複数の実験で神経変性が抑制されたことから，非細胞

自律性の機序に注目が集まっている．変異SOD1モデル動物

では，神経保護的なアストロサイトを誘導するephrin type–

B receptor 1が低下していることが報告された3）．また，

C9orf72変異ALS患者の人工多能性幹細胞（iPSCs）由来ア

ストロサイトの培養上清を添加した細胞では p62の増加

（オートファジー阻害）が認められるという報告や4），孤発性

ALS患者のiPSCs由来アストロサイトをマウスに移植すると
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運動ニューロン変性が生じるという報告もある5）．このよう

に非細胞自律性の神経変性機序はSOD1変異以外のALS病態

でも支持されつつあり，非運動ニューロン病態への介入も新

規治療法として期待される．変異SOD1蛋白の凝集性を解明

する研究も進んでおり，リジン基のアシル化により凝集性を

抑制できること6），凝集体の大きさではなく構造変化が細胞

障害と関連性が強いことが明らかとなっている7）．しかし，

凝集体が神経変性の副産物である可能性も指摘されており議

論の余地がある1）．

病態解明と並行し，変異SOD1に対する遺伝子治療が試み

られている．アデノ随伴ウイルスベクターを用いてshRNA

を導入，もしくはゲノム編集を行って変異SOD1の発現を抑

制する動物実験が行われており，いずれも表現型の改善が得

られている8, 9）．ウイルスベクターではなく，標的RNAに配

列特異的に結合してSOD1発現を抑制するantisense oligo-

nucleotides（ASO）を用いた多施設共同治験（第I相）が北

米と欧州で実施されている（NCT02623699）10）．同じくASO

であるnusinersenがSMAへの適応を取得したこともあり，

今後の報告に注目したい．

III ．TARDBP変異ALSの病態解明および治療標的の探索

TDP–43がALS/FTDで認められるユビキチン陽性・tau

陰性封入体の重要な構成成分であることが示されてから，

TDP–43異常凝集の解明は主要課題のひとつとなっている1）．

異常凝集体の形成はHSF1によるアセチル化が関与するとい

う報告や11），異常凝集体がエンドサイトーシスの障害を招

き，さらにTDP–43の蓄積・凝集が加速するという報告があ

る12）．TDP–43はユビキタスに発現しRNA代謝など細胞維持

に重要な働きを有するため，ASOなどを用いたTDP–43の発

現抑制は治療方法として不適切と考えられる．たとえばミク

ログリアTDP–43の欠損によりシナプスの減少が生じること

も報告されている13）．そのため，間接的なTDP–43毒性の抑

制方法が模索されていた．TARDBPトランスジェニックマ

ウスにおけるataxin 2（ATXN2）の抑制によりTDP–43の

異常蓄積減少・生存期間延長および運動機能改善が認めら

れ，代替標的としてのATXN2が注目されている14）．

IV ．FUS変異ALSの病態解明

FUS変異は日本人家族性ALSにおいてSOD1に次いで頻

度が高いALS原因遺伝子変異である15）．ALS原因変異の大半

が，FUSのC末にある核移行シグナルに集中している．変異

FUSは核から細胞質へ局在が変化することが知られ，細胞質

での機能獲得性および核における機能喪失性の病態が考えら

れてきた．変異FUSを内在性のFUSと同量発現させた場合

は運動ニューロン変性が生じる一方，1アレルのFUSの発現

を無くしても運動ニューロン変性が生じなかったことから，

機能獲得性機序がより強く運動ニューロン変性病態に関わる

と考えられる16）．細胞質に局在した変異FUSは，熱・低酸

素・酸化ストレスなどにより形成されるストレス顆粒

（stress granules：SGs）と共局在することが知られている

が，SGsの形成や分解の過程は未解明な点が多く，研究対象

として注目されている17）．SGsは膜構造を伴わず，液–液相

分離（liquid liquid phase separation：LLPS）とよばれる

現象により形成される生体高分子の集合体であることが明ら

かとなっている．FUSもまた，N末に存在する low–com-

plexity（LC）ドメインの存在によりLLPSの機序を介して

凝集することが示された．また，同領域がDNAプロテイン

キナーゼによるリン酸化を受けると凝集が妨げられることも

示されている18）．FUSのLCドメインはALS原因変異の集中

するC末とは異なる領域に存在しており，ALS原因変異との

関わりの解明が今後の課題である．また，FUS変異体では

環状RNAの調整能に異常が生じるという報告や19），ミトコン

ドリアや小胞体の軸索輸送能の低下を認めるという報告があ

り20），RNA代謝や軸索輸送障害を介した発症機序も想定され

ている．

一方，核におけるFUSの機能と関連し，マウス前脳皮質

ニューロンにおけるFUSノックアウトがRNAスプライシン

グ因子 SFPQとの相互作用低下をもたらし，tauアイソ

フォームに変化をきたすことが報告された21）．さらに，

GluA1 /SynGAPα2 mRNAの安定性が低下することで，樹

状突起スパインの異常成熟化が生じ，認知機能障害に関与す

るという研究結果も示され，FUSの機能喪失性機序による

FTD病態の解明も進んでいる22）．

V ．C9orf72変異ALSの病態および新規治療方法の開発

C9orf72変異は日本人ALSでは稀とされる一方で15），欧米

では家族性ALSの30%程で認められる．女性の罹患率が高い

とする報告や23），世代を追うごとに発症年齢が若くなる表現促

進現象の報告があるが24），結論は得られていない．

C9orf72のALS原因変異はイントロン1における6塩基繰

り返し配列の異常伸長にあり，病態仮説として

A. C9orf72の機能喪失

B. 転写された6塩基リピートRNA（G4C2リピート）その

ものによる毒性

C. 開始コドンを介さずに翻訳が行われるrepeat–associat-

ed non–AUG（RAN） translation により， G4C2 リ

ピートから合成されるジペプチドリピート蛋白による

毒性

が考えられている25）．C9orf72蛋白は生理的には免疫環境維

持の役割を担っており，ノックアウトによりサイトカインを

含めた免疫応答異常が生じ，神経変性と関わることが推測さ

れている17）．また，ハプロ不全によるRAB7L1との相互作用

破綻を介した小胞輸送障害による病態も考察されている26）．

一方，G4C2リピートはRNAとして転写された後，LLPSの
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機序により神経細胞の核内に集積・凝集しRNA fociを形成

することが示されており27），SGs同様にその形成や分解の過

程の解明が望まれる．また，G4C2リピートRNAやその翻訳

産物であるジペプチドリピート蛋白はDNA損傷の修復機能

を有するATMの欠乏を招き，DNA2本鎖切断が増加するこ

とで神経変性が生じると報告されている28）．特に，PRリ

ピートジペプチドは核膜孔に存在するNup54蛋白と重合す

ることで核内外の物質輸送を障害するため，毒性が高いとさ

れる29）．このような，C9orf72変異によって生じる異常に伴

う種々のストレスがC9orf72のRAN translationを加速し，

悪循環を招くという報告もある30）．C9orf72変異ALSの治療

薬としてリピートRNAを阻害するASOが有用である可能性

があり，脳脊髄液中のGPリピートジペプチドが薬効判定の

代替バイオマーカーとなり得ると期待されている31）．また，

転写されたRNAが核外へ輸送される際にアダプターとして

機能するSRSF1を欠損させると神経変性が抑制されるこ

とが報告されており，新規治療ターゲット候補と考えられて

いる32）．

VI ．その他の遺伝子と病態，

および新規の原因遺伝子について

高速シーケンサーの進歩とともに新たなALS原因遺伝子の

報告が相次いでいる．2016年に報告された変異 cyclin F

（CCNF）を過剰発現させたゼブラフィッシュでは，細胞死

の増加，軸索形態異常，運動機能障害が認められた33）．ま

た，ALS/FTD関連TANK binding kinase 1（TBK1）変異

によりオートファジーアダプター蛋白との結合障害が生じる

ことが示された34）．新たに提唱された原因遺伝子として小胞

輸送を担うannexin A11（ANXA11）変異を有するALS患者

の報告があり，同遺伝子の変異により神経細胞内に異常凝集

体が形成され，蛋白輸送障害を介して発症に関与すると想定

されている35）．ゲノムワイド関連解析（GWAS）では多人種

間の孤発性ALSデータをメタ解析することで，SOD1類似の

抗酸化作用をもつGpx3およびoptineurinと蛋白相互作用を

有するTNIP1をコードするGPX3–TNIP1領域がALS原因遺

伝子候補として同定されている36）．さらに，T cell–restricted

intracellular antigen 1（TIA1）のLCドメイン領域の変異

によりSGsの分解抑制・TDP–43の異常蓄積が生じ，ALSの

原因となり得ることが示されたが37），本遺伝子変異は健常人

でも認められるという指摘もある38）．

これら新規のALS/FTD関連遺伝子については，いまだ遺

伝子産物の生理的機能や原因変異がもたらす神経毒性につい

て未解明な点が多く，さらなる研究成果が待たれる．

VII ．MNDに対する治療法開発

・ALSに対する新規治療法開発の現状

2015年「ALSにおける機能障害の進行抑制」を効能効果

として本邦で承認されたフリーラジカル消去剤である

edaravoneは，同年12月に韓国，ついで2017年5月に米国

で承認され，2018年5月までにカナダと欧州医薬品庁で承認

申請が受理され，世界的に使用が広がりつつある．Edara-

voneは国内ALS治験において発症早期の患者に対してのみ

有意な効果が示されており39），今後は他人種／民族も含めた

リアルワールドにおける有効性の確認が待たれる．

現 在 進 行 中 の 国 内 ALS 治 験 と し て は， 高 用 量

mecobalamin（E0302）の筋肉内投与試験（第 III 相：

UMIN000029588），すでに抗てんかん薬として承認済みの

グルタミン酸AMPA受容体拮抗薬perampanel（E2007）の

経口投与試験（第 II相：UMIN000025614），そして肝細胞

増殖因子（hepatocyte growth factor：HGF）脊髄腔内投与

試験（第II相：UMIN000022050）がいずれも医師主導治験

として実施中である．

新規治療薬候補として，ALS患者由来iPSCsを用いて運動

ニューロンの生存率を改善させる試薬をスクリーニングし

bosutinibの有効性が示されるなど，ドラッグ・リポジショ

ニングの可能性も報告されている40）．神経炎症に焦点を当て

た新薬の開発は難渋しており41），薬剤効果確認のためには，

疾患感受性遺伝子変異の有無を含めた対象患者選択やメタ解

析が必要と考えられている42）．幹細胞移植の報告も認められ

るが，適正な移植プロトコール（移植細胞の種類や量・投与

方法など）が未確立である上，腫瘍化を含めたリスク，病態

改善の機序が未解明であるなど，臨床応用に向けては解決す

べき事項が山積している43）．

・SMAに対する初の治療薬：nusinersen

SMAはsurvival of motor neuron 1（SMN1）欠損による

SMN蛋白の減少が神経変性を引き起こす疾患であり，SMN

の発現量が低いほど症状が重篤になる．生体内にはSMN1と

ほぼ同一のSMN2が存在するが，同遺伝子からのmRNAは

通常，スプライシングによりエクソン7がスキッピングされ

機能的なSMNがほとんど合成されない．Nusinersenはエク

ソン7のスキッピングを抑制することで，SMN2から機能的

なSMN蛋白を合成可能とする薬剤である44）．最も重篤な1型

SMAを発症する可能性の高い，乳児発症型SMA患者に対す

る無作為・二重盲検・シャム対照試験が行われ（ENDAR試

験：NCT02193074），nusinersen投与群において有意な死

亡率減少・運動機能改善を認めた45）．また，2型・3型に対す

る同薬の有効性も認められている（CHERISH 試験：

NCT02292537）46）．これらの結果を受け，本邦では2017年7

月に1型SMAに対する適応承認がなされ，8月より販売開

始，9月には2型・3型への適応拡大が速やかになされた．一

方で，長期反復投与時に運動機能の改善を維持できるか，有

害事象を併発しないかなどが不明確で，SMN蛋白の量など

薬効を判定するバイオマーカーのデータの報告も無いなど，

課題も残っている．このように慎重な経過観察を要するとは
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いえ，これまで治療法がないとされていたSMAに対する核

酸医薬の承認はインパクトが大きく，MNDの治療法開発全

般に希望をもたらしたといえる．

・SBMAに対する初の治療薬：leuprorelin

SBMAはX染色体上のアンドロゲン受容体（AR）遺伝子

の3塩基リピートの異常伸長が原因となり，ポリグルタミン

鎖を有する変異ARがテストステロンと結合して核内に異常

蓄積することで神経変性が生じる疾患である．SBMAマウス

モデルに対し黄体形成ホルモン放出ホルモン誘導体である

leuprorelinを投与すると，テストステロン分泌を抑制した

結果ARの核内移行を減少させ，症状および病理学的所見の

改善を認めた．この非臨床試験結果に基づき，SBMA患者に

対する leuprorelin徐放製剤の第II相および第III相試験（医

師主導治験）が実施され，SBMA患者の嚥下機能が改善傾向

が示された．その結果，2017年8月に「SBMAの進行抑制」

の効能が追加承認され，本邦発・世界初のSBMA治療薬と

なった．同薬剤の効能は嚥下機能低下の抑制と限られている

が，長期間（84ヶ月）投与により入院を要する肺炎発症まで

の期間延長・死亡率の低下が報告されており47），市販後調査

によるエビデンスの蓄積が期待される．

おわりに

Riluzoleに次ぐALS治療薬としてのedaravoneやSMAに

対する nusinersen， SBMA に対する leuprorelin など，

MNDの治療は着実に前進している．一方，これらの薬剤は

疾患修飾薬であり，より有効性の高い神経変性抑止療法の開

発と症状改善につながる対症療法の開発が強く求められてい

る．そのためにもMND病態における新規治療標的の発見と

発症機構の全容解明が望まれる．2017年だけでも iPSCsの

普及によるヒト運動ニューロンを用いた研究報告が続々とな

され，核酸医薬やゲノム編集など新手法の発展も目覚ましい

ことから，これらの研究成果の臨床応用が期待される．

本論文に関連し，開示すべきCOI状態にある企業・組織や団体は以

下の通りです．

青木正志　講演料：田辺三菱製薬株式会社
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Motor neuron diseases (MND) are neurodegenerative
syndrome characterized by systemic and selective death
of motor neurons. As a represetnative MND, amyotrophic
lateral sclerosis (ALS) is the most rapidly progressive dis-
ease with adult–onset upper and lower motor neuron de-
generation. This review provides an overview of preclini-
cal and clinical advances in ALS research, and
summarizes key literature on emerging therapeutic ap-

proaches in 2017. The topics include recently published
data elucidating pathomechanisms by ALS–linked mutant
SOD1, FUS, TARDBP, C9orf72, and recently reported
genes. In addition, we describe novel therapeutics for
MND, which refer to edaravone for ALS, leuprorelin for
spinal bulbar muscular atrophy (SBMA), and nusinersen
for spinal muscular atrophy (SMA).
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