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要旨
筋萎縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis; ALS）は運動ニューロンシステムの選択的障害に
よる致死性神経変性疾患であり, Charcot の報告から 130 年近くほとんど手がかりのない状態が続いた.
しかし過去 20 年間で家族性 ALS の原因遺伝子や病的封入体の構成成分が次々と明らかになり, 近年
では病原蛋白質の細胞間伝搬現象が疾患の進行の背景にある可能性が注目されている. 様々な知見に
基づき, ALS の病態は現在, 1)タンパク質分解障害, 2) RNA 代謝障害, 3) 細胞間伝搬の 3 つのカスケー
ドが最も重要視されており, それらの最上流に位置するのは病原蛋白質の構造異常と考えられている.
よって, ALS の原因蛋白質の病原構造への変化のメカニズムを解明し, それを除去することは ALS に
渇望されている早期診断と根治療法への最も有望な手段である. 本稿では家族性 ALS, 孤発性 ALS の
原因蛋白質である変異 SOD1 と TDP-43 について, 筆者らが進める“構造解析に基づく病原構造の解析
と細胞内外の分子標的治療戦略”についての研究の現状を紹介する. 鳥取臨床科学 7(1), 1-5, 2016
Abstract
A hundred and a half years have passed since the first case report of amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
females by Jean-Martin Charcot and a colleague. In recent two decades, series of groundbreaking discoveries,
including genetic mutations and pathogenic proteins in the ubiquitinated inclusions have enlighten the window
of the dawn era. In particular, a cell-to-cell spreading of these proteins is attracting a huge attention, as a cause
of regional expansion of ALS. Based on accumulating evidence, three major pathways are implicated in ALS
pathogenesis; 1) impaired proteolysis, 2) aberrant RNA metabolism, and 3) cell to cell spreading, all of which
are assumedly caused by the conformational change of the ALS-linked proteins. Therefore, the elucidation of
the structural conversion of causal proteins to the pathogenic forms, and the elimination of them are the most
promising strategy toward the early diagnosis and a substantial cure of ALS. We have clarified the molecular
properties of pathogenic forms of mutant superoxide dismutase 1 (SOD1), and TAR DNA-binding protein 43
(TDP-43), two major ALS-linked proteins, and have successfully generated several monoclonal antibodies
recognizing pathogenic forms specifically. These antibodies are useful to target not only intracellular
pathogenic species but also extracellular proteins, potentially involved in cell-to-cell propagation and
neuroinflammation. Tottori J. Clin. Res. 7(1), 1-5, 2016
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