
Yoo’s solutionと呼吸機能Yoo’s solutionと呼吸機能Yoo’s solutionと呼吸機能Yoo’s solutionと呼吸機能

進行的(prograssive)である退行的(degerative)の運動ニューロン(motor neuron)の損傷と死亡に

よる全身まひになりますが、結局は呼吸機能の低下によって死亡に至るＡＬＳは機関切開(tracheotom

y)で、生命を延長させることができるというのがよく知られています。このようにＡＬＳ患者で呼吸

機能の維持は、これらの患者の生命の延長と直結しています。

それゆえに2005-2006年にソウル大学病院神経科と(株)ユースパムが行った“筋萎縮性側索硬化症患

者に対する Ursodeoxycholic acid (Yoo’s solution)療法の効果に関する研究”(治療的確証臨床試験３相試

験:許可番号:740-10149)で２次効果基準の中で一つで FVC(Forced vital capacity)の変化を測定してＡ

ＬＳ患者から見られる呼吸品障害に対するYoo’s solutionの効果が検証できるようになりました。測

定結果(Table 5.4.2.5-2) Yoo’s solution治療群、プラシーボ群の両方で呼吸品の障害が続けると現

れましたが、正確に計算された３ヶ月間の変化量に似ていて、ITT集団で治療群の変化量は-3.31±4.9

9、プラシーボ群の変化量は -9.43±4.73でプラシーボ群は治療群に比べて2.85倍早く悪化になること

が確認され、PP集団でも治療群の変化量は-4.61±5.11、プラシーボの治療群の変換量は -7.95±5.11

でプラシーボ群は治療群に比べて1.7倍早く悪化になることが確認されましたが、こういうな多くの差

は被験者の人数不足で総計学として有意な差は現れなかったです。こういうな試験の結果でYoo’s so

lutionがＡＬＳ患者から見られる呼吸器障害を抑えられるのが明らかになりました。

Table 5.4.2.6-2. 投薬前、投薬後 訪問の間 FVC%の変化量(平均±標準誤差)Table 5.4.2.6-2. 投薬前、投薬後 訪問の間 FVC%の変化量(平均±標準誤差)Table 5.4.2.6-2. 投薬前、投薬後 訪問の間 FVC%の変化量(平均±標準誤差)Table 5.4.2.6-2. 投薬前、投薬後 訪問の間 FVC%の変化量(平均±標準誤差)

1: least square mean adjusted by sequence, period effect of cross over design.

* Two sample T-test

** Generalized Linear Model : sequence effect: p=0.5873, period effect: p=0.6983

*** Generalized Linear Model : sequence effect: p=0.2930, period effect: p=0.9240

2: n=例数

p-value

分析群

測定値分析集団 プラシーボ(n)

(ITT:16, PP: 11)

Yoo’s Solution(n)

(ITT: 17, PP: 11)

0.6529*

0.3665**

69.44±4.67

64.25±5.52

-9.43±4.73

(-11.70±5.07)

72.88±5.90

67.82±4.83

-3.31±4.99

(-4.71±5.14)

投薬前 訪問時 FVCp

投薬後 訪問時 FVCp

Adj 平均変化量(%)1

(unadjusted)
ITT

6.99(-9.35, 23.34)
群による変化量差

及び 信頼区間1

0.9611*

0.6562**

70.36±5.35

66.09±6.50

-7.95±5.11

(-6.28±5.00)

69.91±7.48

67.36±6.70

-4.61±5.11

(-2.63±5.23)

投薬前 訪問時 FVCp

投薬後 訪問時 FVCp

Adj 平均変化量(%)1

(unadjusted)
PP

-3.32(-13.03, 19.69)
群による変化量差

及び 信頼区間 1



呼吸器機能の保護がＡＬＳ患者の生命延長と生活質の改善に必要な絶対的な要因の中で一つです

ので、スイスの製薬会社である Medichemie AG(USP 5,310,560)から実施された UDCAの呼吸器疾患

に対する簡易臨床試験の結果を参考で引用しました。これらが行った3人の急性または慢性炎症性呼

吸器疾患に対する統制された9週間の UDCAの治療による研究結果によると主観的あるいは客観的に

呼吸混乱の明確な改善が示してあります。報告された刺激による咳の明らかな減少を感じ、特に喀

痰の減少しました。運動の時呼吸混乱（努力による呼吸の短さ）も主観的に改善されました。この

ように患者の言葉と一致する客観的結果は症状が改善されたということです。肺活量に関連して患

者全員で FEV 1 vs Tiffenean 試験の10％以上(呼吸用量改善)の明らかな改善が見られて、病原菌

(Haemophilus Influenzas, Pneumococcus)による気管支の混合の感染が試験前確認されましたが、

治療後の確認では感知されなかったです。（これは抗生剤の治療なく発生しました。）喀痰の好酸球

（Eosinophil）もなくなりました。結論的に患者全員に対する医者の聴診（auscultation）による

結果、呼吸機能が明らかに改善されたということです。このようにMedichemie AGの簡易臨床の試験

結果は UDCAは急性、或いは慢性炎症性呼吸器官疾患が治療できるということです。occus)

Evaluation and Grading for patients who have acute or chronic inflammatory illnessEvaluation and Grading for patients who have acute or chronic inflammatory illnessEvaluation and Grading for patients who have acute or chronic inflammatory illnessEvaluation and Grading for patients who have acute or chronic inflammatory illness

es of the respiratory organs(評価 及び グレード)es of the respiratory organs(評価 及び グレード)es of the respiratory organs(評価 及び グレード)es of the respiratory organs(評価 及び グレード)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subjective and Objective Before AfterSubjective and Objective Before AfterSubjective and Objective Before AfterSubjective and Objective Before After

Test Parameters (n = 3) UDCA-Treatement UDCA-treatmentTest Parameters (n = 3) UDCA-Treatement UDCA-treatmentTest Parameters (n = 3) UDCA-Treatement UDCA-treatmentTest Parameters (n = 3) UDCA-Treatement UDCA-treatment

主観的 及び 客観的 UDCA 投薬前 UDCA 投薬後主観的 及び 客観的 UDCA 投薬前 UDCA 投薬後主観的 及び 客観的 UDCA 投薬前 UDCA 投薬後主観的 及び 客観的 UDCA 投薬前 UDCA 投薬後

試験変数 (n = 3)試験変数 (n = 3)試験変数 (n = 3)試験変数 (n = 3)

++++++++++++++++Irritation cough(刺激による咳)Irritation cough(刺激による咳)Irritation cough(刺激による咳)Irritation cough(刺激による咳)

++++++++++++++++Sputum(喀痰)Sputum(喀痰)Sputum(喀痰)Sputum(喀痰)

++++++++++++Exertional Dyspnea(運動時 呼吸混乱)Exertional Dyspnea(運動時 呼吸混乱)Exertional Dyspnea(運動時 呼吸混乱)Exertional Dyspnea(運動時 呼吸混乱)

++++++++++++Whistling noises upon auscultationWhistling noises upon auscultationWhistling noises upon auscultationWhistling noises upon auscultation

(聴診による口笛の音と同じ騒音)(聴診による口笛の音と同じ騒音)(聴診による口笛の音と同じ騒音)(聴診による口笛の音と同じ騒音)

++++++++++++Pathological Spirometra(病的 肺活量)Pathological Spirometra(病的 肺活量)Pathological Spirometra(病的 肺活量)Pathological Spirometra(病的 肺活量)

(Reduced FEV 1) (減少された強制呼吸量)(Reduced FEV 1) (減少された強制呼吸量)(Reduced FEV 1) (減少された強制呼吸量)(Reduced FEV 1) (減少された強制呼吸量)

++++++++++++Disturbed pulmonary gas exchangeDisturbed pulmonary gas exchangeDisturbed pulmonary gas exchangeDisturbed pulmonary gas exchange

(肺ガス交換 障害)(肺ガス交換 障害)(肺ガス交換 障害)(肺ガス交換 障害)

0000++++++++Pathological Sputum DiagnosisPathological Sputum DiagnosisPathological Sputum DiagnosisPathological Sputum Diagnosis

(病理的喀痰有無)(病理的喀痰有無)(病理的喀痰有無)(病理的喀痰有無)

+++ = strong (強い)、+++ = average (平均)、+ = weak (弱い)、+ = absent (無し)+++ = strong (強い)、+++ = average (平均)、+ = weak (弱い)、+ = absent (無し)+++ = strong (強い)、+++ = average (平均)、+ = weak (弱い)、+ = absent (無し)+++ = strong (強い)、+++ = average (平均)、+ = weak (弱い)、+ = absent (無し)


