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萌芽型

　インドネシア、パプア州は、神経変性疾患が通常の 100倍以上
の頻度で多発することが報告された（1970年代）が、その後、十
分な調査がなされていなかった。一方、多発地域のひとつであっ
たグアムでは、生活様式の近代化と高齢化とともに、1980年代に
ALSの急激な減少とともにパーキンソン症候群の占める割合の増
加が報告された。パプア州においても、一部の研究者によりALS
の消失の可能性が報告された。しかし、我々の最近のパプア州で
の調査により、現在でもALSとパーキンソン症候群が多発してい
ることが明らかになってきた。パプア州においては、生活の近代
化が今まさに浸透してきており、高齢化も進みつつある。時代的
な環境変化に伴うALSとパーキンソン症候群の病型の変遷を調査
し、病因に寄与する環境要因と老化の影響を明らかにすることが
目的である。
　土壌や飲料水中のカルシウムやマグネシウムの欠乏や、そてつ
の実の神経毒が病因に関与するという仮説があるが、現在まだ確
証はない。パプア州の症例は、紀伊やグアムに本来多発していた
ALS／パーキンソン／認知症複合と酷似しており、同一疾患であ
る可能性が高い。パプアは、現在でもALSとパーキンソン症候群
が多発している点が世界の多発地域の中でも特異的であり、縦断
的に環境変化と病型の変遷を調査することにより、病因に迫ろう
とする意義は大きい。
　横断的、縦断的調査により、神経変性疾患の頻度とその推移を
明らかにする。同一患者および家族内の患者において、継時的に
ALS、パーキンソン症候群、認知症の合併の詳細について明らか
にする。ライフスタイルや生態学的な要因と、疾患や老化との関
連を明らかにする。高齢者包括的機能検査、栄養調査とともに、
飲料水や身体（毛髪等）の金属分析を実施し、環境変化にともなう、
病態の変遷や予後を縦断的に追求することにより、病因に迫るこ
とが期待される。
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研究概要	Outline of Research

 We are carrying out a survey for neurodegenerative diseases from 2001 
and clarifying the high prevalence of ALS and parkinsonism in Papua. 
The purpose is to clarify the association of clinical epidemiology with 
aging, ecological and environmental changes in Papua.
 It is significant that there are still many cases showing pure ALS and an 
overlap of ALS, parkinsonism and cognitive impairment in Papua, differ-
ent from the recent situation in Guam and Kii. The changing patterns of 
decrease of ALS and increase of parkinsonism in Papua might be caused 
by change of environmental and socioeconomic factors and aging as well 
in Guam and Kii.  It is expected that etiology or risk factors of the neuro-
degenerative diseases will be disclosed in association with environmental 
factors.
 We visited Guam and discussed with neurologists sharing the informa-
tion in 2013. We submitted a report of the survey results in 2001–2012 to 
an international journal in 2014. We also held the international sympo-
sium in Kyoto and Kochi in Japan in 2014 inviting collaborators of Cen-
derawasih University. Further we will submit the papers and hold work-
shops and symposiums with the collaborators in Papua and Japan.

パーキンソン症候群の患者
前屈姿勢、動作緩慢、歩行障害を認める。後ろに娘さんが付き添う。
Patients with parkinsonism
The patient shows typical anterior bending posture, bradykinesia, and gait disturbance. 
He is accompanied by his daughter.

ALS（筋萎縮性側索硬化症）の患者
A：立位保持に家族のサポートを要する。
B：舌の萎縮を認める。
C：上肢帯と躯幹筋肉の萎縮を認める。
D：母指球筋の萎縮を認める。
Patient with ALS (Amyotrophic lateral sclerosis)
A: The patient needs assistance from family members to stand.
B: Advanced atrophy of the tongue.
C: There is upper limb-girdle and truncal muscle atrophy.
D: Advanced thenar muscle atrophy.

 Only one previous follow-up study of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and 
parkinsonism in Papua, Indonesia has been carried out since a survey undertaken in 
1962–1981 by Gajdusek and colleagues. Therefore, to clarify the clinical epidemiol-
ogy of ALS and parkinsonism in the southern coastal region of Papua, the clinical 
characteristics and prevalence of the diseases in this region have been examined 
and assessed.
 Cases of ALS and parkinsonism have been clinically examined by a 2001–2015 
survey in Bade and other villages along the Ia, Edera, Dumut and Obaa rivers in 
Papua, Indonesia. While the prevalence of ALS in Papua has decreased over the past 
~30–35 years, it remains higher than the global average. There is a high prevalence 
of overlapping ALS and parkinsonism, which has also been previously reported in 
Guam and Kii.

　インドネシア・パプア州（西ニューギニア）は、グアム島や日本の紀伊半島と
ならんで、筋萎縮性側索硬化症（ALS）とパーキンソン症候群が多発する世界
3大地域のひとつである。同地域の現地研究者と協力し、神経難病の病型や
予後の縦断的な変化と、環境変化との関連、および老化の影響を調査すること
により、病因に寄与する環境要因を研究する。


