
アミロイド β蛋白（Aβ）の脳内における重合と蓄積，それに伴って生じる神経細胞
変性はアルツハイマー病（AD）発症の基軸である．Aβ重合機構の解明は AD研究の

重要課題の一つであるが，不明の点が多く残されている．アミロイド前駆体蛋白

（APP）遺伝子やプレセニリン遺伝子の変異によって細胞外への Aβ排出が増加するこ
とが根拠となって，Aβ量の増加に Aβ異常重合の原因を求める考え方が支配的であ
る．しかしながら，AD患者の大部分を占める孤発性 ADにおいては Aβ産生の増加を
示す事実が明らかでなく，また最近解明が進んでいる ADやアミロイドアンギオパ

チーをもたらす Aβドメイン内の遺伝子変異によっては，Aβ産生はむしろ減少する可
能性が示されている．これらの事実は，AD脳における Aβ重合の原因が Aβ量の増加
以外にも存在することを示している．

われわれは，AD脳における Aβ重合・蓄積機構の解明を目指して剖検脳の解析を
行った結果，Aβは神経細胞膜に発現される GM1 ガングリオシドに結合して重合を開

始していることを示唆する事実を得た．GM1 ガングリオシド結合型 Aβ（GAβ）は，
高度の凝集塊形成性を示し，また合成 Aβを抗原として作製した抗 Aβモノクローナ
ル抗体の中には，GAβを認識しないものが複数確認された．これらの特異な性質をも
とに，われわれは「Aβは GM1 ガングリオシドに結合することで構造変化を獲得し，

その結果，seedとなり可溶性 Aβの重合を促進する」とする仮説をたて，研究を進め
ている．これまでの研究から，GAβ形成の背景には神経細胞膜内コレステロール量が
重要な役割を果たしていることを明らかにした．老化やアポリポ蛋白 Eの病的意義

を，神経細胞膜内コレステロール分布との関連から検討することが今後重要であると

考えられる．
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はじめに

アミロイド β蛋白（Aβ）の脳内蓄積（老人

斑形成）は，アルツハイマー病（AD）の神経

病理学的主要所見である．Aβは可溶性単体の

状態では毒性を発揮しないことから，その重

合過程の解明が AD研究の重要課題の一つと

なっている．Aβは疎水性アミノ酸を多く含む

蛋白であるため，容易に重合すると一般に理

解されている．確かに，不十分な溶解のまま

合成 Aβを試験管内でインキュベートした場

合，Aβは短時間で重合しアミロイド線維を形

成する．しかしながら，脳内において Aβは生

理的には重合することなく，また脳実質に蓄

積することもなく処理されている．AD発症

の物質的基盤である Aβの重合は，一体どの

ような機構によってもたらされるのであろう

か．

1．従来のAβ重合機構に対する考え方

Aβの脳内蓄積の分子機構に関しては，これ

までの多くの AD研究者は細胞外における

Aβ量が増加することに原因を求めてきた．そ

のような考え方の拠り所は，家族性 AD（fa-

milial Alzheimer’s disease ; FAD）の原因とし

て特定されたアミロイド前駆体蛋白（APP）遺

伝子ならびにプレセニリン（PS）遺伝子の変

異によって，細胞外に排出される Aβ量が増

加するという事実である．これまでの多くの

研究で，APP遺伝子の中の Aβドメインの C

末側の変異（London type）と PS遺伝子では

2種ある Aβ分子種のうち，特に重合性の高い

Aβ42の排出量が約 2倍増加すること1,2），

また同じく Aβドメインの N末側の変異

（Swedish type）では Aβ総量が 5～8倍増加す

ることが確認されている3）．これらの結果

は，少なくとも一部の FADの遺伝子変異に

伴って，Aβ産生系に変化がもたらされること

を強く示唆するものである．しかしながら，

AD患者の大部分を占める孤発性 ADにおい

て脳内細胞外液中の Aβ量が増加しているこ

とは確認されておらず，また最近明らかにさ

れつつある，Aβドメインをコードする遺伝子

部分の変異により生ずる FADや家族性アミ

ロイドアンギオパチー（頭蓋内血管に高度の

Abeta沈着をきたす疾患；Dutch type，Italian

type，Flemish type，Arctic typeなど）におい

ては，一つの例外（Flemish type）を除き，Aβ

の細胞外排出量はむしろ低下している（図

1）4）．Aβドメイン内のアミノ酸置換は，その

結果 Aβの構造変化をもたらすことが容易に

想像され，その結果 Aβが高い重合性を獲得

したと考えることができる．しかしながら，

Aβの異常重合をもたらす要因が構造異常の

みであるならば，これらの Aβドメイン内の

遺伝子変異が原因の病態の臨床的ならびに病

理学的な多様性は，どのように説明すること

ができるのだろうか．Dutch typeと Arctic

typeは同一位置のアミノ酸置換が原因であ

るにもかかわらず，前者の主要な Aβ蓄積部

位は血管壁であるのに対して，後者のそれは

むしろ脳実質である．孤発性 ADや Aβドメ

イン内の変異に起因する病態が示す事実は，

脳内における Aβ重合の原因がその量的増加

のみではないことを示唆しているといえる．

2．Seed Aβ仮説

われわれは過去において，AD脳における

Aβ重合・蓄積機構の解明を目指して多数の

剖検脳の解析を行った結果，Aβは神経細胞膜

に発現される GM1ガングリオシドに結合し

て重合を開始していることを示唆する事実を

得た5）．GM1ガングリオシド結合型 Aβ

（GAβ）は，高度の凝集塊形成性を示し，その

単離をめざした実験はことごとく失敗した．

また，合成 Aβを抗原として作製した抗 Aβ
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モノクローナル抗体の中には，GAβを認識し

ないものが複数確認された．これらの特異な

性質をもとに，われわれは「Aβは GM1ガング

リオシドに結合することで構造変化を獲得

し，その結果，seedとなり可溶性 Aβの重合を

促進する」とする仮説をたてた（図 2）．この

仮説に関しては，これを支持する in vitro

の報告がなされている．GAβを AD発症の開

始点に位置づけるには，依然さまざまな疑問

が残されている．その一つは，生理的に神経

細胞表面に発現されている GM1ガングリオ

シドが，同じく生理的に細胞外に排出される

Aβをどのように認識し，引き付け，複合体形

成に至るのかという問題である．上述したよ

うに，少なくとも孤発性 ADにおいて，Aβ

の産生ならびに細胞外排出が障害されている

事実は確認されていない．また，GM1ガング

リオシドなど脂質代謝に関しても明確な異常

は ADとの関連で報告されていない．最近，わ

れわれはこの問題に対して，人工脂質膜小胞

を用いて物理化学解析を進めた結果，GM1

ガングリオシドと Aβとの結合は GM1ガン

グリオシドが存在する膜内のコレステロール

量の増加により著しく促進されること，また，

これは膜内コレステロール量増加に伴う GM

1ガングリオシドの集合（クラスター形成）を

基礎とすることを明らかにした（図 3）6）．

3．Seed Aβ形成の背景：アルツハイ
マー病発症危険因子との関係

われわれは次に，GAβ形成を誘導しうる神

経細胞膜内コレステロール量の増加が，AD

発症危険因子によりもたらされる可能性につ

いて検討した．ADの最強の危険因子は老化

であるが，興味深いことに，老化マウスを用

いた研究によりシナプス膜外葉中のコレステ

ロール量が若いマウスに比べ，約 2倍増加す

ることがすでに報告されている7）．われわれ

は同様の実験系を準備し，老化と並んで AD

図 1 主な APP遺伝子変異による Aβ細胞外排出量の変化

図 2 Seed Aβ仮説
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発症の強力な危険因子であるヒト型アポリポ

蛋白 E4遺伝子を導入したマウスの解析を

行った．その結果，E4発現マウス脳より調整

したシナプス膜外葉中のコレステロール量

は，老化マウスにおける場合と同様の増加を

示し，E3発現マウスにはこのような変化が認

められないことが明らかとなった8）．AD発

症危険因子であることにおいて共通する老化

とアポリポ蛋白 E発現が，ともにシナプス膜

内のコレステロール量に影響を与えることは

興味深い事実であると考えられる．最近，コ

レステロールが AD発症の過程で何らかの役

割を果たしている可能性が，疫学調査，実験

動物や培養細胞を用いた生物学的実験により

示されている9）．コレステロールが分子レベ

ルあるいは細胞レベルでどのような作用によ

り AD発症を促進しているのか，あるいはそ

もそもコレステロールが AD発症の危険因子

になりうるのか，現時点では不明である．し

かしながら，これまでのわれわれの研究結果

は，コレステロールの病態における役割につ

いては，生体内あるいは臓器内のコレステ

ロール総量の変化から議論するのではなく，

細胞内あるいは細胞膜ドメイン内におけるコ

レステロールの量的変動という視点から検討

する必要性を示唆していると考えられる．コ

レステロール代謝とアミロイドカスケードと

の間には，これまで知られていない接点が存

在するのかも知れない．

おわりに

GAβの発見とその後の一連の研究は，Aβ

以外の分子が Aβとの結合によりその構造変

化をアンチシャペロンのように誘導しうるこ

とを示した．脳内には AD以外にも蛋白の異

常重合を伴う変性疾患が数多く知られてい

る．それらの中には，パーキンソン病やプリ

オン病のように遺伝子変異による一次的な蛋

白構造異常を伴わない孤発性の発症も存在す

る．脳内における蛋白異常重合の背景には，

その蛋白が存在する微小環境の変化が重要な

役割を果たしているのかも知れない．

図 3 膜内コレステロール増加による GM1-Aβ結合促進
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質 疑 応 答

座長（井原） どうもありがとうございまし

た．最近のデータまでお出しいただきました

が，どなたかご質問がございますか．

岩坪 威（東大） 異なる界面活性剤の条件

下で Arctic変異型の Aβが異なる凝集性を示

すことは非常に興味深く拝見したのですが，

zwittergentと SDSで，それぞれどのような膜

の特質を再現するのかについてお教えくださ

い．

柳澤 そもそも神経細胞の膜をまったく同

じように mimicすることはできません．ご存

じのように SDSはマイナスのチャージを

持っています．zwittergentも実は ionicの de-

tergentなのですが，面白いことにプラスとマ

イナスを持っています．ですからチャージと

いう点ではニュートラルなのです．それがな

ぜあのような態度の違う behaviorを誘導し

たのかわかりませんが，質的には違うと思い

ます．

座長 みなさんも興味があるだろう点につ

いて一つうかがいます．コレステロールが

risk factorとしていわれていますが，これと

関係がある可能性はいかがでしょうか．

柳澤 あると思います．ただ神経細胞膜の

コレステロールの動態に関してはまったく情

報がない，言いかえると，現時点ではそれを

評価する方法がまったくないということで

す．外側からの疫学調査でのデータですが，

確かに何かをしている，局所におけるコレス

テロール濃度の変化を介してガングリオシド

と Aβとの結合を誘導するような微小環境を

つくっているのではないかと考えています．

座長 どうもありがとうございました．
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