
　　　　それでは、次のご講演をお伺いしましょう。トロン
ト大学のピーターＨ．セント ジョージ ヒスロップ先生で、テー
マは「アルツハイマー病治療法開発のアプローチについて」
です。夢のような薬がもうすぐ手に入ると申しましたが、そ
の基礎研究において、どういうアプローチで今、薬が開発
されようとしているかということについてお話しいただきます。
では、ヒスロップ先生、よろしくお願いします。 
  
　田平先生、および「アルミニウムと健康」連絡協議会の
皆さんに、本日お招きいただきましてありがとうございます
と申し上げたいと思います。 
  
 ■ はじめに 
　アルツハイマー病は非常によくある病気ですが、障害
が脳に限って発生する大変複雑な病気です。現在アル
ツハイマー病がいかにして発症するかを調べる基礎研究
が行われており、将来的にはこの病気の治療法や予防
法を発見する手がかりが得られると思います。 
　皆様の中には過去にこの病気とアルミニウムの関連に
ついて聞いたことのある方もいらっしゃると思います。しか
し私が今日皆様にご紹介する基礎研究によって、アルツ
ハイマー病の原因は本質的にアルミニウムとは無関係だ
ということがお分かり頂けると思います。アルツハイマー病
の原因は、実は非常に毒性が強く神経細胞を殺すアミロ
イドβペプチドと呼ばれる異常な蛋白質生成物と関係があ
るのです。 
　アルツハイマー病の発症の経緯はいくつかの極めて
基礎的な研究によって少しずつ明らかになってきています。
本日はそうした発症のメカニズムと、その情報がこの病気
を予防し、進行を抑止できる有効な治療法を開発するた
めにどのように利用できるかという点についてお話したい
と思います。 
  
 ■ アルツハイマー病とは何か？ 
　研究の成果についてのお話を始める前に、まずアルツ
ハイマー病とは何かといことについて正確にお話ししてお 

きたいと思います。アルツハイマー病は人間の脳を侵す
障害で動物モデルは罹患しません。これは人間の病気
であり、たいてい40歳以降に発症します。 
　アルツハイマー病は進行性記憶喪失と共に他の認知
機能、すなわち推論、判断、または複雑な仕事をする能
力に障害が発生し、服を着たり、食事をしたり、自分の身
の回りのことをする能力に問題が生じます。アルツハイマ
ー病は良く知られているような単純な記憶障害にとどまらず、
広い範囲にわたり脳が正常に機能するのを妨げる病気
なのです。 
  
 ■ 特徴的な脳の変化 
　アルツハイマー病の臨床的症状は、3つの特徴的な脳
の変化を伴っています（図1）。1つは神経細胞死が起こり、
脳の体積が実際に小さくなります。2つ目はアミロイド斑と
呼ばれる固まりが脳の中に蓄積しているのが見られること
です。そして3つ目は神経細胞そのものの内部に神経原
線維変化と呼ばれる蓄積が起こっていることです。 
　これは正常な脳の写真で、こちらがアルツハイマー病の
脳の写真です（図2）。アルツハイマー病の患者さんの脳
の場合、正常な方の脳に比べてかなり萎縮していること
が分かります。これは、脳そのものを構成している細胞が
大量に失われたために起こる現象です。第2の特徴はア
ミロイド斑です（図3）。脳内の神経細胞の間のすきまに繊
維状蛋白質のかたまりがあり、球形の堆積物のようなもの
を形成しています。アミロイド斑の中心にはアミロイドβペプ
チドと呼ばれる蛋白質の繊維状の固まりがあります。 
　アミロイドβペプチドは、アミロイド前駆体蛋白質と呼ばれ
るもっと長い蛋白質からできることが分かっています。アル
ツハイマー病を引き起こす過程の中で、この蛋白質の小さ
な一部が切り離され、脳に沈殿してアミロイド斑となり、そし
て神経細胞を殺すのだと私たちは考えています。 
　第3の特徴は神経原線維変化と呼ばれるもので、別の
繊維状蛋白質の固まりが神経細胞内に蓄積することです。
これはタウとよばれる蛋白質でできています。実際に電子
顕微鏡で見ると、この蛋白質は非常に美しく対になった 



螺旋状の繊維であり、神経原線維変化はペアード・ヘリカ
ル・フィラメント（PHF）とも呼ばれています。 
  
 ■ 希望をもたらす新研究 
　アルツハイマー病が致死的な病気であることは明らか
であり、その致死性は各種の癌と同程度です。一般にア
ルツハイマー病では、症状の発現後約10年から15年以
内に死亡します。この病気はほとんどの先進社会におい
て成人の死亡原因の第4位になっています。またすでに
お聞きになっておられるように、この病気の患者さんの介
護には多額の費用がかかります。 
　今のところこの病気の症状の一部をコントロールできる
にとどまっており、病気そのものの進行を止めることはでき
ません。最近までこの病気がどのように起こるかが正確に
は分かっていなかったため、今までこの病気を治す治療
法を編み出すことができませんでした。しかしこれからお
話しする研究ではこの病気のメカニズムが解明され始め
ています。そして実際の発症を予防する薬を開発するに
あたってのヒントを与えてくれています。 
  
 ■ 神経細胞代謝異常 
　どんな病気でも病気そのものの臨床症状はニューロン、
つまり神経細胞が病気になり、その働きを停止し、そして
死に至ることから起こることが分かっています。神経細胞
が病気になったり死んだりする理由は神経細胞内部の
代謝に異常が発生するからだということも分かっています。 
　アルツハイマー病の場合、生化学代謝異常がアミロイド
斑としてアミロイドβペプチドを蓄積させ、PHFあるいは神
経原線維変化としてタウ蛋白質を蓄積させているのです
（図4）。 
　さらに検討していくと、この生化学的異常を引き起こす
可能性があるのは、病気の症状の原因となるニューロン
を殺すプロセスの引き金となる環境中の何かにさらされて
いるか、または同様に病気の症状の原因となるニューロン
を殺すプロセスの引き金となる遺伝的な欠陥が存在するか、
このいずれかであることが分かります。実際には多くの場 

合この両方、つまり遺伝的に弱い要素を抱えていてかつ
何らかの環境的な要因によるきっかけがあってこのプロセ
スが活性化するのではないかと考えられます。 
　既にお聞きのとおり、環境要因を特定しようとする試み
はこれまでに数多く実施されています。頭部の外傷、食
生活の内容、幼年期にどのような教育を受けたか、などは
すべて環境要因としての危険因子と考えられます。重要
なことなのでもう一度申し上げますが、アルミニウムはこう
した活性化因子あるいはトリガー因子とは考えられません。 
  
 ■ アルツハイマー病の遺伝的決定因子 
　ここで遺伝因子について取り上げてみたいと思います。
実はこうした遺伝因子を分析することによって神経細胞
死に至るこの生化学経路について多くのことを知ること
ができたのです。この経路を理解することによってアルツ
ハイマー病の治療方法を開発する方策が少しずつ見え
てきます。 
　過去15年の間に、日本、ヨーロッパ、そして北米の研究
者たちがアルツハイマー病を発症するリスクに関わる4つ
の異なる遺伝子を特定しました。 
　しかしいくら想像力を膨らませてみたとしてもこの4つ
の遺伝子だけがアルツハイマー病の発症にかかわる遺伝
因子であるとは言えず、他にもまだ特定されるべき遺伝子
があるということが分かっています。 
　しかしながら、この4つの遺伝子がどのような働きをし、
またどのように変異することによってアルツハイマー病を
発症するかを見ていくと、この病気の原因が見えてきます。
具体的にいうと、第21染色体上のアミロイド前駆体蛋白
質遺伝子の働きにこの4つの遺伝子すべてが影響を及
ぼしているということです。 
  
 ■ アミロイド前駆体蛋白質 
　アミロイド前駆体蛋白質、というよりはアミロイド前駆体
蛋白質遺伝子は、実際に棒状の蛋白質を作り出します。
この蛋白質は細胞の表面を貫通して細胞の外にぶら下
がった部分と細胞の内部に少し入った部分があり、ちょう 



ど細胞膜を突き抜けた状態でとどまっています。 
　しかしアルツハイマー病に関して申し上げますと、ここに
あるアミロイドβペプチドと呼ばれる赤色のこの小さな部分
が重要なポイントで、これが切り離されてアミロイド斑として
脳に沈殿します。このアミロイドβペプチドがアミロイド斑の
中心に茶色の核を形成します（図5）。私たちは最近の数
年間で、この蛋白質が実際に処理される生化学的経路
を発見しました。 
  
 ■ β-APP処理の蛋白質の分解経路は2つある 
　このアミロイド前駆体蛋白質の処理経路は2つあること
が分かりました。一方の経路では蛋白質を分断して実質
的に不活性な一連の蛋白質の断片を生成します。この
経路には有害な生物学的活動はありません。 
　もう一方の経路では、一連の2つの分割が進行してこ
のアミロイドβペプチドを産生します。最初の分割によって
アミロイドβペプチドの先端となる部分が切れ、γセクレター
ゼといわれる2つ目の分割によってアミロイドβペプチドの
後端部分で切断が起こりこの断片が作られます。これは
非常に神経細胞に対する毒性が強いもので、簡単に神
経細胞を殺してしまいます。 
  
 ■ β-APP遺伝子の変異 
　最初にアルツハイマー病の原因遺伝子を探したときは
APP遺伝子、つまりアミロイド前駆体蛋白質遺伝子に着目
しました。そしてその遺伝子の中の異なる場所での変異
が数多くあること、そしてその変異すべてが早発性家族
性アルツハイマー病というかなり珍しい病気のリスクの増
大に関係していることが分かりました。つまりこの遺伝子
の変異がアルツハイマー病を引き起こすということが判明
したのです。 
　そうした変異がみられる場所を調べてみると、それらの
変異は分割をつかさどる部位の付近にかたまっているこ
とを発見しました（図6）。これらの変異は、βペプチドの先
端部分のこの分割を引き起こす部位の近くにあり、こちら
は真ん中のアミロイドの産生を妨げる分割を引き起こす部 

位の付近にあります。またこれらはアミロイドβペプチドを産
生する後端部分の分割の部位にありました。 
　ですからこれらの変異は、この蛋白質の処理を変えて
アミロイドβペプチドを産生する経路に押し込み、アミロイド
βペプチドを産生しない経路に向かうのを妨げているので
す。言い換えればこれらの変異がニューロンを殺す作用
を持った、毒性のあるアミロイドβペプチドの産生を増加さ
せる原因となっていたということです。 
　簡単に言ってしまうと、APP遺伝子の変異はアミロイドβ
ペプチドの産生を増加させることによってアルツハイマー
病を引き起こす力があるということです。 
　こうしてこの病気の発症の経緯について非常に重要
な手がかりが得られました。特にこのアミロイドβペプチド
の産生が増加するとアルツハイマー病が引き起こされると
いうことが分かりました。 
　一方この研究によって、アルツハイマー病のすべての
症例がAPP遺伝子の変異によるものではない、つまりこ
れ以外に別の遺伝子もあるということも分かりました。そこ
で私たちは別の原因を探し始めました。 
  
 ■ アポリポ蛋白質Eとアルツハイマー病 
　私たちが見つけた次の原因は、第19染色体上にあるア
ポリポ蛋白質E遺伝子の変異でした。アポリポ蛋白質E遺
伝子には、ε2、ε3、ε4と呼ばれる3つの正常な変異型があ
ります。ε2遺伝子を持っている人は、アルツハイマー病に
はならないのですが、ε4対立遺伝子をもっている人はア
ルツハイマー病になるリスクが高くなります。実際に皆様
がご両親から受け継ぐε4のコピーの数によってアルツハ
イマー病になる確率と年齢が決まります。コピーを2つ持っ
ていればリスクは高くなり、発症の時期が早くなります。コ
ピーを1つしか持っていなければリスクは低く、発症の時
期は遅くなります。 
　ここで当然、アポリポ蛋白質Eのε4対立遺伝子はどのよ
うにアルツハイマー病を引き起こすのかという疑問がすぐ
に出てきます。この写真をご覧ください。E4蛋白質は、脳
に生じたアミロイドβペプチドの除去を阻止する働きをして 



いることが分かります。実は細胞は通常、少量のアミロイド
βペプチドを作っています。 
　細胞は、アミロイドβペプチドを細胞の間の隙間に分泌し、
レセプターと呼ばれる特別な蛋白質を持っている別の細
胞がそれを取り込みます。これらの細胞がアミロイドβペプ
チドを取り込んで分解します。 
　ところがε4対立遺伝子のあるアルツハイマー病の場合は、
アポリポ蛋白質Ｅの方がこのLRPレセプターに取り込まれ
てしまい、その結果LRPレセプターがブロックされ、アミロイ
ドβペプチドが除去されなくなってしまいます。こうして産
生され続けるアミロイドβペプチドの除去が行われなくなり、
細胞の外の隙間に蓄積して毒性を持ち、最終的には自
分を作り出した細胞を殺してしまいます。 
　ここまでをまとめますと、まずアミロイド前駆体蛋白質遺
伝子の変異はアミロイドβペプチドの産生を増加させるこ
とによってアルツハイマー病を引き起こします（図7）。
APO E ε4対立遺伝子は、アミロイドβペプチドの除去量を
低下させることによってアルツハイマー病を引き起こしま
すが、その影響は実質的には同じです。つまり最終的に
これらの事象の両方が、アミロイドβペプチドの産生を増加
させ、その除去を阻害することによってアミロイドβペプチド
を脳内に蓄積させるということです。 
  
 ■ プレセニリン1およびプレセニリン2遺伝子の変異 
　ここまで理解が進むとアポリポ蛋白質EとAPPだけでは
すべてのアルツハイマー病の症例を説明することはでき
ないことが分かります。ここで40歳頃に発症する超早発
性アルツハイマー病の症例群をご紹介します。 
　この病気は非常に早発性でありまた進行性の強い恐
ろしい型であることから、この型のアルツハイマー病の原
因となる遺伝子は、一方でアルツハイマー病にかかるのを
防ぐ非常に重要な働きをする遺伝子であろうということが
分かっていました。 
　この型のアルツハイマー病の原因遺伝子は最終的に
はクローニングに成功し、このようなプレセニリン1と呼ば
れる蛋白質を作ることが分かりました。続いてプレセニリ 

ン1に非常に似たプレセニリン2と呼ばれる第2の蛋白質も
特定されました。これら2つの遺伝子の変異はどちらもこ
の進行性の強い早発性アルツハイマー病を発症させるこ
とができることが分かっています。 
　それでは、プレセニリン遺伝子の変異はどのようにアル
ツハイマー病を引き起こすのでしょうか。 
　プレセニリンは、細胞の中に小さな生物学的な「機械」
とでもいうような複合体を形成し、そしてこの小さな複合
体が前駆体蛋白質APPからアミロイドβペプチドを切り離
す最終的な切出に関係している、と申し上げておきます。 
　このプレセニリン遺伝子の変異が今申し上げました「機
械」を活性化し、アミロイドβペプチドを活発に産生させる
のだと考えられます。こうした活性化によりアミロイドβペプ
チドが過剰生産されるのです。 
　要するに遺伝子が経路に影響を与えアルツハイマー病
を引き起こすもうひとつの例が見つかったわけです。最
初にお話しましたように、APP遺伝子の変異は、この経路
に送られてアミロイドβペプチドを作るAPP蛋白質の量を
増大させ、結果としてアミロイドβペプチドの過剰生産を引
き起こします。 
　プレセニリン遺伝子の変異はこの最終的な切断を行う
酵素を活性化し、アミロイドβペプチドの過剰生産を引き起
こします。アポリポ蛋白質Eのε4対立遺伝子はアミロイドβ
ペプチドの除去を阻害することによってその蓄積を促進し、
アミロイド斑のような原線維が形成され、それが最終的に
神経細胞を殺します。 
　この共通した理論によってアルツハイマー病を発症す
るのはアルミニウムとかそういったもののせいではないと
いうことがお分かり頂けると思います。APPの処理を変え
たり、アミロイドβペプチドを過剰生産させたり、その除去を
阻害したりして有害な現象を引き起こしているものが病
気を発症させているのです。 
  
 ■ 神経原線維変化の役割 
　先ほどお話しましたように、アルツハイマー病の原因を
説明するには、神経細胞死、アミロイド斑、そして神経原線 



維変化を説明できなければなりません。ここまでのお話で、
APP遺伝子の変異、つまりAPPの処理の異常とアミロイド
βペプチドの過剰生産や除去量の低下がこの病気を発
現させる本当の原因だということが既にお分かり頂けたと
思います。しかしここで神経原線維変化の重要性とは何
なのかということを考えてみる必要があります。なにか役
割があるのでしょうか・・・実はあるのです。 
　前頭側頭型痴呆とよばれるアルツハイマー病に非常に
よく似た病気の遺伝子の特質を分析してみると、アルツ
ハイマー病のPHFにそっくりのものが蓄積していることが
分かりました。この前頭側頭型痴呆の原因を調べてみると、
症例の約40%が遺伝子の欠陥によるものだということが
分かります。この遺伝子の欠陥は神経原線維変化タンパ
ク質の成分であるタウ蛋白質を作る遺伝子コードの中に
発生しています。 
　タウ蛋白質遺伝子のこのような変異によって、タウ蛋白
質が神経細胞の内部に蓄積し、神経原線維変化が起こ
ると考えられます。タウ蛋白質が神経細胞内に蓄積する
と神経細胞は死んでしまいます。 
　タウ蛋白質でできた神経原線維変化は神経細胞にと
って非常に毒性が強いので、タウ蛋白質の処理をこのよ
うに変えてしまうものはすべて有害な影響があると考える
ことができます。タウ蛋白質が蓄積する理由は、タウ遺伝
子の変異によるものであっても、細胞に有毒な何かがタウ
蛋白質の正常な代謝を妨げるからであっても、どちらでも
結果は同じです。 
  
 ■ βアミロイドの蓄積と神経細胞死 
　これまでに得た2つの情報を組み合わせると、この病気
がどのように発症するかが分かってきます（図8）。まず、
病気の原因と考えられるものは数多く存在しているけれ
ども、おそらく主に遺伝子の欠陥によってアミロイド前駆体
蛋白質の処理が変わり、アミロイドβペプチドが蓄積するた
めだと考えられます。 
　アミロイドβペプチドが蓄積すると神経細胞を損傷し、脳
の中にアミロイド斑として沈殿します。そしてアミロイドβペ 

プチドの毒性のために神経細胞が損傷するとタウ蛋白質
の処理が正常に行われなくなり、神経原線維変化、すな
わちPHFとして蓄積します。 
　この事象はそれ自体に毒性があり細胞の損傷をさらに
悪化させます。つまり直接損傷、次いでそれに二次損傷
が加わるという相乗効果が起こり事態はさらに悪化します。 
　これら2つの事象、つまり直接の毒性と誘発された
PHFによる二次毒性によって、細胞は病気になり、次第
に正常に働かなくなって最終的には死んでしまいます。 
　そしてこれが臨床的な痴呆と脳の萎縮につながってい
ます。こうしてβアミロイドの蓄積、タウ蛋白質のリン酸化と
沈殿の誘発、神経細胞の損傷、そして最終的な痴呆と細
胞死を引き起こすというこの病気の機序が描き出されて
きます。 
  
 ■ この知識は患者さんのためにどのように活用できるか？ 
　ここで、この情報をどのように活用できるかを考えなけ
ればなりません。もちろんこうした情報を見つけるという仕
事によって、私やフリードランド教授や他の科学者の人た
ちが失業せずに食べていくことができているのですが、ア
ルツハイマー病の患者さんのためにはいったいどのように
活用できるのでしょうか？ 
　実際には、この情報には3つの重要な利用価値があり
ます。まず、アルツハイマー病の新しい診断検査の開発
に役立ち始めています。2つ目にはこの病気になるのを防
ぎ、または発病してしまってもその進行を止める方法を見
いだすヒントを与えてくれます。3つ目は、この病気の生物
学的特質を理解するためのモデルを作ることができると
いうことです。 
  
 ■ トランスジェニックマウスモデル 
　アルツハイマー病の研究で困ることのひとつは、人を対
象にするときは死後の脳組織しか見ることができないとい
うことです。この組織は病気の最終段階のものです。し
かし人間のアルツハイマー病の原因遺伝子を採取してト
ランスジェニックマウスに組入れることによって、人間の疾 



患のレプリカを作ることができます。ここに示したのはアミ
ロイド斑の存在を染色した健常な人の脳組織と、今申し
上げましたマウスモデルの脳組織のスライドです（図9）。 
　ご覧頂けますように、この人の場合これらの斑ができる
のに70年かかっています。しかしマウスの方はこのアミロ
イド斑ができるのに約60日しかかかっていません。つまりこ
のマウスモデルを使えば新しい治療法を試すことができま
すし、数ヶ月以内にその治療法が有効かどうかを見極め
ることができます。 
　もしその治療法が有効であればさらに人間で検証し、
有効でなければその治療法をあきらめて次の治療法に
取りかかることができます。もし人間でこれを行わなけれ
ばならないとすれば、多くの化合物を調べてスクリーニン
グするのに長い年月がかかってしまうことはお分かり頂け
ると思います。この方法は紛れもなく私たちの遺伝学的
研究に由来する非常に貴重なツールなのです。 
  
 ■ 可能性のある治療法 
　もちろん大切なのはこうした情報をアルツハイマー病の
治療法の開発にどのように活用するかということです。こ
れまでのお話でアミロイドβペプチドを生成するこのプロセ
スがアルツハイマー病の発症経路の鍵であることはお分
かり頂けたと思います。したがってこの病気を阻止するた
めにはアミロイドβペプチドの生成を阻止することを考える
のが自然です。 
　これにはいくつかの方法が考えられます（図10）。ひと
つはβペプチドの中程で切断する経路の活動を活発に
することによって、より多くのアミロイドをこの経路に送り、
アミロイドβペプチドを生成させないようにする方法です。
あるいはβペプチドの左側を切る酵素または右側を切る
酵素を阻害することによってアミロイドの生成を阻止しよう
とする方法も考えられます。またはアミロイドβペプチドの
除去を何らかの方法で加速させようと考えることもできます。 
　実際これらの方法はすべて製薬会社によって現在試
みられています。アミロイドβペプチドの生成に関わる最初
の酵素か二番目の酵素を阻害することによってアミロイド 

βペプチドの生成を阻害する薬を作ろうとしている会社も
あります。 
　さらにアミロイドが凝集して毒性のある原線維や繊維に
なるのを阻害する化合物を開発しようとしている会社もあ
ります。また皆様の多くがご存知のとおり、アミロイドに結
合してかなりの速さでアミロイドの除去を進める抗体を作
るワクチンを使ってアミロイドβペプチドの除去を加速させ
る試みも実施されています。 
  
 ■ モリスの水迷路テスト 
　さて、これらの考え方にそった治療法が有効ではない
かと大変期待の持てる実験をご紹介したいと思います。
これはマウスモデルを使った実験で、マウスが物事を覚え
る能力を調べるために考案したテストです。 
　このテストは、モリスの水迷路テストと呼ばれています。
内容は非常に単純で、不透明でわずかに乳白色の水を
水槽に満たし、水面下に小さな台を隠しておきます（図11）。 
　マウスを水槽の中に入れて台まで泳がせます。台は見
えないのでマウスは水槽に入れられると最初は偶然に台
を見つけるまでランダムに泳ぎ回ります。しかしこれを何回
か続けていくと、マウスは水槽の中を見回してこのあたり
の水面下に台があるということを学習します。いったん学
習したマウスを再び水槽に入れると今度はまっすぐ台に
向かって泳いで行きます。マウスを放した地点から台まで
泳ぐのにかかった時間を計ることによって、マウスが台の
位置を覚えたかどうか判断できます。 
　これはアルツハイマー病の患者さんに見られる記憶障
害に直接あてはめて考えることができます。アルツハイマ
ー病の患者さんは地理的な空間を認識できなくなるとい
う大きな問題があります。家を出ると迷子になり、病気の
最終段階になると自宅の中でも迷子になってしまいます。
ですからこの空間記憶テストはアルツハイマー病の患者さ
んの抱える問題のひとつに直接結びついているのです。 
　私たちは正常なマウス群とアルツハイマー病マウス群を
用意し、アミロイドβペプチドワクチンで免疫するという実験
を行いました。アミロイドβペプチドが抗体を作りその抗体 



が脳の中を通ってアミロイドに結合し、脳からアミロイドを取
り除くのではないかと考えたのです。まず正常なマウスを
数匹水槽に入れました。最初は台がどこにあるのか分か
らず、ランダムに泳ぎ回りましたが、2回ほどテストを繰り返
すと、マウスは台の位置を覚え、放した地点から台までま
っすぐ泳ぐようになりました（図12）。 
　アルツハイマー病のマウスにも同じことをさせたところ、
やはり最初はランダムに泳ぎ回りました。それからマウスを
訓練しましたが、訓練してもプールの中をランダムに泳ぎ
続けるだけでした。つまりアルツハイマー病のマウスは台
がどこにあるのか覚えることができなかったのです。 
　次に同じマウスをアミロイドβペプチドで免疫し、脳の中
に入って脳からアミロイドを取り除く抗体を生成させました。
この処理を訓練後に実施したところ、マウスは正常なマウ
スとまったく同じように台までまっすぐ泳いで行くことが分
かりました。つまり、アミロイド免疫がマウスの痴呆を阻止し
たのです。 
  
 ■ この実験が示唆すること 
　それでは免疫は脳内の病理にどんな作用を及ぼすの
でしょうか。これはまだ免疫していないマウスの脳の写真
ですが、アミロイド斑がたくさんあるのが分かります（図13）。
こちらはアミロイドβペプチドで免疫したマウスの写真です。
斑のほとんどが消えてしまったことが分かります。 
　このことからアミロイドβ免疫によってアミロイドβペプチド
が除去され、斑を消失させ、そして臨床的痴呆症状も改
善したということが分かります。 
　私はここに重要な示唆がたくさん含まれていると考えて
います。まず、もちろん直接人間での治験の実施が必要
ではありますが、アミロイドβペプチドワクチンそのものをア
ルツハイマー病の治療、あるいは予防に使用できるかもし
れないという可能性がでてきました。さらに重要な点は、
アミロイドβペプチドを直接攻撃目標にした治療はどんなも
のでも、単独でもアミロイド免疫と組み合わせたものでも、
アルツハイマー病の治療法として効果がありそうだという
ことです。 

　最後に、最も重要な点は、アミロイドβペプチドがこの
病気の発症の経緯の鍵であるということを教えてくれて
いることです。アルミニウムではありません。鍵はこのアミ
ロイドβペプチドなのです。これが非常に大切なポイント
です。 
  
 ■ アミロイドβワクチン接種の追加試験 
　さてまだ皆様のお耳には入っていないと思いますが、
最近数ヶ月の間に追加試験が数多く実施されています。
まず私たちは以前よりも高齢のマウスを使ってアミロイドβ
ペプチドワクチンを接種する試験を実施し、実際に症状が
改善するということを示しました。 
　第2に、人間でこのワクチンの治験を何回か実施した製
薬会社が少なくとも1社あります。最初の治験では毒性は
認められませんでしたが、良好な抗体反応を発現しない
ケースがありました。そのため、ワクチンの接種がこの病気
の進行を遅らせるのに有効かどうかを調べるため、2回目
の治験は約300人の患者さんを対象にして実施されました。 
　残念ながらこの治験では過去2、3ヶ月の間に、大勢の
患者さんにこのワクチンへのアレルギー症状が認められた
ため、毒性を取り除いたワクチンが開発されるまで、この治
験を中止せざるを得なくなってしまいました。しかし私は
全体的な考え方は非常に有望だと思っています。なぜな
ら、今日皆様にお話しした基礎データはアミロイドβペプチ
ドがこの病気の主因であり、どんな治療法でも、それがワク
チン接種であれ酵素阻害剤であれ、この病気の予防する
試みとして有効な方法であることを強力に立証している
からです。 
　皆様にお話ししたこのような研究は日本も含め世界中
で実施されています。そしてこうした研究が非常に重要
な手がかりを与えてくれているということがお分かり頂け
ると思います（図14）。私たちはこうした研究の成果に大
きな期待を寄せています。しかしこの病気は極めて複雑
なものであり、有効な薬を開発するまでにはこれからの数年、
もっと多くの研究が必要であるということも知っておいて
頂きたいと思います。 



　私たちは5年前には悲観的でした。しかし現在ではこの
病気に関する理解が大きく進み、近い将来何かできるよ
うになるだろうという期待が研究者の間に広がっています。 
  
 ■ おわりに 
　これまでお話ししてきた内容は遺伝的要因のある症例
を解析することによって判明したことですが、遺伝的な要
因の無い症例についても同じ代謝現象が起こっているこ
とがはっきりしています。最後になりますがこうした遺伝的
要因のある症例の解析によって理解できたことは、家族
歴があるとは考えられない症例に対してもそのまま応用可
能だということを指摘して締めくくりとしたいと思います。 
　アミロイドβペプチドのプロセスに異常が発生しアミロイド
βペプチドが脳に蓄積して細胞を殺すという遺伝的要因
のある症例から得られた情報が、今後すべての症例につ
いてこの病気を治療したり予防したりする方法を解明す
ることにつながるのです。 
  
  
            　少しお話が難しかったかもしれませんので、ど
うぞ遠慮なく質問用紙にお書きくださって、いろいろ質問
してみましょう。そうすれば、もっと理解が深まると思います。 
　それでは、ここからまた20分ほど休憩を取りますので、
その間に質問をいっぱい用意していただきたいと思います。 

 


