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アミロイドーシス各病型[①AL、 ②AA、③家族性アミロイドポリニューロパチー（FAP）、

④透析、⑤脳（アルツハイマー病（AD）、脳アミロイドアンギオパチー（CAA））]ごとの戦略および全
病型に共通する基盤的研究により、疫学調査、治療プロトコール確立、新規診断・予防・治療法開発等
を行った。臨床個人調査票に基づき、わが国の家族性アミロイドーシスの疫学を明らかにした。AL で
は中等量メルファランによる寛解導入療法と自家末梢血幹細胞移植療法からなる新規治療プロトコー
ルによる全国多施設臨床試験を実施し有用性を評価し、他の治療オプション（同種ミニ移植など）の有
用性を報告した。AA では抗サイトカイン療法の有用性を示し、特に IL-6 受容体抗体トシリズマブが優
れていたことから、本剤による AA アミロイドーシスに対する世界初の全国多施設臨床試験体制を確立
した。FAP では新規集積地であることが判明した石川県の TTR Val30Met 型 FAP の特徴を明らかにし、
Val30Met 型 FAP では加齢に伴い野生型 TTR 沈着が増加することを示し、更に治療薬開発に有用な in vitro
の TTR アミロイド形成系を報告した。透析アミロイドーシスでは腎移植が症状の改善や進行の抑制に
有用であることを明らかにし、遊離脂肪酸によるアミロイド形成促進を発見した。脳アミロイドーシス
では Aph-1 を介したγセクレターゼ活性の調節機構、エストロゲンの抗アミロイド作用、抗 Aβ40 抗体
の治療的有用性、皮質微小出欠の CAA 診断上の意義等を明らかにし、有用な Aβオリゴマー特異抗体
およびモデル動物を作成した。老化アミロイドーシスマウスの ApoA-II アミロイド線維形成機構解明が
進展した。アミロイドイメージング開発では、micro PET によるアミロイドーシスモデル動物における
アミロイド画像化に成功し、臨床応用の段階に至った。
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パチー（CAA）は高齢者の脳葉型出血の主要な原

報通信分野

因である。本研究では AD、CAA 脳に蓄積するア
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断マーカー、新規予防・治療法の開発を行う。
A. 研究目的

6) アミロイドーシスに共通する発症機構解明に

アミロイドーシスの分子病態に基づく早期診

基づく診断・予防・治療法開発およびその他のア

断・治療法の確立を目的とする。そのために、ア

ミロイドーシス：各種アミロイドーシスに共通す

ミロイドーシス病型ごとの戦略並びに全病型共

るアミロイド沈着機構を統合的に研究し、診断、

通の発症機構の基盤的研究により、本症の発症動

予防・治療法への応用を行う。特に、特異的プロ

向の把握と共に、早期診断、治療成績の向上、新

ーブを用いたアミロイドイメージングを開発し

規診断、予防・治療法の開発を行う。研究成果は、

臨床診断への応用を行う。

本症患者、さらには多数の発症リスク保有者に対
する医療、保健に貢献する。

B. 研究方法

1) AL アミロイドーシス：従来報告されてきた本

1) アミロイドーシスの疫学：特定疾患治療研究

症診断後の 50 %生存は約１年である。本症に対

事業の臨床調査個人票（2003-2005 年度）を用い、

する治療法として自家末梢血幹細胞移植併用療

本症の疫学、特に FAP 患者の全国分布を検討し

法が注目されている。本研究では、自己末梢血幹

た（山田正仁）。

細胞移植併用療法の有用性を高める新規プロト

2) AL アミロイドーシス：

コールを確立するために、新規プロトコールによ

①自家末梢血幹細胞移植併用新規プロトコール

る全国多施設臨床試験を実施する。さらに、その

による臨床試験及び他の治療法の検討：中等量メ

他の治療オプションの、AL の分子病態解明に基

ルファランによる寛解導入療法と自家末梢血幹

づく新規診断・治療法開発研究を行う。

細胞移植療法による新しいプロトコールによる

2) AA アミロイドーシス：関節リウマチ（RA）患

全国多施設臨床試験を実施した。さらに各施設に

者の 5-10%は本症を発症し、本症合併した場合の

おける本療法による AL 治療経験例を検討した

予後は不良である。リウマチ性疾患における本症

（島崎、高市、池田、石田ほか）。さらに、メル

発症の危険因子、予後規定因子の解明、早期診

ファラン大量療法後のサルベージ療法としてサ

断・治療指針の作成、分子病態解明に基づく抗サ

リドマイドを投与した例、同種ミニ移植（RIST）

イトカイン療法の確立をめざす。

実施例を検討した（麻奥）。

3) 家 族 性 ア ミ ロ イ ド ポ リ ニ ュ ー ロ パ チ ー

② BJP 蛋 白 の 解 析 ： AL を 含 む monoclonal

（FAP）：本症の根本治療には肝移植があるが、

gammopathy of undetermined significance (MGUS)

その有効性や問題点を明らかにすること、肝移植

患者について尿中 Bence Jones 蛋白（BJP）と腎障

が適用できない患者にも応用可能な治療法の開

害の関連を検討した（今井）。

発が必要である。本症の病態解明、トランスサイ

③抗 NF-ｋB 療法の開発：アミロイド原性の免疫

レチン（TTR）沈着機構の解明とその制御により、

グロブリン L 鎖を産生する単クローン性形質細

新規予防・治療法開発をめざす。

胞の抗 NF-ｋB 活性について検討した（河野）。

4) 透析アミロイドーシス：長期透析患者数と共に

3) AA アミロイドーシス：

本症は増加している。本症合併の危険因子同定、

① 臨床的研究：RA に合併する AA アミロイドー

早期発見法確立、治療成績の向上、β2-ミクログ

シスについて、腎臓のアミロイド沈着パターンと

ロブリン（β 2-m）線維形成過程の解明による新

腎機能の予後との関係（佐伯）、メトトレキセー

規治療法開発をめざす。

ト治療導入の有無と治療予後との関係を検討し

5) 脳アミロイドーシス：アルツハイマー病（AD）

た（寺井）。AA アミロイドーシスに対する抗サイ

は認知症の過半数を占め、脳アミロイドアンギオ

トカイン療法（インフリキシマブ、エタネルセプ
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ト、トシリズマズ）の有用性を検討した（奥田）。

の変化を検討するために、HEK293 細胞に APP 遺

抗 IL-6 受容体抗体（トシリズマブ）による全国

伝子導入した stable 細胞に Aph-1aL を遺伝子導入

多施設共同臨床試験を遂行するために、AA アミ

した場合、siRNA でノックダウンした場合等に、

ロイドーシス臨床研究会を発足させ、臨床試験プ

培養液中に産生される Aβ40 及び Aβ42 の量的

ロトコールを作成した（吉崎ほか）。

変化を ELISA 法にて測定した（水澤）。慢性脳虚

② 基礎的研究：本症の診断および発生病理の解

血が Aβ産生に与える影響を明らかにするために

明に有用な新規抗 SAA 抗体の開発を目的として、

両側総頸動脈結紮モデルラット脳を検討した（玉

合成ペプチド（SAA1.83-95）を抗原とする抗 SAA

岡）。疫学研究でホルモン補充療法を受けている

抗体の作製を試みた（石原）。本症の生検消化管

女性では AD 発症率が低いことから、エストロゲ

粘膜から AA を定量する方法を確立し、病理所見

ンが Aβ凝集過程および既成凝集体の不安定化過

との相関を検討した（山田俊幸）。AA アミロイド

程に及ぼす効果を、生体条件試験管内モデルを用

ーシスマウスにおける SAA 生合成及び脂質代謝

いて解析した（山田正仁）。AD 病態惹起分子と考

関連酵素発現の雌雄差を検討した（中里）。

えられている Aβオリゴマーに対する抗体を作成

4) FAP：

し、本抗体が認識するオリゴマーが AD 脳に存在

① FAP の病態及び肝移植治療に関する研究：疫

するかどうか、Aβオリゴマーの神経毒性や線維

学研究により石川県が FAP の新規集積地として

形成能を中和するかどうかを検討した（東海林）。

同定されたため、石川県の FAP を調査した（山

Tg2576 マウスと presenilin-1 L286V マウスとの

田正仁）。Val30Met 型 FAP 患者 44 名の腹壁脂肪

double transgenic (Tg) mouse、TgTauP301L マウス、

吸引生検と 13 名の胃生検の沈着アミロイドつい

TgTauP301L と Tg2576 の double Tg マウス、変異α

て、Congo red 染色後のスライド標本よりアミロ

シヌクレイン発現モデルマウス（TgαSYN）用い

イド線維蛋白を抽出し、質量分析計(LC-MS/MS)

て Aβ、リン酸化タウ、リン酸化αシヌクレイン

により野生型 TTR(V30)と変異型 TTR(M30)の構

の蓄積を検討し、更に抗 Aβ40 抗体投与による治

成比を検索、さらに野生型と変異型の比について、

療法開発を行った（東海林）。

発症年齢、生検時の年齢、罹病期間などの患者背

②CAA に関する研究： MRI gradient-eho 法(T2*)

景と比較検討した（池田）。

を用いて高齢者（60 歳以上の連続 548 例）の

② FAP の発症機構解明および新規治療法開発に

cerebral microbleeds(CMBs)を検討した（葛原）。高

関する研究：生体内に豊富に存在するヒト血清ア

度の CAA を呈し典型的老人斑を欠くアイオワ型

ルブミン（HSA）が TTR のアミロイド形成に与

APP 変異（Asp23Asn）を有する家系の患者脳に

える影響を検討した（安東）。生理的 pH 下で

沈着する Aβ分子を解析した（玉岡）。

ultrasonication を用いることにより TTR のアミロ

③BRI2 関連蛋白に関する研究：家族性英国型あ

イド形成促進を試みた（安東）。

るいはデンマーク型認知症は BRI2 遺伝子変異に

5) 透析アミロイドーシス：

よる常染色体優性早期発症認知症であるが、BRI

①臨床的研究：献腎移植を行った維持透析患者 32

関連蛋白の AD への関与を明らかにするために、

名について臨床経過を調査し移植の効果を検討

BRI 関連蛋白（BRI2 および 3 の分泌部位）に対

した（下条）。骨盤内に形成された透析アミロイ

する抗体を作製し AD 脳を免疫染色した（中里）。

ド腫瘤の画像的特徴を検討した（高市）。

7) アミロイドーシスに共通する発症機構解明に

②基礎的研究： In vitro β2-m アミロイド線維形

基づく診断・予防・治療法開発およびその他のア

成系を用い、遊離脂肪酸のβ2-m アミロイド線維

ミロイドーシス：マウス老化アミロイドーシスに

伸長促進効果、機序を解析した（内木）。

おける ApoA-II アミロイド線維形成に関与するア

6) 脳アミロイドーシス：

ミノ酸組成について検討した（樋口）。アミロイ

①Aβアミロイド沈着分子病態解明と AD 診断治

ドイメージング開発の目的で、アミロイドーシス

療法開発：γセクレターゼ構成因子の１つである

動物モデルにアミロイド標識プローブとして

Aph-1 の量的変化がもたらすγセクレターゼ活性

[11C]BF-227 を投与し、in vivo micro PET 画像及び
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ex vivo オートラジオグラフィを観察した（工藤）。

血幹細胞移植療法併用メルファラン大量療法、経

老化アミロイドーシスモデル及び AD モデルマウ

時的な腎組織評価を行い、3 例で臨床的改善、う

スにブドウ種子由来ポリフェノール（GSE）を投

ち 1 例では組織学改善も認めた。末梢神経障害を

与し発症抑制効果を検討した（前田）。大腿の陳

主徴とする AL アミロイドーシス患者 2 例に対し

旧性血腫性病変に伴うアミロイドーシス７例に

自家末梢血幹細胞移植療法併用メルファラン大

ついて検討した（石原）。

量療法を行い、血液学的寛解と共に末梢神経障害
の改善を認めた。
メルファラン大量療法の非寛解例 4 例にサル

（倫理面への配慮）
患者を対象とする臨床研究（診断、治療、遺

ベージ療法として、RIST を実施し寛解（1 例）、

伝子解析等）、疫学研究等については各施設の倫

サリドマイド投与にて寛解あるいは臨床効果（3

理審査委員会の承認、それに基づく説明と同意を

例）を認めた。

得て研究を実施した。遺伝子組み換え動物を含む

②BJP 蛋白の解析：MGUS あるいは AL アミロイ

動物実験に関しては、各施設の指針に基づき動物

ドーシス 12 例において腎障害と尿中軽鎖との関

実験委員会等の承認を得た上で研究を実施した。

連を検討したところ、λ型軽鎖２量体 BJP 検出例
はアミロイド沈着の有無に関わらず腎障害を認

C. 研究結果

めた。

1) アミロイドーシスの疫学：2003-2005 年度には

③抗 NF-ｋB 治療法の開発：NF-ｋB 活性、SDF-1

受給者数は約 1000 名／年であった。家族性アミ

α活性は細胞表面の CD54 蛋白発現と正の相関を

ロイドーシスの都道府県別有病率（人口 100 万

示した。CD54 発現は AL を含む MGUS では極め

対）の推計では、3 年とも長野(11.0-15.5)、熊本

て高く、一方、骨髄腫細胞株において有意に低か

（10.1-10.3）、石川（3.5-4.2）の順であり、その他

った。SDF-1α添加で単クローン性形質細胞を培

の都道府県は 2.0 以下であった。

養すると CD54 発現が上昇した。

2) AL アミロイドーシス：

3) AA アミロイドーシス：

①自家末梢血幹細胞移植併用新規プロトコール

①臨床的研究：AA 合併 RA について、アミロイ

による臨床試験及び他の治療法の検討：本研究班

ド沈着が血管に限局する場合に較べて糸球体に

AL 分科会は中等量メルファランによる寛解導入

ある例では腎機能の予後が悪かった。AA 合併 RA

療法と自家末梢血幹細胞移植療法からなる原発

に対するメソトレキセート導入後、AA アミロイ

性 AL アミロイドーシス治療プロトコールを作成、

ドーシスの予後は改善しており、RA が抑えられ

全国 11 施設からなる臨床試験体制（班員 5 名及

た結果と考えられた。AA 合併 RA に対する抗サ

び研究協力者 9 名が参加）を構築し、6 名の患者

イトカイン療法の有用性の検討では、すべての抗

を登録した。臓器病変は腎（5 例）、消化管（3 例）、

サイトカイン療法は SAA を抑制し、臓器障害の

神経（2 例）、心臓（1 例）であった。寛解導入療

進行もほぼ認められず、基本的に有用と考えられ

法において grade3 以上の重篤な非血液毒性はみ

たが、特にトシリズマブは SAA 低下能、臨床症

られなかった。採取 CD34+細胞数は 2~5 回のア

状改善能、組織学的改善能が優れていた。トシリ

6

フェレーシスで計 0.08~2.27 x 10 /kg であり、6
6

ズマブによる全国多施設臨床試験を円滑に遂行

例中 2 例でのみ目標 CD34+細胞数（2 x 10 /kg）

するための体制（AA アミロイドーシス臨床研究

を採取し得た。採取不良例では他の幹細胞動員療

会）を発足させ、第一段階の治療前観察期間のプ

法が行われ、6 例全例で自家末梢血幹細胞移植が

ロトコールを確立した。

行われた。移植後の血球回復は速やかで、全例が

②基礎的研究：作製した抗 SAA1.83-95 抗体は本

生存中である。移植後の血液学的効果は PR5 例、

症 51 例中 37 例（73%）のアミロイドを免疫染色

SD1 例で、臓器効果は 2 例にみられ、血清 free light

した。本症の生検消化管粘膜から 4M グアニジン

chain の判定は効果判定に有用であった。

塩酸でアミロイドを可溶化し高感度 ELISA で AA

AL アミロイドーシス患者 4 例に対し自家末梢

を定量化する方法を確立した。本定量結果は病理
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学的評価とよく相関し、本診断法はアミロイドの

共に Aβ40 および 42 産生量を増加がみられたが、

陽性、陰性の判定に有用であることが示された。

プレセニリン、ニカストリン、Pen-2 などの因子

本症モデルマウスの SAA1 血中濃度、エストロゲ

に 量 的 変 化 は な か っ た 。 一 方 、 siRNA に よ る

ン受容体発現、肝リパーゼ遺伝子発現等は、雄に

Aph-1aL ノックダウンでは Aβ40 および 42 産生

較べて雌に有意に高かった。

量は減少した。慢性低灌流モデルラットでは Aβ

3) FAP：

40/42、APP、BACE1 の沈着、高発現を認めた。

①FAP の病態及び肝移植治療に関する研究： 石

エストロゲンは濃度依存性に Aβ40 および 42 の

川県の FAP11 家系 28 例は全て TTR 型であり、う

重合・伸長反応を抑制し、既成凝集体を不安定化

ち 10 家系 26 例は Val30Met 変異、他の 1 家系 2

させたが、アンドロゲンには抗アミロイド効果は

例は Leu58Arg 変異であった。石川県の Val30Met

なかった。Aβオリゴマー特異抗体は AD 脳内の

型 FAP は高齢発症で家族歴を高率に認めること

オリゴマーと結合し、in vitro の系で Aβ凝集を抑

が特徴であった。Val30Met 型 FAP のアミロイド

制し Aβオリゴマーの神経細胞毒性を中和した。

の野生型 TTR(V30)と変異型 TTR(M30)の構成比

複数の transgenic AD モデルを駆使することによ

をみると、腹壁脂肪では生検時年齢が高くなると

り、Aβアミロイドーシスに伴いタウオパチを二

野生型の比率が高くなったが、胃では一定の傾向

次的に誘発し、Aβ沈着のみならず、神経原線維

は得られなかった。

変化、神経細胞死を再現することに成功した。ま

②FAP の発症機構解明および新規治療法開発に

た、TgαSYN モデルでαシンクレインの脳内蓄積

関する研究：HSA の共存により、TTR のアミロ

を再現し得た。Aβ40C 末特異抗体による免疫療

イド形成が有意に抑制され、TTR 四量体の安定性

法で脳アミロイド斑及び CAA の減少を認めた。

が上昇した。また、HSA は変性 TTR に対し高い

②CAA に関する研究： MRI gradient-eho 法(T2*)

結合性を示した。Ultrasonication により生理的 pH

上、皮質• 皮質直下のみに CMBs が認められる表

下における TTR アミロイド形成が促進され、CD

在型 CMB パターンは皮質下出血例と AD 症例で

スペクトル分析で ultrasonication は TTR の四量体

有意に多かった。表在型 CMB の分布は後頭葉に

の減少及び二次構造の変化をもらたすことが示

多く、特に皮質分水嶺領域に多かった。高度な

唆された。

CAA を有するアイオワ型 APP 変異患者脳では、

4) 透析アミロイドーシス：

Aβ23-Asp と Aβ23-Asn の双方が沈着し、N-、

①臨床的研究：献腎移植を受けた維持透析患者 32

C-両末端で切断され全ての Asp 残基が部分的な

例中 9 例はアミロイド関節症を合併しており、非

翻訳後修飾を受けていた。

合併例と較べ透析期間が長かった。移植は症状の

③ BRI 関連 蛋白 に関 する 研究 ： BRI 関連 蛋白

改善、進行の抑制に有効であったが、1 例は移植

（BRI2 および 3 の分泌部位）に対する抗体は AD

後、腎機能が保たれている中で頚椎の破壊性関節

脳の老人斑などの Aβ沈着部位に染色性を示し

症の手術を受けていた。透析アミロイドーシスの

た。

アミロイド腫瘤の MRI は T1 強調画像で筋肉と同

6) アミロイドーシスに共通する発症機構解明に

程度の低信号、T2 強調画像で筋肉やよりも低信

基づく診断・予防・治療法開発およびその他のア

号を示した。

ミロイドーシス：マウス老化アミロイドーシスに

②基礎的研究： In vitro β2-m アミロイド線維形

おけるApoA-IIアミロイド線維形成に関与するア

成系を用い、遊離脂肪酸（ラウリル酸、ミリスチ

ミノ酸組成の検討では、線維形成には16番目のGln

ン酸、御レイン酸、リノール酸）が強い線維伸長

が最重要であり、次いで5番目のGlnが重要である

効果を有することを明らかにした。血清アルブミ

ことが示唆されたが、アミロイド好発性と抵抗性

ン共存下でも線維伸長効果が認められた。

の違いをまだ十分説明できなかった。アミロイド

5) 脳アミロイドーシス：

ーシス動物モデルにアミロイド標識プローブとし

①Aβアミロイド沈着分子病態解明と AD 診断治

て[11C]BF-227を投与し、in vivo micro PET画像及び

療法開発：Aph-1aL の発現により Aph-1 の増加と

ex vivoオートラジオグラフィを観察し、両試験に
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された。

ロイドーシスモデル及びADモデルマウスにブド

さらに、メルファラン大量療法の非寛解例に対

ウ種子由来ポリフェノール（GSE）を投与した所、

するサルベージ療法として、サリドマイド療法、

小胞体ストレス抑制効果を認めたが、アミロイド

RIST（ミニ移植）が有力な治療選択肢になりうる

沈着に変化を認めなかった。大腿の陳旧性血腫性

ことを示したことは意義が大きい。

病変に伴う限局性アミロイドーシスのアミロイド

また、AL アミロイド沈着の有無に関わらず尿

蛋白は既知のアミロイド蛋白に対する抗体とは反

中軽鎖２量体（特にλ鎖）が存在していることが

応しなかった。

腎障害に重要な役割を果たしている可能性が示
唆された。

D. 考察

AL アミロイドーシスの新規治療戦略として、

1) アミロイドーシスの疫学：近年の本症による特

抗 NF-ｋB 療法の開発をめざして研究が進行して

定疾患受給者数は約 1000 名／年であり、過去 20

いるが、今後、形質細胞の生存能と NF-ｋB 活性、

年以上に渡り増加を続けている。都道府県による

p53 遺伝子変異の有無等の関係を解明していく必

データの電子入力が遅れており、調査票の利用上

要がある。

制約があることが大きな問題になっている。本年

2) AA アミロイドーシス：メソトレキセート導入

度は昨年よりも入力が増加した 2003-2005 年度の

後本症の予後が改善したこと、3 種の抗サイトカ

データ解析を行ったが、興味深いことには、家族

イン療法はいずれも本症の進行阻止に有用であ

性アミロイドーシスの都道府県別有病率（人口

ること、その中で特にトシリズマブによる IL-6

100 万対）は、常に長野、熊本、石川の順で一定

阻害療法が他と較べてより有効性が高いことが

しており、石川は長野、熊本に次ぐ FAP の集積

示唆された。そこで、トシリズマブによる AA 合

地であることが明らかになった。

併 RA に対する全国多施設共同臨床試験を円滑に

2) AL アミロイドーシス：中等量メルファランに

実施するために AA アミロイドーシス臨床研究会

よる寛解導入療法と自家末梢血幹細胞移植療法

を設立した。治療開始前の観察期間のプロトコー

からなる原発性 AL アミロイドーシスの新規治療

ルに加え、今後、第２段階の投与期間におけるプ

プロトコールを作成し、全国 11 施設が参加する

ロトコールを確立する。これは世界初の臨床試験

臨床試験を行った。中等量メルファランによる寛

であり、本治療により難治性の本症が完全に制御

解導入療法は、安全性には問題ないこと、幹細胞

されるようになることが期待される。

採取効率や寛解導入効果の面では不十分である

また、本症の基礎的研究として、新しい抗

こと、また血液学治療効果と臨床的効果（臓器反

SAA1.83-95 抗体を作製したが、この抗体は昨年

応性）がみられることが明らかになった。今後、

報告した抗 SAA1.81-93 抗体よりも免疫組織化学

より効率のよい幹細胞採取方法の確立、移植前処

的診断能が優れていた。また、生検消化管粘膜か

理の効果が期待される。また、最近、プロテアソ

ら微量の AA を抽出し定量する方法を確立した。

ーム阻害薬ボルテゾミブの有用性が報告されて

病理学的評価法を補足する有用な AA アミロイド

おり、次期プロトコールとしてボルテゾミブを組

の評価法と考えられる。また、AA アミロイドー

み込んだ寛解導入と自家末梢血幹細胞移植の併

シスのモデルで雌雄差の影響が明らかになり、エ

用を検討している。

ストロゲン及びエストロゲン受容体を介した抗

また、自家造血幹細胞移植併用メルファラン大

炎症機構が本症の発症に寄与していることが考

量療法により臨床的寛解ばかりでなく組織学的

えられた。

改善（アミロイド沈着の減少）がみられることが

3) FAP：わが国第 3 の集積地であることが判明し

示され、積極的治療の有用性が明確にされた。末

た石川県の FAP は Val30Met 型が大多数であるが、

梢神経障害を主徴とする AL アミロイドーシスに

その臨床的特徴（高齢発症で家族性発症）は二大

おいても、本療法は末梢神経障害の進行を停止さ

集積地である長野、熊本（若年発症で家族性発症）

せ、症状を改善させることが期待されることが示

あるいは全国に散在する非集積地の Val30Met 型
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FAP 例の特徴（高齢発症で孤発性で男性が多い）

成 17 年度報告）、その結合の際のγセクレターゼ

とは異なっていた。わが国の TTR Val30Met 型 FAP

活性を測定するシステムを構築することができ

には(i)early-onset and endemic type（長野、熊本）、

た。Aph-1 が独自の Aβ産生調整能を有している

(ii)late-onset and endemic type（石川）、(iii)late-onset

可能性が示唆され、今後、そのメカニズムを明ら

and non-endemic type（全国に散在）の 3 臨床病型

かにすることは AD の治療法開発の手がかりとな

が存在することが明らかになった。沈着アミロイ

る可能性がある。

ドの解析により、Val30Met 型 FAP では加齢に伴

慢性低灌流ラットモデルで Aβ産生が促進さ

い野生型 TTR の沈着が増加するが。それは臓器

れる結果が得られた。これは、脳血管障害が AD

によって異なる可能性があることが示された。老

発症に促進的に作用する修飾因子として作用す

人性 TTR アミロイドーシスでは野生型 TTR が沈

る可能性を示唆する結果と考えられる。

着する。今後、FAP で野生型 TTR の沈着に関わ

女性ホルモンが Aβ凝集抑制作用および不安

る因子や臨床症状との関連などを明らかにして

定化作用を有することが明らかになり、女性ホル

いく必要がある。

モンが生体内で AD 発症に抑制的に働いており、

血中アルブミンが TTR のアミロイド形成に抑
制的に働くことが示された。腎障害や疾患の進行

更年期以後の、そのバランス変化が AD 発症に促
進的に作用する可能性が考えられた。

に伴うアルブミンレベルの低下が病態をさらに

AD の病態に大きな役割を果たすと考えられて

進行させている可能性が示ある。また、

いる Aβオリゴマーに対する特異抗体を作成し、

ultrasonication を用いれば、生理的 pH 条件下で

本抗体がオリゴマーの神経細胞毒性中和作用を

TTR アミロイド形成が促進されることを示した。

有すること、AD 患者脳に本抗体に結合する Aβ

この in vitro の系は TTR 凝集抑制による治療薬開

オリゴマーが存在することを示した。今後、本オ

発に有用と考えられる。

リゴマー抗体は AD 治療抗体として有望と考えら

4) 透析アミロイドーシス：献腎移植を受ける透

れた。

析患者は長期透析例で透析アミロイドーシスを

AD モデルマウスでの研究でリン酸化タウの沈

合併し、腎移植が症状の改善や進行の抑制に有効

着を伴う AD モデル、αシヌクレイン蓄積モデル

であることが示された。腎移植後に投与される免

マウスの作成に成功した。これらは Aβアミロイ

疫抑制薬の抗炎症作用によって透析アミロイド

ドーシス、タウオパチー、αシヌクレイノパチー

ーシスの症状が改善している可能性もある。移植

の治療法開発上有用なモデルとなる可能性があ

時進行例もあると考えられ、更なる治療法の確立

る。また、抗 Aβ40 特異抗体の投与により脳内 A

が望まれる。また、透析アミロイドーシスではア

β40 を選択的に可溶化しアミロイド斑コアと

ミロイド腫瘤を形成しやすく、MRI がアミロイド

CAA を減少させることが示された。抗 Aβ40 抗

腫瘤検出に有用であることが示された。

体は CAA に対する有力な治療法になる可能性が

In vitro β2-m アミロイド線維形成系を用いた

ある。

実験で、昨年度リゾリン脂質がβ2-m 線維形成を

MRI T2*画像の表在型の CMBs は CAA の診断

促進する作用を有することを示したが、本年度、

に有用であることが確認され、感度は低いものの、

リゾリン脂質に加えて、遊離脂肪酸も透析患者の

比較的感度の高い診断マーカーと考えられた。後

生体環境下でβ2-m 線維形成を誘起する可能性

頭葉、特に皮質分水嶺領域に CMBs が多いことか

があることが明らかになった。これらはアミロイ

ら CMBs の出現には虚血性機序が関与している

ド沈着の危険因子として作用しており、それらの

可能性が考えられた。

制御は本症の治療、予防につながる可能性がある。

アイオワ型 APP 変異例の脳にみられた Aβ分

5）脳アミロイドーシス：Aβ産生酵素であるγ

子の生化学的多様性は、重合・沈着過程に関与し

セクレターゼ活性を修飾する presenilin 複合体の

高度な CAA を示す病理像を形成するものと推測

構成因子 Aph-1 と結合しγセクレターゼ活性を

された。AD 脳のアミロイドが抗 BRI 抗体に反応

調節する因子の候補となる蛋白を発見したが（平

したことから、AD の Aβアミロイド沈着に BRI
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が関与している可能性を今後検討する必要があ

積 地 で あ る こ と が 判 明 し た 石 川 県 の TTR

る。

Val30Met 型 FAP の特徴を解明、Val30Met 型 FAP

6) アミロイドーシスに共通する発症機構解明に

では加齢に伴い野生型 TTR 沈着が増加すること

基づく診断・予防・治療法開発およびその他のア

を示し、さらに治療薬開発に有用な in vitro の TTR

ミロイドーシス：マウス老化アミロイドーシスに

アミロイド形成系を報告した。透析アミロイドー

おける ApoA-II アミロイド線維形成機構のキーと

シスでは腎移植が症状の改善や進行の抑制に有

なるアミノ酸組成が判明されたが、まだ未解明の

用であることを明らかにし、遊離脂肪酸によるア

部分も残った。本モデルはアミロイド蛋白の１次

ミロイド形成促進を発見した。脳アミロイドーシ

構造、アミロイド線維形成、アミロイドーシス発

スでは Aph-1 を介したγセクレターゼ活性の調

症・伝播の関連を解明するにあたり優れたシステ

節機構、エストロゲンの抗アミロイド作用、抗 A

ムである。

β40 抗体の治療的意義、皮質 CMBs の CAA 診断

アミロイドーシス動物モデルにおいて、アミロ
11

上の意義等を明らかにし、有用な Aβオリゴマー

イド標識プローブ[ C]BF-227 によるアミロイド

特異抗体およびモデル動物を作成した。老化アミ

イメージングに成功した。現在、探索的臨床研究

ロイドーシスマウスの ApoA-II アミロイド線維形

の倫理審査で承認を得た段階であり、来年度以降、

成機構解明が進展した。アミロイドイメージング

患者への臨床応用を開始することが可能となっ

開発では、micro PET によるアミロイドーシスモ

た。

デル動物におけるアミロイドの画像化に成功し、

アミロイドーシスモデル動物においてブドウ

臨床応用の段階に至った。

種子由来ポリフェノール（GSE）のアミロイド沈
着抑制効果は明らかではなく、さらに長期間に渡
る詳細な検討が必要と考えられた。

F. 健康危険情報
なし。

大腿の陳旧性血腫性病変に伴うアミロイド沈
着は dysphoric な限局性アミロイドーシスであり、

G. 研究発表
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1. 特許出願・取得
工藤幸司
1)ベンゾキサゾール誘導体（PCT/JP2007/063350、
平成 19 年 7 月 4 日出願）
2)フッ素およびヒドロキシ基で置換されたアル
コ キ シ 基 を 有 す る PET プ ロ ー ブ （ 特 願
2007-176366、平成 19 年 7 月 4 日出願）
安東由喜雄
1)HMGB1 のアミロイドーシスへの保護作用（特
願 2007-034325、平成 19 年 4 月 1 日出願）
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（C1-A0620、平成 19 年 6 月 1 日出願）
2. 実用新案登録
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3. その他
なし

総括研究報告書

