
最近治療法が開発された
稀少疾患について
ー小児疾患を中心にー

三井哲夫 山形大学病院小児科

難病診療連携センター研修会

2022年2月2日 Web

・欠損(障害)酵素の補充治療

・欠損蛋白の補充治療

・遺伝子改変による治療

近年の遺伝子操作技術を利用した薬剤の進歩
は著しい

難治性急性リンパ性白血病/B細胞性リンパ腫
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CAR-T細胞治療

Chimeric Antigen Receptor
キメラ抗原受容体
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キメラ抗原受容体T細胞治療
難治性ALL 小児25例、成人５例

（2019年発売時）3411万3655円
（改定後）→ 3264万7761円（4.3％引下げ）

常染色体潜性(劣性)遺伝

脊髄の運動神経細胞(脊髄前角細胞)の変性
筋萎縮症．進行性の体幹や四肢の筋力低下・筋萎縮
→ I型（Werdnig-Hoffmann disease）からIV型（成人型）まで

小児期発症 1〜2人/10万人

早期治療で生命予後の改善

SMN蛋白の産生障害が病態
SMN1：完全型SMN蛋白，
SMN2：90％はエクソン7欠失（不活性），10％が完全型

SMN1の欠失が95％

SMN1が欠失するとSMN蛋白の産生が不十分で発症

脊髄性筋萎縮症（Spinal Muscular Atrophy）



脊髄筋萎縮症（SMA）
Novartis

アデノウイルスベクター

オナセムノゲンアベパルボベク（ゾルゲンスマ®点滴静注）Novartis

SMN遺伝子導入（アデノウィルス随伴ベクター使用）
適応：2歳未満，単回静注

ヌシネルセン（スピンラザ®髄注） Biogen

SMN2 mRNAのイントロン 7に結合し，エクソン7の
スキッピングを防ぎ，機能するSMN蛋白を産生させる
アンチセンスオリゴヌクレオチド
適応： 乳児型 0，2，4，9週，以降4か月間隔で髄注

それ以外 0，4，12週，以降6か月間隔で髄注

リスジプラム（エブリスディ®ドライシロップ）中外
ヌシネルセン類似の作用機序を有する低分子化合物
適応：2か月以降，1回/日内服

脊髄筋萎縮症（SMA）の治療

1億6700万円

1回分 949万円
初年度 6,643万円

1瓶 97.4万円
10kgの児 1か月分

デュシェンヌ型筋ジストロフィー

AST/ALT
100-300 U/l

CK     数万 U/l

X連鎖遺伝
主に男児に発症進行性

致死性の筋萎縮症
1/3000人



Novartis
デュシェンヌ型筋ジストロフィー

エクソンスキッピング

ビルトラルセン（ビルテプソ®点滴静注）
エクソン53スキッピンク

適応：遺伝子の欠失が確認されているデュシェンヌ型筋ジ
ストロフィー

デュシェンヌ型筋ジストロフィー治療

250mg1瓶 91,136円
80mg/kg 週1回

くる病：骨基質にカルシウム・リンが十分に沈着しない疾患

（身長が止まった後は骨軟化症と呼称が変わる）

ビタミンD欠乏性，ビタミンD依存性，低リン血症性など

＜FGF23関連(原発性)低リン血症性くる病＞ 1人/数万人

骨から分泌されるリン利尿因子FGF23の過剰が原因のくる病

低リン血症，血清FGF23の高値が特徴．

X連鎖性遺伝（PHEX）が多い

FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症

ブロスマブ（クリースビータ®皮下注） 協和キリン

ヒト型抗FGF23モノクローナル抗体

20mg瓶 608,282円
0.8～1.0mg/kg 4週1回

ライソゾーム内の加水分解酵素の障害

対応する基質(脂質、ムコ多糖)が分解できない

症状

肝臓、脾臓の腫大、骨変形、

神経障害（痙攣、知能障害など）、

眼障害、腎障害、心不全

身体奇形、皮膚所見、心雑音、肝脾腫、角膜混濁、関
節拘縮

神経学的診察では精神・運動発達、眼底所見、眼球
運動、筋萎縮、錐体路徴候、錐体外路徴候、小脳失調

ライソゾーム病

60種以上の疾患群



ライソゾーム内の加水分解酵素の障害

対応する基質(脂質、ムコ多糖)が分解できず，蓄積し細胞・組
織毒性を呈する

酵素補充療法： 点滴静注，脳室内投与する薬剤もある
加水分解酵素をライソゾーム内に導入
遺伝子型に依存しない
酵素はそのままでは脳血液関門を通らない

薬理学的シャペロン療法：内服
変異蛋白と結合し，小胞体での分解を阻害
遺伝子型に依存

基質抑制療法： 内服
基質合成を阻害する
薬物を代謝する酵素の遺伝子型に依存

ライソゾーム病の治療

Fabry病 （拡大スクリーニング）
酵素補充療法，薬理学的シャペロン療法

Gaucher病 （拡大スクリーニング）
酵素補充療法，基質抑制療法
注意点：肝脾腫，貧血，血小板減少

Pompe病 （拡大スクリーニング）

酵素補充療法（早期治療が極めて重要）
注意点：筋力低下，呼吸筋の早期障害が特徴

ライソゾーム酸性リパーセ欠損症
酵素補充療法
注意点：家族性高コレステロール血症との鑑別

2022年2月時点で治療可能なライソゾーム病

ムコ多糖症I型（拡大スクリーニング）
骨髄移植，酵素補充療法

ムコ多糖症II型（拡大スクリーニング）
酵素補充療法（BBB通過薬剤や脳室内投与薬も）

ムコ多糖症IVA型，VI型，VII型
酵素補充療法，
VIA型，VI型は一部地域で拡大スクリーニング

ニーマン・ピックC病
膜蛋白，分泌蛋白の異常によりライソゾーム内に
遊離コレステロールが蓄積
基質抑制療法

神経性セロイドリポフスチノーシスII型
酵素補充療法（脳室内投与）

2022年2月時点で治療可能なライソゾーム病

病因 α-galactosidase（GLA）の欠損により糖脂質が蓄積．
特に血管の内皮細胞や平滑筋細胞，汗腺，腎臓，心筋等
に蓄積する．X連鎖性遺伝疾患（女性も発症の可能性）

頻度 1/1,250-4,600人．

古典型： 学童期まで 四肢末端疼痛（発作性，痛みのみ），
低汗症，被角血管腫

20代から 渦状角膜混濁，
30-40代から 進行性の腎障害

心合併症（心肥大，不整脈）
脳血管障害などがみられる．

（一般検査で検出できるのは尿中のマルベリー小体のみ）

遅発型： 心亜型：中年期に心疾患のみで発症する
腎亜型：心亜型 + 腎不全

Fabry病



Fabry病治療薬

アガルシダーゼベータ（ファブラザイム®点滴静注）サノフィ

酵素補充
用法：1mg/kg隔週静注

アガルシダーゼアルファ（リプレガル®静注） 大日本住友

酵素補充
用法：0.2mg/kg隔週静注

ミガーラスタット塩酸塩（ガラフォルド®cap）

Amicus Therapeutics

シャペロン機能を有する低分子化合物
用法：16歳以上は123mg 隔日経口

35mg 642,385円/瓶

3.5mg 372,665円/瓶

123mg 145,304円/cap

病因

グルコセレブロシダーゼ(glucocerebrosidase)遺伝子異常

常染色体潜性(劣性)

頻度 1/33万人．

肝脾腫、病的骨折、貧血、血小板減少

Gaucher病

に

1型（非神経型） 2型（急性神経型） 3型（亜急性神経型）

神経症状 （－） （+++） （+）
発症時期 幼少期～成人 乳児期 乳児期～成人
肝脾腫 （－）～（+++） （+） （＋）～（+++）

骨症状 （－）～（+++） （－） （－）～（+++）

予後 良好 不良 良好〜不良

Gaucher病治療薬

イミグルセラーゼ（セレザイム®点滴静注） サノフィ

酵素補充
用法：60 IU/kg隔週静注

ベラグルセラーゼ アルファ（ビプリプ®静注） 武田

酵素補充
用法：60 IU/kg隔週静注

エリグルスタット（サテルガ®cap） サノフィ
グルコシルセラミド合成酵素阻害剤
用法：成人 200mg/日分2 経口

400U 291,790円/瓶

400U 305,550円/瓶

100mg 78,350円/cap

病因 グリコーゲンを分解する酵素である

酸性α-グルコシダーゼ（GAA）の遺伝子変異

常染色体潜性(劣性)遺伝

頻度 1/10〜20万人

Pompe病 (糖原病2型)

乳児型 遅発型
小児型 成人型

発症時期 生後早期 6か月～12か月以降 青年期以降
症状 強い筋緊張低下、

巨舌、肝腫大、心
筋障害、呼吸筋障
害、高CK血症

運動発達遅滞、近位筋
筋力低下、脊柱前弯・
側弯、呼吸不全、心肥
大（2歳以前に発症）

近位筋筋力低下
（緩徐進行性）、
呼吸筋障害、高CK

血症
予後 1年以内に心不全か

呼吸不全により死
亡

20歳以前に呼吸不全、
呼吸器感染により死亡

呼吸筋、特に横隔
膜の筋力低下によ
る呼吸器障害の進
行により死亡



Pompe病治療

アバルグルコシダーゼ アルファ

（ネクスビアザイム®点滴静注）サノフィ

酵素補充
用法：40mg/kg隔週静注

アルグルコシダーゼ アルファ（マイオザイム®静注）サノフィ

酵素補充
用法：20mg/kg隔週静注

100mg 196,940円/瓶

50mg 98,470円/瓶

ライソゾーム酸性リパーセ欠損症

酵素補充療法

注意点：家族性高コレステロール血症との鑑別

ムコ多糖症I型

骨髄移植，酵素補充療法

ムコ多糖症II型

酵素補充療法（BBB通過薬剤や脳室内投与薬も）

ムコ多糖症IVA型，VI型，VII型

酵素補充療法，

ニーマン・ピックC病

膜蛋白，分泌蛋白の異常によりライソゾーム内に

遊離コレステロールが蓄積

基質抑制療法

神経性セロイドリポフスチノーシスII型

酵素補充療法（脳室内投与）

その他治療可能なライソゾーム病

・それぞれ頻度が低い、多くの稀少難治疾患に病因に

基づく治療が可能になってきた。

・各疾患の特性を踏まえ早期のスクリーニングが必要

・蓄積病 肝脾腫、中耳炎

・運動発達遅滞、低身長、顔つき

・進行性筋力低下、心臓障害、腎障害

まとめ


