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● 表１

SMA成人患者におけるスピンラザ治療開始の基準注）

治療開始基準

脊髄性筋萎縮症（SMA）成人患者への
スピンラザ治療に関するエキスパートオピニオン
ー ドイツ専門家会議より ー
Spinal Muscular Atrophy - expert recommendations
for the use of nusinersen in adult patients
Hagenacker T, et al.：Fortschr Neurol Psychiatr. 2019；87
（12）
：703-710.

● 適応症：遺伝学的検査により確定された5qSMA
（専門情報に基づく）
● 長期にわたる治療に対する患者の意欲と要望
● 過去５年間における運動機能をはじめとする臨床神経学的所見の悪化
● 腰椎穿刺による髄腔内投与が技術的に実施可能であること
（場合によりX線透視、CTによる撮像下での施行）
● 生殖可能年齢においては効果的な避妊を行っていること

ベネフィットとリスクの個別検討の要素
● 生命予後に影響する併存疾患
（重度の悪性腫瘍など）
● 年齢
（治療負荷）
● 髄液循環を障害する因子
● 髄液シャント術の既往
● 特に挙児希望の女性における腰椎穿刺施行時の放射線累積被曝

注）
本表に記載の治療開始の基準は、
ドイツにおけるエキスパートオピニオンとして紹介されたものです。本邦においてはスピンラザの最新の添付文書をご参照
ください。

2019年2月にドイツにおいて専門家会議が開催され、
ドイツ国内の神経筋疾患拠点病院6施設の神経
内科医の先生方により、SMA成人患者へのスピンラザ使用の要件および治療の進め方についての検討が
行われました。本冊子では、その内容を記載した
「脊髄性筋萎縮症（SMA）成人患者へのスピンラザ治療に
関するエキスパートオピニオン」
より、下記の項目について抜粋してご紹介します。
治療開始基準

治療目標について

スピンラザ投与の実際

投与中の経過管理

投与中断や終了の基準

治療目標について
投与開始前に、現実的で個人的な治療目標について患者
と十分に話し合うことが推奨されます。例えば、車いすを使用
している患者では、治療を受けても車いす使用からの脱却
が困難であることなどを、治療前に説明しておくほうがよい
でしょう。
治療目標の話し合いにおいては、患者個人にとって重要
な要素を必ず盛り込みます。例えば、スマートフォンなどの

治療開始基準
● スピンラザによる治療の開始基準

● ベネフィットとリスクの患者ごとの検討

一般的に、スピンラザを用いた治療は、患者に残存する運動

ベネフィットとリスクの患者ごとの検討では、患者の年齢

機能を最大限に維持あるいは改善するため、患者の年齢を

や、場合によっては生命予後に影響する併存疾患
（重度の悪性

問わず、5番染色体長腕（5q）SMA 注）の確定診断後、できる

腫瘍など）
の存在も考慮します。

だけ迅速に開始するほうがよいとされています1）。
これまで、SMAの成人患者における、標準化された治療
開始基準はありませんでしたが、本エキスパートオピニオン

髄液シャント術を受けている患者においては、スピンラザの

操作や車いす運転のための指機能の維持・改善などがこれ
にあたります。
治療目標の再評価は、治療を1年間継続した後に行うと
効果的です。
治療効果の把握には、各種の評価スコアの使用は重要です
が、必要に応じて、個人の症状に応じた臨床評価や客観的な
測定手段を追加します。

ポイント
● スピンラザの投与開始前に、
現実的で個人に合った治療目標について患者と十分に話し合う
● 患者個人にとって重要な要素を盛り込む

（スマートフォンなどの操作や車いす運転のための指機能の維持・改善など）

作用部位における有効成分の作用効率が損なわれるため、

● 1年間の治療継続後に治療目標の再評価を行う

有効性が減弱する可能性があります。

● 必要に応じて、
個人の症状に応じた臨床評価や客観的な測定手段を追加する

では、スピンラザによる治療開始の要件が示されました
（表1）
。
ここでは、5qSMAの遺伝学的検査による確定のほか、SMA
に起因する運動機能の進行性の悪化などが挙げられてい
ます。また、患者自身が投与を希望し、少なくとも1年にわたり
継続される治療を受けることに対する意欲を示すことも要件
の1つとされます。

注）
SMAは５番染色体長腕
（5q）
上の
（
）
遺伝子の欠失または点変異により引き起こされます 2）。本冊子で表記
される
「5qSMA」
は、
スピンラザの適応症である脊髄性筋萎縮症
（SMA）
と同一の疾患です。

4. 効能・効果
脊髄性筋萎縮症
5. 効能・効果に関連する注意
（抜粋）
5.1 遺伝子検査により、
遺伝子の欠失又は変異を有し、
遺伝子のコピー数が1以上であることが確認された患者に投与すること。
5.2
遺伝子のコピー数が1の患者及び4以上の患者における有効性及び安全性は確立していない。これらの患者に投与する場合には、本剤投与のリスクと
ベネフィットを考慮した上で投与を開始し、患者の状態を慎重に観察すること。
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9. 特定の背景を有する患者に関する注意
（抜粋）
9.5 妊婦 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.6 授乳婦 授乳中の女性には、本剤投与中は治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母乳中への移行は
不明だが、マウスで乳汁中への移行が報告されている。
14. 適用上の注意
（抜粋）
14.2 薬剤投与時の注意
14.2.1 重度の脊柱変形を生じている患者では、確実に髄腔内に刺入できるよう、超音波画像等の利用を考慮すること。
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スピンラザ投与の実際
● 髄腔内投与を行うにあたって
スピンラザの有効成分であるヌシネルセンは、アンチセン

投与中の経過管理
● さまざまな患者への髄腔内投与
呼吸不全を有する患者

スオリゴヌクレオチドであり、血液脳脊髄液関門を通過でき

呼吸不全を有する患者では、処置中の非侵襲的人工呼吸

ません。脊髄の運動ニューロンにおいて十分な作用濃度に

や酸素投与に対して、パルスオキシメーターを用いたモニ

到達させるためには、髄腔内投与を行う必要があります。

タリングを行います。

呼吸不全を有する患者への投与や、万一の合併症に対し

重度の脊椎変形を有する患者

ても適切に対応できるよう、髄腔内投与は、神経筋疾患拠点

重度の脊椎変形（脊椎症、著しい側弯症）を有するSMA

病院においてSMA治療の専門医とともに実施することが

患者において、従来の腰椎穿刺が不可能な場合は、透視下

望ましいとされています。
髄腔内投与は、側臥位、場合によっては座位で行います。
穿刺部位は第2〜第5腰椎の間です。

（X線、CT）
で髄腔内投与を行います 5）。

挙児希望があり、重度の脊椎変形を有する患者
透視下でのみスピンラザ投与が可能な場合は、見込まれる

スピンラザ投与中のSMA患者における経過管理の内容
検査／診察

標準的な評価尺度
既往歴および臨床検査
HFMSE
（拡大Hammersmith運動機能評価スケール）
：粗大運動能力
RULM
（上肢モジュール改訂版）
：上肢、日常生活関連機能
MRCスコア：全身の筋力の経過を評価するための合計スコア
ALS-FRS-R
（筋萎縮性側索硬化症機能評価スケール改訂版）
：言語、嚥下、筆記、着衣、身支度
（ALS用に開発されたもの）
、
または、
SMA-FRS
（SMA日常生活関連機能評価スケール）

副作用について

累積放射線被曝量を考慮する必要があります。透視下で

スピンラザ投与に伴う副作用は、腰椎穿刺そのものに関連

は、いかなる腰椎穿刺も放射線被曝を伴います6）。被曝を

する事象が多いとされています。特に、腰椎穿刺後症候群

受ける器官は特に腸、卵巣、腎臓です。放射線被曝の結果

（体位による頭痛、背部痛、めまい、吐き気）がみられます。

発生する可能性のある悪性腫瘍や、生殖障害の可能性に

症例により6MWT
（6分間歩行試験）
：歩行能力および負荷能力

また、重大な副作用として水頭症
（頻度不明）
が報告されて

ついても患者に説明しておくとよいでしょう。また、約10

。髄液循環障害に伴う症状についても、スピン

グレイ以上で第2度無月経になる可能性があり、それより

肺機能：
VC
（肺活量）
1
FEV（1秒量）

います

3、4）

ラザ投与開始前に患者に説明しておくとよいでしょう。

低い放射線量でも早期卵巣不全を引きおこす可能性が

投与時の麻酔について

あります。

通常、成人患者においては、投薬による全身的な除痛は
不要です。穿刺予定箇所の局所的な浸潤麻酔については、
症例ごとに検討してください。

● 妊婦および出産可能年齢の女性患者への投与
妊婦におけるスピンラザ投与のデータはありません。出産
可能年齢の患者においては、スピンラザ投与中は避妊する
ことが推奨されています。投与中に妊娠した場合は、治療を
中断するほうがよいでしょう。

ポイント

● 髄腔内投与は神経筋疾患拠点病院においてSMA治療の専門医とともに実施することが望ましい
● 副作用としては、
腰椎穿刺後症候群がみられる
● 投薬のための腰椎穿刺では全身的な除痛は必要なく、
局所的な浸潤麻酔については症例ごとに検討
● 呼吸不全を有する患者では、
投薬処置中の非侵襲的な人工呼吸や酸素投与などの呼吸管理が必要
● 脊椎変形を有する患者では透視下で髄腔内投与を行うこともある
● 投与中に妊娠した患者においては投与を中断

5. 効能・効果に関連する注意
（抜粋）
5.3 永続的な人工呼吸が導入された患者における有効性及び安全性は確立していない。これらの患者に投与する場合には、患者の状態を慎重に観察し、定期的に
有効性を評価し投与継続の可否を判断すること。効果が認められない場合には投与を中止すること。
8. 重要な基本的注意
（抜粋）
8.1 本剤の投与は、脊髄性筋萎縮症の診断及び治療に十分な知識・経験を持つ医師のもとで行うこと。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
（抜粋）
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.6 授乳婦
授乳中の女性には、本剤投与中は治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母乳中への移行は不明だが、
マウスで乳汁中への移行が報告されている。
11. 副作用
（抜粋）
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
11.1 重大な副作用
11.1.1 水頭症
（頻度不明）
14. 適用上の注意
（抜粋）
14.2 薬剤投与時の注意
14.2.1 重度の脊柱変形を生じている患者では、確実に髄腔内に刺入できるよう、超音波画像等の利用を考慮すること。
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● 表2

オプションでのその他の検査
肺機能検査の追加項目
生活の質
（神経筋疾患用のINQoLのアンケートが好ましい）
倦怠感
（倦怠感尺度：FSS）
抑うつ
（ベック抑うつ質問票：BDI）
運動単位数の電気生理学的評価
検力器を用いた徒手筋力
HFMSE：Hammersmith Functional Motor Scale-Expanded
RULM：Revised Upper Limb Module
MRC：Medical Research Council
ALS-FRS-R：Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale Revised
SMA-FRS：Spinal Muscular Atrophy Functional Rating Scale
6MWT：6-Minute Walk Test
VC：Vital Capacity
FEV1：Forced Expiratory Volume of 1.0 second
INQoL：Individualized Neuromuscular Quality of Life
FSS：Fatigue Severity Scale
BDI：Beck Depression Inventory

● 定期的な評価
スピンラザによる治療のベネフィットをモニタリングする

標準的な評価尺度
拡大Hammersmith運動機能評価スケール（HFMSE）、

ため、治療経過を定期的に評価することが望ましいとされま

上肢モジュール改訂版（RULM）、MRCスコア、筋萎縮性

す。診察はスピンラザ投与の開始直前、および、以降の投与

側索硬化症機能評価スケール改訂版
（ALS-FRS-R）
、SMA

のための受診ごとに、腰椎穿刺の前に行うとよいでしょう。

日常生活関連機能評価スケール（SMA-FRS）、ならびに歩

● 運動機能の評価

行可能な患者においては6分間歩行試験
（6MWT）
などが

運動機能の評価には、標準化され、SMAにおいて検証さ
れた評価尺度が不可欠です（表2）。

を用いて
あります。肺機能は肺活量（VC）
や1秒量（FEV 1）
評 価 可 能 で あ り 、さ ら に パ ラ メ ー タ［ 最 大 吸 気 圧
（Maximum Inspiratory Pressure：MIP）
など］
を追加
することもあります。
5

オプション

SMA患者の自立性とQOLの維持のためには、手の力、特に

ます。投与中に妊娠した患者においても、中断は適切な選択肢

繰り返し確認されるなど）
です。治療効果を適切に評価するため

患者によっては、オプションとして、肺機能検査の追加項

指の力が重要です。そのため、手や指の筋力評価や、電気

です
（
「スピンラザ投与の実際」の項参照）。

には、投与開始前の標準化された病状把握が非常に重要です。

目 評 価 、生 活 の 質 の 評 価（例：神 経 筋 疾 患 につ い ての

生理学的検査による手・指を支配する運動ニューロンの

I N Q o L のアンケート）、疲 労 症 状 の 評 価［ 倦 怠 感 尺 度

評価は、治療効果の高精度で客観的な経過把握を可能と

決断は難しく、現在のところ標準化された基準はありません。

は投与終了の理由となり得ます。また、特に女性患者において

（FSS）
など］、抑うつの評価［ベック抑うつ質問票（BDI）
な

する追加パラメータとなり得ます。MUNIXで測定される

終了を検討するのは、有効性がないことが明確に証明される

は、透視下で腰椎穿刺を行う場合、累積する放射線被曝量を

ど］、さらに詳細な臨床評価（部位別の筋力の測定や握力

手・指を支配している運動単位数は、疾患全体の重篤度や

場合（SMAに起因する運動機能の大きな悪化が評価尺度で

考慮のうえで、投与継続について検討するとよいでしょう。

計による測定など）、電気生理学的評価［複合筋活動電位

徒手筋力と相関しており、治療効果や疾患進行の把握に

（Compound Muscle Action Potential：CMAP）］、
運動単位数指数
（Motor Unit Number Index：MUNIX）
などを追加します。

運動機能の評価尺度の使用にあたって
投与開始当初に、状態が非常に悪い、あるいは比較的良好
な患者においては、治療による改善程度が十分な精度で
把握されない可能性を考慮する必要があります。その際に
は、成人患者向けの新たなSMA用スコアの開発などスコア
の最適化や、評価パラメータの追加および患者の個々の
症状の記述的評価についても考慮することが望ましいと
されています。

適したマーカーであると考えられます7）。

スピンラザを用いたSMA治療の最終的な終了についての

● 表3

重度の悪性腫瘍などの、生命予後に影響する併存疾患の発現

スピンラザ投与終了の基準 注）

投与終了基準

ドイツにおける患者情報の集積
― SMA患者レジストリとデータベースSMArtCARE
SMAなどの希少疾患についての知識を深め、疾患に対する対応
を最適化するためには、治療を行う拠点病院間で実臨床の治療
情報を継続的に共有することが不可欠です。
2018年5月時点で700例以上のドイツの患者データを有する、
ドイツとオーストリアのSMA患者レジストリ
（www.sma-register.de）
と、SMAの疾患経過に関するリアルワールドデータが収集される
臨床研究ネットワークSMArtCARE
（www.smartcare.de）
は、
疾患とその治療効果の理解を深めるのに重要な役割を果たして
います。SMArtCAREは、MND-NET（ドイツの運動ニューロン
疾 患センターの臨 床および 科 学ネットワーク）がサポートして
います。

● SMAに起因する症状悪化を確認できる客観的なスコア
（悪化していても症状の進行が遅延していれば治療続行を正当と見なせる）
● 治療終了への患者の要望
● SMAに関連する合併症
（場合によっては中断のみ）
● SMAとは直接関連しない
（生命予後に影響する）併存疾患の発現
● 妊娠
● 特に妊娠可能年齢の女性において、
SMA治療時の腰椎穿刺に関連する放射線累積被曝

注）
本表に記載の投与終了の基準は、
ドイツにおけるエキスパートオピニオンとして紹介されたものです。本邦においてはスピンラザの最新の添付文書をご参照ください。
【文献】
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● 治療経過は定期的に評価する

1）Fachinformation Spinraza®； März 2019.
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3）
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● 診察はスピンラザ投与の開始直前、
および、以降の投与のための受診ごとに、腰椎穿刺の前に行う
● 運動機能の評価には、
標準化され、SMAにおいて検証された評価尺度が不可欠
● 標準的な評価尺度としてはHFMSE、
RULM、MRCスコア、ALS-FRS-R、SMA-FRS、6MWT、肺機能

検査（肺活量、1秒量）などがある
● 患者によってはその他の評価項目をオプションとして追加する
● 運動機能の評価尺度の使用にあたり、
投与開始当初に状態が非常に悪い、あるいは比較的良好な患者

においては、治療による改善程度が十分な精度で把握されないことを考慮する
● 手と指の筋力やそれらを支配する運動単位数は、
高精度で客観的な経過把握を可能とする追加パラ

メータとなり得る

監修者からのコメント

横浜市立大学大学院医学研究科 神経内科学・脳卒中医学 主任教授

田中 章景 先生

これまで投与指針が確立されていなかったSMA成人患者の治療において、本エキスパートオピニオンの意義は非常に大きい
と考えています。
成人患者の治療開始において特に重要なのは、治療開始および目標の目線合わせを患者と行うことです。長期
（少なくとも
1年）
にわたる治療を受ける意欲を確認すること、また治療目標について十分に話し合うことは、治療を適切に開始、継続する
うえで重要なファクターとなります。
患者が投与期間に疑問を抱く場合は、乳児型以外のSMAでは維持投与が始まるのは投与開始後9ヵ月目からであること
（投与開始から3ヵ月間は3回の負荷投与）
などを説明し、維持投与を含めて治療効果を適切に判定するには少なくとも1年
以上の継続が望ましいことを伝えます。
「過去５年間における運動機能をはじめとする臨床神経学的所見の悪化」
も治療開始基準の1つとなっていますが、これは

投与中断や終了の基準
スピンラザを用いた長期療法としてのSMA治療では、治療
期間は定められていません。
機能の悪化は必ずしもスピンラザ投与終了の理由とはなり
ません。投与開始前の経過と比較して症状の進行を遅らせる

あくまでも目安と考えましょう。本疾患においては、患者ごとで程度の差はあるにせよ成人になっても筋力
（MRCスコア）
が

開始前より速ければ、少なくとも投与を中断するほうがよいと
されており、場合によってはその後の投与再開と、結果に
応じた慎重な再評価を行います。
SMAに起因する重度の合併症や、併存疾患がある場合、

ことができれば、それは治療によるベネフィットであり、投与

スピンラザ投与の中断あるいは終了が必要となる可能性が

継続の正当な理由となります。しかし、病状の進行が投与

あります
（表3）
。通常では、合併症克服後の投与再開を目指し

経年的に低下していることが確認されているので、近年の明らかな悪化が必ずしも確認できなくても確定診断後は速やかに
投与を検討します。
投与開始後は、治療経過の評価も欠かせません。経過把握については
「投与中の経過管理」
のポイントにも記載されていま
すが、投与開始当初に状態が非常に悪い
（または良好な）
患者では、改善の程度が軽度であることが多く、運動機能評価尺度で
十分に把握できません。こうした場合は、適切に評価できる指標をオプションとして追加しましょう。特に投与開始当初に状態
が非常に悪い場合、手や指の力やMUNIXは、高精度で客観的な経過把握を可能とする追加パラメータとなります。また、
成人例の自然歴を明らかにしていくことで、特に中年期から老年期にかけての治療効果をどのように判定し、いつまで治療を
継続するかという情報が得られると考えられます8）。
ドイツでは、こうした経験を集積し、拠点病院間での情報共有を行うため、SMA患者レジストリとSMArtCAREが活用されて

5. 効能・効果に関連する注意
（抜粋）
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
（抜粋）
5.3 永続的な人工呼吸が導入された患者における有効性及び安全性は確立し 9.5 妊婦
ていない。これらの患者に投与する場合には、患者の状態を慎重に観察し、
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を
定期的に有効性を評価し投与継続の可否を判断すること。効果が認められ
上回ると判断される場合にのみ投与すること。
ない場合には投与を中止すること。
9.6 授乳婦
8. 重要な基本的注意
（抜粋）
授乳中の女性には、本剤投与中は治療上の有益性及び母乳栄養の有益性
8.1 本剤の投与は、脊髄性筋萎縮症の診断及び治療に十分な知識・経験を持つ
を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母乳中への移行は不明
医師のもとで行うこと。
だが、マウスで乳汁中への移行が報告されている。
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います。SMArtCAREでの推奨に従って患者評価を行った試験9）や、SMArtCARE内で患者を観察した前向き観察試験10）も報告
されており、実際のエビデンス構築に役立てられています。わが国でもこうしたSMA患者レジストリの構築が求められます。
8）
Wadman RI, et al.：Eur J Neurol. 2018；25
（3）
：512-518. 【利益相反：著者には、
Biogenのアドバイザリーボードを務めた者、
雇用主がBiogenより顧問料を受領した者が含まれます。
】
9）Hagenacker T, et al.：Lancet Neurol. 2020；19（4）
：317-325. 【利益相反：著者には、Biogenより助成金、謝金、旅費、講演料等を受領した者、Biogenのアドバイザリーボードを
務めた者、Biogenより非財政的支援を受けた者が含まれます。】
10）Walter MC, et al.：J Neuromuscul Dis. 2019；6（4）
：453-465. 【利益相反：著者には、Biogenより資金提供を受けた者、研究および治験に対するコンサルタントサポートおよび
財政支援を受けた者、講演料を受領した者、Biogenの諮問委員を務める者、Biogen Pharma GmbHの特別コンサルタントを務める者が含まれます。】
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