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第 26 回昭和大学学士会シンポジウム
「認知症の基礎と臨床の進歩」

日　　時　平成 29 年 7 月 1 日（土）13 時～ 15 時
場　　所　昭和大学 1号館 7階講堂
担　　当　昭和大学医学部内科学講座（神経内科学部門）

開会の挨拶 昭 和大学医学部長　　　　　　　　
 昭和大学学士会副会長　小 川　良 雄

座　　　長
 昭和大学医学部内科学講座（神経内科学部門）教授　小 野 賢 二 郎
 昭和大学医学部内科学講座（神経内科学部門）准教授　村 上　秀 友

　1．オリゴマオパチーとしてのアルツハイマー病（13：00 ～ 13：30）
　 昭和大学医学部内科学講座（神経内科学部門）教授　小 野 賢 二 郎

　2．昭和大学病院における認知症外来の現状と展望（13：30 ～ 14：00）
 昭和大学医学部内科学講座（神経内科学部門）講師　金 野　竜 太

　3．認知症をめぐる臨床的および社会的課題（14：00 ～ 14：30）
 順天堂大学大学院医学研究科精神行動科学教授　新 井　平 伊

　4．iPS 細胞を用いた認知症研究（14：30 ～ 15：00）
 京都大学 iPS 細胞研究所増殖分化機構研究部門教授　井 上　治 久

閉会の挨拶 昭和大学医学部生化学講座教授　　　　　　　　
 昭 和 大 学 学 士 会 運 営 委 員　宮　 崎　　 章

主　催　昭和大学学士会
共　催　昭和大学医師会
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開会の辞

○進行　じゃあ，それではですね，定刻となりまし
たので，ただいまより，第 26 回昭和大学学士会の
シンポジウムを開催いたします．本日，司会を務め
さしていただく，昭和大学神経内科の黒田です．よ
ろしくお願いします．
　はじめに開会のご挨拶を昭和大学医学部長並びに
昭和大学学士会副会長でいらっしゃる小川良雄先生
にお願いしたいと思います．小川先生，よろしくお
願いします．

開会の挨拶

昭和大学医学部長
昭和大学学士会副会長

小川　良雄
○小川副会長　皆さま，こんにちは．梅雨の週末，
7月に入りまして，第 1日目，皆さん，お集まりい
ただきまして，ありがとうございます．
　第 26 回昭和大学学士会シンポジウム，きょうは
内科学講座神経内科学部門の小野教授に企画してい
ただきました．「認知症の基礎と臨床の進歩」とい
う現在とてもホットな話題でございます．
  私は認知症につきましてそんなに勉強しているわ
けじゃないですけれども，ヒトはだんだん歳をとっ
て，70 歳台以上になると，25％ぐらいの人が認知
症になる可能性があると言われておりますし，実は
私も家族に 90 歳の高齢者を抱えておりますので，
非常に身近な話題でございます．
　前回のときは 2004 年に同じ題名のシンポジウム
を開催しましたが，そのときはまだ「認知症」とい
う用語でなく，当時の用語である「痴呆症」を今喋
ると差別用語と言われてしまいます．用語だけでな
く，13 年間の進歩の内容を，本日の会でぜひ聞き
たいと思います．
　まず，演者である小野教授は，皆さんご存じのと
おり，昭和大学の中で一番若い現役ばりばりの教授
です．今までの研究業績も非常に多く，これからが
将来をずっと嘱望されている教授でございます．
　その後，金野先生ですね．金野先生から認知症外
来が出来たので，その現況もお話していただきま
す．そして，次に順天堂大学の新井教授にお願いし

ております．ご高名な先生なので，テレビで何回か
お顔だけは拝見しておりますけれども，今回は臨床
の話をとても分かりやすくお話してくださると思い
ます．最後に京都大学の iPS 研究所 CiRA ですね．
CiRAの井上教授に将来の夢である iPS が認知症で
治療できるのかということでお話をいただきます．
非常にホットな話題を 4 つ組んでもらいましたの
で，とても楽しみにしております．
　一応 2 時間ということですけれども，皆さん， 
いろんなことを聞きたいことも多くあり，興味があ
りますから，少しぐらいの時間超過は全然問題あり
ません．このあと予定は詰まっておりませんので， 
先生方のご講演を聞いたあと，また，いろいろ質
問とかしていただき，活発に勉強していきたいと
思います．
　それでは，きょうはよろしくお願いします．（拍手）
○進行　小川先生，ありがとうございました．
　それでは，本日のシンポジウムを始めたいと思い
ます．本日の座長は，昭和大学医学部内科学講座神
経内科学部門教授の小野賢二郎先生，さらに同講座
の准教授，村上秀友先生にお願いをしております．
　では，お二人の先生，よろしくお願いいたします．

1．オリゴマオパチーとしてのアルツハイ
マー病

小野賢二郎
昭和大学医学部内科学講座（神経内科学部門）　教授

○村上　皆さま，お集まりいただき，ありがとうご
ざいます．これから私，村上と小野教授のほうでこ
の席を進めさせていただきたいと思います．まぁ，
座長の話が長くなってもシンポジウム，実質の時間
が短くなってもいけませんので，早速進めていきた
いと思います．
　最初，当科の小野教授と金野講師にお話をいただ
きます．その 2つのセッションを私の方で担当させ
ていただきます．
　それでは，最初に小野教授から，「オリゴマオパ
チーとしてのアルツハイマー病」ということで，お
話しさせていただきます．オリゴマオパチーという
言葉は最近，新しく使われるようになった言葉です
けれども，非常にホットな話であると思います．
　まぁ，恒例に伴いまして，簡単に小野先生の略歴



第 26 回昭和大学学士会シンポジウム

580

を紹介させていただきます．小野先生は，1997 年 3
月に昭和大学医学部をご卒業になり，そのあと，直
ぐに金沢大学の神経内科に入局され，その後，2007
年からはカリフォルニア大学ロサンゼルス校，
UCLAの神経学教室のテプロフ教授のところに留学
されています．その後，帰国なさって，金沢大学神
経内科の助教，講師，臨床准教授と昇進なさって，
2015 年 7 月から僕たち昭和大学神経内科の教授と
して，僕たちと一緒に働いておられるところです．
　沢山の研究業績もありまして，多くの賞を受けら
れております．例えば，第 22 回とやま賞，金沢大
学十全医学賞，日本神経学会賞，その他たくさんの
賞をとられていますが，昭和医学会同窓会学術奨励
なども受賞なさっております．
　僕の話が長くなってもいけませんので，早速，小
野先生，よろしくお願いいたします．
○小野　昭和大学の神経内科の小野です．きょうは
ですね，学士会学術運営委員の宮崎教授が神経内科
を当番に推薦していただいて，小川医学部長はじめ
関係者の皆さまに，まず，この神経内科が 2004 年
以来，担当させていただくということで，感謝申し
上げます．
　小川先生おっしゃられましたように，2004 年に
当時の第二生理学の本間先生と神経内科の河村先生
が，「痴呆研究の最前線」というタイトルで主催さ
れたときに僕を呼んでいただきまして，そのときは
新井平伊先生も一緒で，僕が新井先生と始めて知り
合いになったのは，ちょうどそこに逆上るというこ
とで，非常に感慨深いものと感じております．で，
今日はその上，井上先生というトップランナーの先
生もお呼びすることができて，本当にありがたく
思っています．
　このスライドは，横軸が治療満足度で，縦軸が薬
剤貢献度という結構，最近，興味あるスライドだと
思うんですが，神経内科領域に限ります，今，昭和
大学も大変力を入れている脳梗塞は非常にいい位置
にあるんですね．
　で，一方，パーキンソン病等も非常にいい位置に
あるのですが，今回のテーマであるアルツハイマー
病，あるいはレビー小体型認知症という二大認知症
疾患というのはまだまだ満足が届いてない状況で
す．少しずつ病態が明らかになると，こういう風に
なる兆しが見えてくると思います．

　で，認知症患者は，現在のところ，462 万人いる．
すなわち 65 歳の以上の 15％．で，その前段階と言
われている軽度認知障害は 400 万人，65 歳以上の
13％．すなわち，65 歳以上の 3 人から 4 人に 1 人
が認知症，あるいはその前段階に当たります．
　その一方で，昨年，認知症学会を開催された新井
先生がリーダーとなっている認知症学会の認知症専
門医の数というのは，少し古いデータではあります
が，人口 10 万人当たり 0.7 名ということで，まだ
まだ少ない状況であります．
　認知症の種類と割合ですが，小阪先生のレビュー
から取ってきていますが，一番多いのアルツハイ
マー病で，大体半分ぐらいはいます．次は，レビー
小体型認知症や脳血管性認知症で，前頭側頭型認知
症等はその他に含まれまして，やはり一番多いのは
アルツハイマー病です．
　アルツハイマー病というのは徐々に認知障害が進
んできて，やがて問題解決能力障害，あるいは妄
想，幻覚というような周辺症状も来て，やがて寝た
きりになっていく．そして介護上，大きな困難を伴
う疾患です．
　認知症の臨床症状はもちろん重要ではあります
が，画像，あるいはバイオマーカーの検査も進んで
きています．これは頭部MRI の T1 強調画像の冠
状断です．いわゆるここが重要なキーとなっている
海馬というところになりますが，これはゼロという
ことで，萎縮なしですね．
　で，1，2，3，4 と行くにつれて，側脳室の下角
が徐々に開いてきて，海馬萎縮が進んでくることが
分かります．
　でも，最近ではこういった CT，あるいはMRI
での海馬萎縮がなくても，その前の機能の異常を捉
えられるようになってきておりまして，いわゆる頭
頂側頭葉でのこのような血流低下，あるいは脳を
真っ二つに切って，奥から，ちょうど脳の奥になる
わけですが，後部帯状回，楔前部といったところで
脳血流が落ちることが分かってきています．
　あるいはですね，糖の代謝の PETですね，先程
のこの脳血流，SPECTと同様なところ，頭頂側頭
葉の部分，あるいは後部帯状回，楔前部といったと
ころで糖の代謝低下が見られます．
　更にですね，最近は直接病変を可視化できるアミ
ロイド PETというものが出来てきて，健常に比べ
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てアルツハイマー病患者さんでこのようにいわゆる
アミロイドのトレーサーが詰まっている．すなわち
アミロイドが蓄積することを直接可視化できるよう
になってきています．
　あるいは，アミロイドPETができないとしても，
脳脊髄液のバイオマーカーの測定ですね．こちらに
Aβと総タウ蛋白，そしてリン酸化タウ蛋白の値
が書いてありますが，Aβの 42 は髄液中では低下
する一方，リン酸化タウ蛋白は上昇します．すなわ
ち分母であるAβが低下して，分子であるリン酸
化タウ蛋白が上昇するという，この比の 0.075 以上
をカットオフとすると，感度と特異度をここまで上
げることができるようになっています．
　で，そういったさまざまなツールが揃ってきたの
を背景にして，やはり前段階，軽度認知障害，Mild 
Cognitive Impairment，MCI の診断というのを考
える必要性があります．すなわち，正常でも認知症
でもないが，認知機能の障害の訴えがあって，テス
トで認知機能低下を証明，あるいは時間の経過と主
に低下を認める．しかしながら，日常生活動作は保
たれている．ほとんどの日常生活は自分でできる段
階をMCI というふうに診断しています．
　すなわち，正常からプレクリニカル・ステージで
軽度認知障害，認知症というふうに臨床が進んでい
くわけですが，このいわゆる認知機能低下，あるい
はこういった臨床症状が出てくる 20 年前からの変
化をアミロイドが蓄積してくるわけですね．これを
もうアミロイド PETや髄液中のAβの低下で捉え
られます．
　で，その次に起こってくる，神経細胞同士を司る
ネットワークであるシナップスの機能障害に関して
は，脳血流 SPECT，あるいは糖代謝 PET で
detect できます．そしてタウの上昇，そしてMRI
や CTでのボリュームの萎縮というものを捉えられ
るようになっています．
　すなわち臨床症状が出てくる約 20 年前からの変
化を捉えられるツールが既に揃ってきているという
ことですね．
　でも，そういった中で，ドネぺジル，リバスチグ
ミン，ガランタミンという，コリンエステラーゼ阻
害薬，メマンチン，この 4剤が現在，処方できるお
薬でありますが，確かに効果はあるのですが，対症
療法にとどまるというのが現状です．

　すなわち，アルツハイマー病の進行としては，正
常から記憶障害，これが軽度認知障害になってくる
わけです．更に日常生活に支障が出てくる．時間，
そして場所が分からなくなって徘徊等が見られて，
人物も分からなくなって，寝たきり，こういうふう
に進んでくるわけですね．
　で，今の現在の 4 剤も確かに効果はあるのです
が，この傾きが同じなんですね．すなわち，このよ
うに持っていかなきゃいけないということで，本題
に移っていきます．
　アルツハイマー病研究治療の方向性として，伝達
物質のアプローチと，病理学・生化学，蓄積蛋白の
アプローチと，この 2つがあるわけですが，今の 4
剤は効果ありますが，あくまでも進行の傾きは同
じ，すなわち対症療法にとどまります．やはり今後
はこちらのほうのアプローチ，すなわち疾患修飾療
法，disease modifying therapy，DMTというとこ
ろに着目が移ってきています．
　DMTを考えるに当たって，アルツハイマー病の
病理を考えます．すなわち，コントロール患者さん
とアルツハイマー病患者さんのこれはマクロの病理
像です．こちらがミクロの病理像です．重要な特徴
としては，βアミロイド蛋白が主要構成成分を成し
ている老人斑，そして，異常リン酸化タウ蛋白が重
要な構成成分を成している神経原線維変化，そして
神経細胞死があるわけです．
　で，アルツハイマー病の発症のメカニズムとして
は，神経細胞膜のAPP，アミロイドの前駆体蛋白
ですね．これからβとγがセクレターゼによって
Aβがモノマー，1量体で切り出されます．これが
1 量体，モノマーの段階では悪さをしないんです
が，それが 2個以上集まってオリゴマー，さらに数
千，数万集まってがちがちの線維状になって老人斑
になっていきます．
　ここのアミロイド，凝集がトリガーになって，タ
ウが異常リン酸化されて，凝集して神経原線維化，
そして，神経細胞同士のネットワークでシナプス機
能障害が生じて，神経細胞死が来ます．そういった
中で正常からプレクリニカル，MCI で認知症となっ
ていくというふうに考えられています．
　最上流にあるのが，アミロイド凝集過程，すなわ
ちアミロイド仮説ということなるわけですが，これ
がアミロイド仮説の模式図になります．このアミロ
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イド仮説に基づいて根本治療を考えるに当たっては
3つターゲットがあります．すなわち，前駆体蛋白
からAβが切り出されるので，この切り出しに関
わっているβ，γ，セクレターゼの酵素を修飾，あ
るいは阻害しようというのが 1 つ目の根本治療の
ターゲットです．
　2つ目のターゲットとしましては，われわれは元
来，ネプリライシン，あるいはインスリン分解酵素
といったアミロイドβ蛋白を分解する酵素を持って
います．すなわち，この分解酵素の作用を促進しよ
うというのが根本治療の 2つ目のターゲットです．
　で，最後のターゲットとしましては，Aβは 2個
以上集まってオリゴマー，更に数千集まって線維状
になると毒性を及ぼしてくる．すなわちこの毒性を
制御しようというのが最後のターゲットになります．
　で，私はその最後のAβ凝集制御というところ
に着目して研究を進めてきました．その実験の基本
はチオフラビンT法です．すなわち，アミロイド
βが一量体，すなわちモノマーの段階では，チオフ
ラビンTと混ぜても 445 nmで励起させて光を発し
ない．ところがこれが凝集してきて，線維状の構造
をとってくると，440 nmで励起させると，490 nm
の光を出してくる．すなわちこの 490 nmの光の度
合いを捉えることによって，Aβの線維の出来具
合が分かります．
　このチオフラビンTの実験方法を用いて，Aβ
をインキベーションすると線維が出来てきます．こ
の線維の出来具合をチオフラビン T と混ぜて，
440 nmで励起させて，490 nmの光の度合いを捉え
ることによって，この線維の出来具合を見ます．
　こういった実験手法を用いて出来上がってきた
Aβ 42 の成熟線維がこれになります．この成熟線
維を超音波で破砕しますと，このように線維の破砕
された像が見られます．これをシードというふうに
言いますが，これを Aβの一量体，モノマーと
エッペンドルフチューブ内で混和しまして，pH7.5，
37 度でインキュベーションしますと，このような
線維伸長が見られます．
　この実験方法を用いて，私は，2000 年代前半，
ちょうど昭和大学学士会シンポジウムに呼んでいた
だいた頃に出したスライドですが，ワイン関連ポリ
フェノールがチオフラビンTの増加を濃度依存性
に抑制します．電子顕微鏡におきましても，スター

トポイントから何も加えないとこのようにフレッ
シュな線維が見られるけども，フェノール化合物添
加群では，チオフラビンTも増加しないし，形態
学的にも線維伸長が見られない．
　あるいは既に出来上がった状態の線維にですね，
フェノール化合物を加えると，このようにチオフラ
ビンTの蛍光値が下がってきます．形態学的にもフ
レッシュな線維が徐々に切断されてきて，ぐちゃぐ
ちゃになってくるということを報告してきました．
　ところがですね，2000 年代前半に，まぁ，『ネイ
チャー』誌でアミロイドワクチンが動物実験等で立
て続けに成功して，期待されて，臨床治験まで行っ
たんですが，うまくいかなかった．実際に剖検の脳
を調べて見たんですね．そうしたところ，アミロイ
ド斑を抑えても，認知機能の改善と結びつかないこ
とが分かってきたということで，世界は再考を迫ら
れたんですね．すなわち，アミロイドβのモノマー
の段階から，最終段階での老人斑としての成熟線維
は抑えられます．ところがここをターゲットにして
も，説明がつかない．すなわち，言い訳としては，
1つ目の言い訳としては，タウが重要だと．アミロ
イドの支持者としては，最終段階である成熟線維で
はなくて，むしろその前段階のプロトフィブリルや
2個以上の可溶性のオリゴマーこそが悪いと．すな
わち，ここを明らかにしないと，根本治療の開発に
繋がらないのではないかというふうに考えられるよ
うになりました．
　そして，オリゴマーが注目されて，オリゴマー仮
説という話が出来てきたんですが，オリゴマー仮説
の先駆けとしては，逆上ること 20 年前ですね，僕
のボスのデーブ・テプロフがハーバードにいたとき
に，Aβ 42 をですね，溶液に溶かして，クロマト
グラフにかけたところ，彼の予想としては，モノ
マーのピークだけが出てくるというふうに予想をか
けたと思うのですが，モノマーピークが出てくる前
に可溶性のフラクションが出てきた．
　で，ここを実際，取り出してきて電子顕微鏡で見
たところ，先程のがちがちの線維でもない，顆粒状
のモノマーでもないと．こういうミミズ状の，ビー
ズが繋がったような構造式を呈したということで，
彼はそれをAβ線維形成過程の中間段階というこ
とで，プロトフィブリルというふうに名付けたのが
今のオリゴマー仮説の先駆けになります．



第 26 回昭和大学学士会シンポジウム

583

　で，その翌年に共同研究者でもあるアメリカのク
ラインですね．クラインがADDL という存在を報
告した．すなわち，アミロイド由来の瀰漫性リガン
ドというふうな意味でADDL というふうに名付け
たました．これをシナプスの可塑性と言われる海馬
の長期増強の系にかけたところ，コントロールでは
高頻度刺激でシナプスの活動の電位が上がってく
る．すなわち，学習記憶がしっかり行われるわけで
すが，このADDL を投与すると，シナプスの活動
の電位が上がってこないということでシナプス毒性
を発揮してくるということを報告しました．
　そして，その後ですね，ドミニック・ワルシュが
2002 年ですね，彼らはこの二量体，ダイマーだけ
を分泌する細胞の系というのを作りまして，二量体
で既にシナプス毒性を発揮するということを報告し
ました．
　そして，彼らは 2008 年の『ネイチャー・メディ
スン』ですが，実際に患者さんの脳から二量体を取
り出してきました．で，その二量体を先程のシナプ
スの可塑性の系にかけたところ，コントロール患者
さんの脳ではシナプスの活動というのはジャンプ
アップは見られるが，アルツハイマー患者さんの脳
でダイマーを多く含むとジャンプアップが見られて
こないということを実際のアルツハイマー病患者さ
んの脳，あるいは髄液で証明してみせました．
　これは私，留学のときの報告ですが，実際，A
βのモノマーとダイマーとトライマーとテトラマー
を分けて取り出してきました．そして，これを細胞
の系で毒性をみてみました．そうしたところ，モノ
マー，ダイマー，トライマー，テトラマーとなって
いくわけですが，モノマーからダイマーになる過程
で大きく毒性が上がって，トライマー，テトラマー
の順になっていきました．蛋白の二次構造を見たと
ころ，モノマーの段階では全く構造をとってない．
ところが，これがダイマーになる過程で折り畳まれ
ることが分かりました．すなわち，蛋白の二次構造
が大きく変わることによって，一量体から二量体に
なる過程で毒性が一気に増してくるということが分
かりました．
　で，これが実際に取り出した原子顕微鏡のモノ
マーとダイマーとトライマーとテトラマーになる
と．このように明らかに大きさも大きくなってくる
ことが分かりました．

　で，われわれの報告も含めて，Aβのモノマー
からダイマー，テトラマー，ヘキサマー，ペンタ
マーになって，プロトフィブリルで老人斑の線維に
なってきます．そういったモノマーから老人斑まで
の過程のオンパスウエイのオリゴマー，あるいは別
にオリゴマー自体が行き止まりにある，オフパスウ
エイとしてのオリゴマーというのも報告されてきて
て，どちらの過程のオリゴマーが悪いのかというこ
とが今，最も注目されている領域です．
　臨床学的な報告でオリゴマー仮説を決定づける報
告は，僕の共同研究者でもある富山先生，森先生の
報告です．すなわち，大阪でアルツハイマーの臨床
症状を呈してくる家系を彼らは見つけました．これ
がアミロイド PETの結果なんですが，ノーマルコ
ントロールでアミロイド PETは蓄積しない．アル
ツハイマーの典型例ではアミロイド PETで蓄積し
ます．ところがこの大阪の家系は，臨床上はアルツ
ハイマー病ですが，アミロイド PETでは蓄積は認
められません．ところがその正体はオリゴマーが増
えていたということで，老人斑がなくても，オリゴ
マーでアルツハイマー病の臨床症状を起こせること
が分かりました．
　で，彼らはそのトランスジェニックマウスを作っ
て，ワイルドタイプと，Osaka 変異の系で比べたと
ころ，ワイルドタイプではまだ，病理学的な変化が
起こってない段階でOsaka 変異でオリゴマーを増
やせば，タウのカスケードが，タウのリン酸化が進
んでくることを証明してみせました．すなわち，A
βオリゴマーさえあれば，老人斑がなくても，タウ
のカスケードは動きだすことを証明したと．
　そして，これ，昨年の『ブレイン』のペーパーで
すが，ドイツのグループがダイマーマウスというの
を作ったんですね．これ，アルツハイマーの基本的
なトランスジェニックマウスの海馬にこのように老
人斑が見られてきます．ところが，このダイマーマ
ウスというのは，一見，海馬に沈着が見られない，
アミロイドプラークがみられないけども，よく見る
と，細胞の中に染まってくるものがある．すなわち
この正体がAβのダイマーです．すなわちAβダ
イマーがあれば，アミロイド斑の出現がなくても，
早期障害でのシナプス可塑性，あるいは学習記憶障
害を引き起こすということを証明してみせました．
　で，私はこういうワイン関連ポリフェノールが
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Aβ 40，あるいはAβ 42 のプロトフィブリルを
このように抑制できること．あるいはオリゴマーの
系ですね．Aβ 40 は，モノマー，ダイマー，トラ
イマー，テトラマーですね．Aβ 42 は，モノマー，
ダイマー，トライマー，テトラマー，ペンタマー，
ヘキサマー，こういったオリゴマーの系に低濃度，
高濃度でポリフェノールを加えると抑制できること
も報告して，さらに遺伝子改変動物でポリフェノー
ルを混ぜた群と普通の餌の群で 1年間食べさして，
そのあと，サクリファイしたところ，対象群でこの
ように海馬にアミノイド沈着が見られた，ところが
予防介入群では減っていました．
　一方，これ，ウェスタンブロットでオリゴマーの
量を見たら，やはり明らかに介入群で減らせること
が分かりました．
　じゃあ，シナプスの可塑性はどうかというという
ことで，富山大学の西条教授のグループと共同研究
をしました．
　そうしたところ，やはり先程のセルコーたちの報
告と同様で，Aβのモノマーを投与すると，高頻度
刺激でシナプス活動でのジャンプアップが見られる
のですが，Aβのオリゴマーではジャンプアップが
見られません．
　ところが，フェノール化合物を添加することに
よってオリゴマーを抑制すると，ジャンプアップが
回復してくることが分かりました．
　で，更にその核磁気共鳴法を用いて，原子の動き
を見ることで，実際，Aβとポリフェノールが結
合するかをみました．その結果，このAβの全長
になるわけですが，ここでナンバーがアミノ酸番号
になります．
　すなわち，こういった部位で実際にフェノール化
合物が結合して，モノマーの段階で結合して，更に
進んだステージのオリゴマーやプロトフィブリル，
あるいは老人斑としての線維形成を抑制できるので
はないかというふうに報告しました．
　ただですね，アルツハイマー病の治験の結果に関
しては，なかなかフェーズⅢまでは行くんですが難
しい，実際，今のところの結果はうまくいっていな
いのが現状です．
　それはなぜ，抗アミロイド療法の治験がうまくい
かなかったのか．すなわち，やはりヒューマン，動
物，細胞モデルとは違うんじゃないかと．やはりヘ

テロジーニアスな患者を対象にしていたのではない
かと．やはり時期が遅いのではないか．やはりがち
がちに線維が出来ている段階では遅い．やはりより
早期から介入しなきゃいけないのではないか．
　すなわち，こういった段階で治験に持っていくの
ではなく，より早期の段階から治験に持っていかな
いと，ワクチン等の根治療法は効かないのではない
かというふうに考えられるようになってきました．
　そういった中で，例えば抗結核剤のリファンピシ
ンですね，これはフェノール構造式を持っているの
ですが，先程のチオフラビンTの系にリファンピ
シン投与すると，このようにチオフラビンTが下
がってくると．実際，電子顕微鏡においても分解さ
れてくることが分かりました．で，実際，こういう
疫学的な報告もあります．
　では，オリゴマーはどうかということで，大阪市
大の富山先生と，Osaka 変異の細胞の分泌系を見て
調べました．そうしたところ，リファンピシンやカ
レースパイスのクルクミン，あるいはミリセチン，
あるいは緑茶ポリフェノールのエピガロカテキン等
をかけてみたところ，リファンピシンが最もAβ
のオリゴマーの分泌を抑えました．逆にモノマーは
増やしてることが分かりました．
　僕らの実験系で見たところ，Aβ 40，Aβ 42 の
オリゴマーの系で見たところ，低濃度，高濃度で
Aβ 40，Aβ 42 両方のオリゴマー形成を抑制しま
した．
　では，パーキンソン病，あるいはレビー小体型に
重要なαシヌクレインオリゴマー，あるいはタウの
オリゴマーの系でみたところ，このように低濃度，
高濃度でシヌクレンもタウのオリゴマー形成もリ
ファンピシンが抑制することが分かりました．
　すなわち，Aβ，αシヌクレイン，タウといっ
たオリゴマーをリファンピシンがAβのモノマー
に解離させます．これがオンパスウエイに乗っかっ
て，プラーク形成に繋がるという仮説を私と富山先
生でたてさせていただきました．
　これ，昨年の『ネイチャー』の論文ですが，ア
デュカヌマブですね，モノクローナル抗体，アデュ
カヌマブが認知機能の悪化を抑えたという報告がな
されました．実際，アミロイド PETでプラセボ群
でアミロイドPET，1年してもほぼ変わりませんが，
実薬群ではこれだけアミロイド PETを劇的に改善
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させました．
　で，どうやらこの正体というのは，アデュカヌマブ
はモノマーに反応しないけど，オリゴマーに反応し
てくると．ここが 1つの効果が出てきたヒントになっ
ているのではないかというふうに考えております．
　で，私のボスの報告したプロトフィブリルにおき
ましても，やっとそのプロトフィブリルだけを認識
する抗体というのが出来てきて，フェーズ 1の安全
性，忍容性が確認できて，テプロフの報告から約20
年を経て，ついにこちらも臨床治験のフェーズ 2に
移ってきているというのが現状です．
　ということで，アルツハイマー病，あるいはパー
キンソン病，レビー小体型認知症というのは，オリ
ゴマオパチーというふうな概念で述べてもいいので
はないかということが昨年，述べられております．
　で，最後にですね，この高速原子間力顕微鏡とい
う方法を用いて，これ，金沢大学の理学部のグルー
プとやっているんですが，実際，このカンチレバー
を入れることによって，画質を作ります．この高速
原子間力顕微鏡というものを用いて，先程のテプロ
フの報告にあったプロトフィブリルとモノマーを取
り出してきて，観察してみました．これがAβ 42
のモノマーですが，これをインキュベーションする
と，このように凝集が進んできて，線維が出来てく
ることが分かりました．
　これは，ある程度濃度が高いので，更に生理的濃
度に近づけることということで，5 µMまで濃度を
下げてAβ 42 を凝集させてみたところ，これで分
かってきたのは，なかなかモノマーの段階からイン
キュベーションしていく中で，ある程度凝集してく
ると，こう，花を開くようにそれがシードになっ
て，ばっと線維が出来てくるんですね．
　じゃあ，プロトフィブリルはどうかと．当初の予
定としては，プロトフィブリルはハイオーダーのオ
リゴマーなので，直ぐに線維が出来るんではないか
というふうに予想しました．ところが，このプロト
フィブリルをインキベーションしても，モノマーを
インキベーションしたときに，もう既に線維が出来
上がっている状態でも全然線維が出来てこないこと
があったんですね，1時間たっても．
　で，ここで僕は，まぁ，再考を迫られたのですが，
すなわちモノマーよりプロトフィブリルのほうが線
維ができにくいのではないか．なぜだろうか，20 年

前のテプロフの論文に逆上ったところ，モノマー，
オリゴマー，プロトフィブリルで，老人斑の線維が
出来るというのが一般的に考えられた考え方で，彼
もそれを第 1番目の可能性として挙げています．
　ところが，彼が 2番目の可能性としてプロトフィ
ブリル同士がインターラクションして，線維が出来
るという可能性．そして，彼が最後にプロトフィブ
リルは行き止まりだと．これがモノマーに解離して
から線維形成が出来てくるということを最後に言っ
ているんですよ．恐らくこれが有力な説になるので
はないかということが今回の実験で分かりました．
　最後，結論ですが，アルツハイマー病におきまし
ては，早期凝集段階ではオリゴマーが重要なキーに
なる．そういった中で，こういった低分子化合物と
いうのは試験管，動物レベルにおいてオリゴマー形
成を抑制して，毒性を軽減させます．
　最後，謝辞ですが，僕が所属していた金沢大学の
山田教授他教室員の皆さん，福井大学，富山大学，
大阪市大，富山大学薬学部，大阪大学神経内科，長
寿医療研究センター，そして先程の顕微鏡は中山先
生，滋賀医大，昭和大学に来てからは木内先生のグ
ループにお世話になっており，あとはケースウェス
スタンのマイケル・ザゴルスキーと，ニューヨーク
のパシネッティ先生，そして僕のアメリカのボスの
テプロフ教授に深謝します．
　ご清聴ありがとうございました．（拍手）
○村上　小野先生には，小野先生の長年の研究の成
果を発表していただきましたが，ここでぜひ，先生
に聞いておきたいという何かご質問などあれば，お
受けしたいと思います．
　いかがでしょうか．じゃあ，お願いいたします．
○宮崎　生化学の宮崎でございます。アミロイドプ
リカーサープロテインAPP は膜蛋白ですね。これ
が発現している細胞は神経細胞ですか？
○小野　神経細胞にも少なくとも発現していると言
われていますが，それ以外にある可能性については
よく分かりません．
○宮崎　ちなみにこの膜蛋白であるAPP の生理的
な機能はわかっていますか？
○小野　それが重要なところで，免疫系にはむしろ
いい役割を果たしてるんじゃないかとか，いろいろ
報告はあるのですが，そこが定かでないところが今
の治験においては，先生のおっしゃられるとおり，
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一番心配するところではあります．
○宮崎　関連したことですが，γ，βのセクレター
ゼで切り出されたAβが機能単位である可能性もあ
るのではないですか？
○小野　おっしゃるとおりですね．
○宮崎　ええ．その点はどうですか．
○小野　ええ，先生のおっしゃるとおりで，例えば
セクレターゼ阻害薬，こちらに関しても今，フェー
ズ 3まで進んできて，われわれも昭和大学も関わっ
ていくことになっているのですが，まぁ，それはA
βのモノマー自体を抑えてくるわけなので，もし，
これが生理的な機能をになっているとすると，そう
ですね，少しそこは僕も心配しているところです．
○宮崎　アルツハイマー病のモデルマウスはどうい
う遺伝子改変をするとできるのですか？
○小野　それはですね，どういう遺伝子改変という
のは，そのAβをその増やしてきて，蓄積させる
ということですね．
○村上　他に先生方，いかがでしょうか．先生，私
から 1つだけ．初歩的な質問かもしれませんが，ア
ミロイドβ，1つモノマーでは悪さしないけれども，
それが複数繋がる，まぁ，同じものが繋がってるの
に，なぜこう，結合して大きくなると，悪さをする
のか．どういったメカニズムでこう，神経に障害が
与えるのか，その辺，何か知見がありますか．
○小野　今，木内先生や辻先生たちとやっていると
ころなんですが，カルシウムの流入をオリゴマーが
上げる，あるいはそのミトコンドリアの機能障害を
引き起こすなどですね．ただ，その神経細胞の外か
ら内にどう作用を及ぼしてくるか，実際，Aβが
そこを通過してくるのかどうかというところを今，
われわれも含めて捉えようとしているところが現状
です．
○村上　他に先生方，いかがでしょうか．まぁ，そ
れではそろそろちょうどいいお時間ですので，第一
席，これでクローズにしたいと思います．
　小野先生，ありがとうございました．（拍手）

2．昭和大学病院における認知症外来の現状
と展望

金野　竜太
昭和大学医学部内科学講座（神経内科学部門）　講師

○村上　それでは，第 2席，「昭和大学病院におけ
る認知症外来の現状と展望」，臨床的な話題ですけ
れども，当教室の金野竜太先生に講演していただき
たいと思います．
　金野先生の略歴を簡単ですが，紹介させていただ
きます．金野先生は，2002 年に昭和大学医学部を
卒業になられました．その後，大学院に進まれまし
たが，2004 年から東京大学大学院総合文化研究科
相関基礎科学系の酒井邦嘉先生の研究室に国内留学
されています．
　2007 年に学位を取得され，その後，昭和大学に
戻っていらっしゃいまして，2011 年からは昭和大
学横浜市北部病院の内科の助教，そして講師と昇進
なされて，2016 年から旗の台の内科学講座神経内
科部門の講師として活躍されている先生です．金野
先生もかなり研究のほうには精力的に取り組んでお
られて，いくつかの受賞歴があります．ヒト脳機能
マッピング学会若手奨励賞，公益信託成茂神経科学
研究助成，日本血管性認知障害研究会臨床部門
young investigator award，昭和大学医学部同窓会
学術奨励賞を受けられております．僕たちの教室の
研究を引っ張っている大事な先生です．
　それでは，金野先生，よろしくお願いいたします．
○金野　村上先生，ご紹介ありがとうございます．
皆様初めまして，昭和大学の金野と申します．先程
の小野先生の話と少し被るところはあるかと思いま
すが，『昭和大学病院における認知症外来の現状と
展望』について少しお話できればと思います．よろ
しくお願いします．
　この図は「日本における認知症の高齢者人口の将
来推計に関する研究」の結果です．縦軸は患者さん
の人数を表しております．横軸は年数ですね．右側
は高齢者人口における認知症患者の占める割合を
パーセント表示しております．見ていただいて分か
ると思うのですが，2015 年，もう既に現時点で認
知症患者は 400 万人を超えたところでございます．
そして認知症患者の数はどんどん増えておりまし
て，2025 年には実に 700 万人の方が認知症と診断
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されるのではないか，と推測されております．これ
が，どのぐらいの数なのかと申しますと，65 歳以
上の 5人に 1人が認知症になるだろうと言われてお
ります．すなわち，将来的には国民病になるのでは
ないかと言われております．
　そもそも，認知症というのはどういうものである
かということなのですが，認知症にはいろいろな診
断基準がありまして，まだ，決まったものはありま
せん．しかし，大まかに診断基準を言いますと，ま
ず，認知機能，例えば注意力，記憶力，言語といっ
た認知機能が以前の水準より低下しているというこ
とが重要になります．そして，その認知機能の低下
によって日常生活の自立が障害されている場合は認
知症となります．日常生活の自立が維持されている
場合は，軽度認知障害，Mild Cognitive Impair-
ment，MCI となります．このような状態がせん妄
と言われる意識障害ですとか，他の神経疾患によら
ない，ということが認知症の診断において重要と
なってきます．
　今，お示しした通りなのですが，認知症というの
は病名というよりは，その症状を表す，ということ
になります．つまり，認知症というものはその背景
に何らかの病気があるということになります．認知
症を来しうる疾患っていうのが幾つかございます．
これがその比率ですが，先ほど小野先生が示した図
と少し比率が違うのですけれども，研究施設の違い
ですかね，まぁ，そこはご容赦ください．概ね 6割
程度はアルツハイマー病，血管性認知症が 15％，レ
ビー小体型があって，前頭側頭型認知症，また，そ
の他の認知症というものがあると言われております．
　従いまして，認知症の診療においては，ただ「認
知症です」と言うだけではなくて，この認知症はど
んな病気が原因なのかということを，なるべく正確
に診断することが重要になってきます．各疾患には
診断基準が出ております．しかし，決まった診断基
準はありません．それを専門医は診断していくので
すが，大まかな特徴としましては，病初期から記憶
障害がある場合は，アルツハイマー病の可能性が高
いだろうと言われております．一方で，幻視，人が
見えたり，レム睡眠行動障害という，睡眠時に行動
異常が出たりする場合というのは，絶対ではないの
ですが，レビー小体型認知症というものを考えても
いいだろうというふうに言われております．CTや

MRI で脳梗塞の所見があった場合は，血管性認知
症の可能性も考える必要がありますし，問題行動，
性格変化，英語で言うと going my way と言われて
いますね，そういった性格の変化が出てきた場合
は，前頭側頭型認知症の可能性を考えていきます． 
また，病初期から言語障害がある場合は原発性進行
性失語と言って，この場合は例えば進行性核上性麻
痺だったり，大脳皮質基底核変性症だったり，他の
病気の可能性が出てきます．あとは特殊なところで
コンタクト・スポーツ歴，例えばボクシングですと
か，アメリカンフットボールといったスポーツを
やってきた経歴がある方の場合は，慢性外傷性脳症
というものも認知症の鑑別として考えていかなけれ
ばいけません．このような診断はですね，国内の本
ではなかなか 1つの本にまとまって記載されたもの
がございません．海外の本でかなりいい本がありま
して，これに基づいて今回紹介しているのですが，
ちょっと英語なのでハードルが高く，とっつきにく
いかなっていうところはあります．けれども，今
回，小野教授が監修した訳本が出版されますので，
もう少しお待ちいただければ訳本が手元に届くかと
思います．皆さんご期待いただければと思います．
　このように認知症は国民病になってきて，やはり
診断も多岐にわたるということで，認知症外来，物
忘れ外来というものが重要である，というふうに最
近では言われております．そこで，当科も昨年度か
ら小野教授に全面的に物忘れ外来を見直していただ
いて，現在，昭和大学の東病院というところで行っ
ております．いろいろな病院で「物忘れ外来」は行
われているのですけれども，当院は大学病院ですの
で，もちろん臨床が大事でありますが，教育と研究
ということについても当科では行っております．今日
はこの 3点についてご紹介していきたいと思います．
　まず，診断ですけれども，われわれが実際どのよ
うに診断をしているか，ということですが，何も特
殊なことはないかと思います．まず，神経内科医に
よる診察をします．月曜日の午後ですね．週 2人の
患者を診ているのが現状です．問診，診察，MMSE
という簡易的な認知機能の検査をします．その結果
に基づいて，生化学検査，血液生化学，MRI，
SPECTといった画像検査，血液検査をするのです
が，何よりも重要なのがこの臨床心理士による神経
心理学的検査です．この神経心理学的検査によっ
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て，わずかな記憶障害が明らかになることがありま
す．そういったわずかな記憶障害というものは，実
は病的であることもあれば，正常であることもあり
ます．もちろん適用にならない場合は神経心理学的
検査はやりません．これらの結果を総合判断して診
断に至っております．ただ，確実に診断が分からな
いものもございますので，必要に応じて入院検査で
すね，先程話がありました髄液バイオマーカーの採
取ですとか，今後，PETとかも出来ればと考えて
おります．
　昨年度の実績でございますが，2016 年度の総受
診者数は 65 名でした．月 8人で 12 か月ですと，1
年で 100 人ぐらい来るものかなあと思っていたので
すが，まだ，100 名には達しておりません．予約は
入っているのですけども，どうも受診を忘れるとい
う方もいらっしゃってですね．その点は今後の課題
かと思います．年齢としては平均 77 歳です．75 歳
以上の方が多いです．若い方ですと，51 歳の方も
来られております．これは最近，マスコミでも「若
年性認知症」ということがしきりに言われています
ので，理解しやすいと思います．また，97 歳の方
も，「私，認知症ですか」って心配になって来られ
ております．この方は家族に連れられて来たのでは
なく，自分の意思で来院されたので，ちょっとびっ
くりしました．そういった幅広い年齢を診察させて
いただいています．性別はあまり差がなく，MMSE
の平均は 22.7 点です．この点数の意味合いという
のは，軽度の認知症かな，というところになりま
す．CDRとは，Clinical Dementia Rating の略語で
ありまして，日常生活がどれぐらい保たれている
か，という指標になります．0，0.5，1，2，3 と
Rating するのですが，平均が 1.0 であり，これは何
らかの軽い問題が日常的にあるな，という程度でご
ざいます．ただ，0という方ももちろんいますし，
3という方ですとかなり重症の方ということになり
ます．
　先程の 65 名を病型分類してみましたが，先程と
大体同じですね，アルツハイマー病が 6割程度．そ
の他，レビー小体型認知症でしたり，前頭側頭型認
知症とかそういったものが 26％でした．また，現
状では「正常」と一応診断している方が 17％いらっ
しゃいます．ただ，この「正常」というのは現段階
で，と言わしていただければと思います．というの

も，先程も小野先生の話にありましたが，ブレクリ
ニカル期っていうものがございますので，「正常」
と判断された方に対してはご本人様のご希望に従い
外来で継続して診察させていただくこともあれば，
「受診はやめたい」という方は無理して引き止めな
いで，「じゃあ，また何かあったら来てください」
というふうにお返ししているのが現状です．
　このような診断が一般的な認知症外来の役割だと
思います．しかし，認知症というのはやはりその診
断だけではなく，その地域での問題っていうのがや
はり大きな問題になっていると思います．われわれ
は「認知症の地域医療への貢献」というのを，1つ
テーマに掲げております．地域医療を考える上で
知っておかなければいけない問題がありまして，そ
れが，認知症の入口問題と言われております．患者
さんは開業の先生を中心とした「かかりつけ医」や，
地域包括支援センターと中心とした公的機関が入口
となり，専門的医療やケアを受けていくというのが
認知症にとって重要な医療システムであり，なるべ
く早期にこの医療システムに入ればいいと考えられ
ております．けれども，この入口のところに問題が
あるが故に，こういった医療システムによる医療や
ケアを受けられない，ということが問題になってお
ります．
　この入口問題というのはどういうものがあるの
か，ということを一応確認しておきたいのですが，
医療側の要因としては，まず，アウトリーチ機能の
未成熟です．アウトリーチっていうのは英語で言う
と，手を伸ばすとかそういった意味ですけども，こ
こで言うアウトリーチっていうのは，地域包括支援
センターを中心とした公的機関が，認知症の疑いが
ある方の受診を促すような機能，これをアウトリー
チ機能といいます．これがやはり発達してないのだ
ろうということです．また早期に認知症の方を発見
するというシステムがないのが現状です．もちろ
ん，どうやって診断するかっていうことも問題とな
ります．更に，医療とケアの連携不足というものも
言われております．これらの医療側の問題だけでは
なくて，やはり患者や家族側の要因というのもあり
ます．独居や貧困であるということ．どうしても認
知症の方が独居になると貧困になってしまい，社会
的に孤立してしまうということですね．あとは認知
症の病気によっては支援を拒否してしまう，あとは
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いろいろな複合的な家族の問題，というものがござ
います．
　認知症診療を行うということは，このような地域
医療に取り組んでいかなければいけないということ
です．その取り組みの 1つに認知症カフェといわれ
ているものがございます．この認知症カフェという
のは何かと言いますと，厚労省の文章をそのまま引
用しますと，「認知症の人と家族，地域住民，専門
職等の誰もが参加でき，集う場」と言われておりま
す．つまり，認知症患者や家族の孤独感を軽減す
る，というのが一番のポイントだと思います．誰で
も参加できる．認知症だから参加するのではなく
て，認知症の人も含め，地域で参加する場を作ろう
ということです．
　これは入口問題に解決向けた取り組みで，その実
態はさまざまであり，決められたものはございませ
ん．例えば，ご近所レベルでもあります．昔から
あったと思うのですが，「あの人は，最近どうして
いるのだろう」って，そういった近所付き合いが，
昔はあったかと思うのですが，最近はなかなか少な
くなってきております．また，自治体レベルで行う
大掛かりなものもございます．認知症に関する講演
型のものもあれば，認知症の人を助けたい，という
支援的なものなど，いろいろな形式の認知症カフェ
があります．
　このような認知症カフェは，いろいろな場所で行
われておりますが，これまで品川区で行われており
ませんでした．そこで，小野先生が，「じゃあ，行
おう」っていうことになりまして，2017 年度から
当院で認知症カフェを開始させていただきました．
これを始めるに当たって，実は東病院は 2017 年度
から新しい院長，稲垣院長に変わりまして，こう
いった面倒くさそうなことを新院長が受けてくれる
かな，ちょっと心配だったのですけども，二つ返事
でしたね，「ああ，いいですよ」っていうことでし
た．これは本当に助かりました．
　認知症カフェ用にこのようなポスターを作りまし
た．売りとしては，「専門医とお喋りをしましょう」
ということですね．こんな風に書いておりまして，
第 4月曜日に行っています．やはり地域医療に貢献
するものですので，地域から参加者を募るというこ
とが重要です．患者家族はもちろんですが，認知症
が気になる人，自分が気になる人でもいいですし，

家族が気になる人でもいいし，認知症のことが気に
なる人でもいいです．近くに住んでいる人，もう認
知症と全く関係ないですね．この前来られた方なん
かは，話したときも「コーヒー飲めるから来た」と
いう人もいました．そういうようなことでも，いい
かなと思います．そういう人もいて，認知症の方も
触れ合えるというのが，入口問題の解決に繋がると
思っています．あとは病院で働いている人ですね．
医師，薬剤師，歯科は勿論ですが，今後，地域医療
連携の方とかも来ていただけるといいかなと思って
います．専門医の話を聞ける認知症カフェってあま
り聞いたことがなかったのですが，どれぐらい近い
かっていうのをちょっと写真でお見せします．誰か
分かりますかね．これ，小野先生です．先程すごい
レベルの高い研究の話をしてくれた先生がこれぐら
い近くでお話してくれるのですね．もう 3人ぐらい
の女性の方を虜にした感じですね．一方，6年目の
彼はちょっと考え込んじゃっていますね．小野先生
との臨床力の差が出たのかな，というところですか
ね．小野先生は研究に対してはもちろん積極的です
が，認知症診療もかなり積極的にやられていますの
で，ぜひ皆さんも今後こういった地域医療の取り組
みというものを支援していただければ，と思います．
　臨床の貢献だけではなく，やはり大学病院ですの
で，教育というものを重視しております．メインは
認知症のカンファレンスを行っております．月 1
回，第 4 月曜日です．認知症カフェのあとはカン
ファレンスが待っているという状態です．カンファ
レンスの参加者は物忘れ外来の担当医，臨床心理
士，神経内科の外来担当医，研修医です．目的は診
断の確定です．診断というのは 1人だけでやると少
なからず誤りを含むこともありますので，必ず皆で
確認します．その際，臨床心理士の意見も必ず確認
しています．次に専門医教育です．先程の小野先生
の話にもありましたが，専門医の数が少ない状況で
すので，1人でも多くの専門医を育てるということ
が重要になってきます．最後に卒後教育です．これ
も大切でして，「物忘れ外来」と銘打っていますと，
来院される患者さんの多くはやはり，アルツハイ
マー病が多いわけでございます．レビー小体型認知
症や前頭側頭型認知症の方は，一般の神経内科の外
来に来ることが多いわけです．ですので，この認知
症カンファレンスに神経内科医を目指す若手医師に
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参加していただいて，神経内科専門医の卒後教育を
行っております．
　さらに，ついこの間始めたばかりですが，薬理学
教室医科薬理学部門と合同で勉強会をさせていただ
いております．月 1回の開催予定です．この勉強会
では，神経内科側からは認知症の診療の実際を伝え
て，医科薬理学教室側からは貴重な研究成果の発
表・検討を行うことを予定しております．この合同
カンファレンスの目的として，医薬合同のカンファ
レンスというものを行っていければと考えておりま
す．特に，実地の薬剤師の卒後教育に貢献できれば
いいかなぁ，と思っております．医者だけではな
く，実際に患者さんに触れることが多い薬剤師の方
に教育の機会を与えることによって，地域医療に貢
献するという側面もあります．
　最後ですけれども，研究についてですが，時間が
迫ってまいりましたので手短に紹介します．ポイン
トとしては認知症診療に役立つ研究開発ということ
です．まずは治療薬に関する研究です．現在，認知
症治療薬としては，先ほども小野先生から話があり
ましたが，本邦ではコリンエステラーゼ阻害剤，
NMDA受容体拮抗薬というものが使用可能です．
ですが，いずれも認知症の進行抑制効果はありませ
ん．先程ご案内した小野教授が監修している訳本で
は，これらの薬は「時計の針を半年から 1年戻すよ
うなもの」と説明をしていると書いてあります．つ
まり，認知症進行抑制効果をターゲットにした治療
薬を作ることが重要であり，そのような薬剤を作ろ
うという動きが全国的にあります．先程，小野先生
から説明がありましたが，BASE（β-site APP 
cleaving enzyme）という，Aβ前駆体蛋白質を切断
する酵素があります．Aβ前駆体蛋白質がBASEに
より切断されるとAβが産出され，神経毒性を有す
る，とされております．このBASEを阻害する，と
いう薬の開発が進行しておりまして，当院でもその
薬に治験の準備を進めているところです．この治験
の中心が，今日ご講演いただく新井先生であります．
　また，当科では診断方法に関する研究も行ってお
ります．実際の臨床において，MRI の解析方法の
一つに VSRAD と言われているものがあります．
これは，患者の灰白質の体積を，患者と同世代の脳
における標準的な灰白質の体積と比較し，例えば，
側頭葉に萎縮があるかどうか，ということを統計的

に評価する方法です．私が以前から東京大学で画像
解析をやっているということもあるので，その経験
を生かして，画像解析に関する研究も行っておりま
す．この図はその一例です．皮質フラクタル次元と
いうのはちょっと難しいのですが，皮質構造の複雑
さを表しております．この皮質フラクタル次元とい
うものを診断に使えないか，ということで，現在，
その皮質フラクタル次元の解析をしております．こ
の図では，言語性記憶がいい人ほど，図に示した脳
領域の構造が複雑であるということが分かりまし
た．このような診断補助に向けた画像解析研究も
行っております．
　さらに基礎医学との共同研究です．どうしても病
理に迫った研究になりますと，基礎医学との共同研
究が重要になってきます．現在，シロスタゾールと
いう脳梗塞の治療に使われる薬剤のアミロイドβ蛋
白毒性，軽減効果の解明，アミロイドオリゴマーの
毒性メカニズム解明を行っております．またMCI
の患者において，実際の香りと香りに関する記憶と
どのような関係があるか，ということに関して，
functional MRI 用いた研究を行っております．
　最後ですが，全国規模の研究への参画も行ってお
ります．プレクリニカル期におけるアルツハイマー
病に対する客観的画像診断，評価法の確立を目指す
研究ということで，大阪市立大学の森先生を代表と
した研究に，当科も小野教授，矢野講師を中心に参
画する予定です．また食品関連の危険因子・防御因
子が作用する認知症の分子標的の解明と予防・治療
法の開発に関する研究についても参画しております．
　最後にまとめです．臨床的には正確な鑑別診断と
地域医療への貢献，これを臨床面における目標とし
ております．教育としては，専門医教育のみなら
ず，卒後教育全般において寄与することを目標とし
ております．最後，認知症の研究に関してですが，
認知症診療に役立つ研究・開発に寄与することを目
標としております．
　以上です．ありがとうございました．（拍手）
○村上　昭和大学におけるいろいろな取り組みを金
野先生から紹介していだきましたが，ここでフロ
アーのほうから先生方，質問などあれば，よろしく
お願いします．
　では，宮崎先生，よろしくお願いします．
○宮崎　生化学の宮崎ですが，アルツハイマー病は
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非常に難治性の疾患であることは間違えないと思い
ます．そういう状況では，やはり先制医療，病気に
なる前のはたらきかけが非常に重要だと思うので
す．せっかく今日，土曜日の貴重な午後に参りまし
たので，今日から始めたらいいという生活の工夫を
３つ教えてください．
○金野　3つですか．なかなか難しいとこですが，
まずは生活においていろんなコミュニティーに参加
すると認知機能が低下しにくい，というのがありま
す．過去に百歳ぐらいの方で末期まで認知機能が保
たれた方がいまして，その方の死後に病理解剖した
ら，脳の病理はもう完全にアルツハイマー病だった
という例がありました．その方は，末期まで仕事を
やられていたということです．そうことを考えます
と，よく仕事なり頭を使うのがいいのかな，という
ことが 1つあります．あとは，先程から繰り返し話
しておりますが，どうしてもアウトリーチ機能が未
熟な点があり，病院を受診するきっかけがなく，受
診が難しくなっております．ですので，病院受診す
る前に，われわれがやっているような認知症カフェ
みたいなものに，気になった段階で少し寄っていた
だいて，それでちょっと少しずつ早めに医療システ
ムに入る，ということが重要かな，ということが 2
つ目です．最後の 1つがなかなかちょっと今，出て
こないので，宿題にさせてください．すみません．
○村上　他に，皆様，何か質問などありませんで
しょうか．
　では，私のほうから 1つよろしいですか．本当に
皆様の実生活の中であるかもしれませんが，よく，
僕も神経内科医しておりますので，よく知り合いの
人から家族がどうも最近気になるっていうことをよ
く相談されるのですが，なかなか患者さんご自身
が，「俺は正常だ」っていうことで，なかなかこの，
まぁ，その入口問題でもあると思うのですが，なか
なかこう周りが気にしているけれども，受診に繋が
らない．本人が「病院が嫌いだ」とか，そういう
ケースも多いと思うのですけれども，そういった方
をうまく医療と繋げていくのに，その周囲にいる人
にどういうふうに僕たちアドバイスしてあげればい
いのかっていう，先生，何かお知恵があれば教えて
いただけたらと思います．
○金野　ご質問ありがとうございます．
　その取り組みの 1つが認知症カフェであります．

「受診」という形にすると，やはり身構えたり，来な
くなったりします．ですので，先程も話していたと
おり，気軽に認知症カフェにいらしていただければ
と思います．「お茶飲めるから来た」みたいな言い
訳も認知症カフェならできますし．こういう認知症
カフェっていうものを一回でも使っていただければ
と思います．ですが，ちょっと最近，気になってい
るのが，あの認知症カフェの名前をもう少し何か変
えられないか，ということです．「物忘れカフェ」と
いう名前ですとちょっと抵抗があるかもれしれませ
ん．今後そういったところも改善しながら，なるべ
く早めに医療システムに入っていく，認知症は国民
病になる可能性が高いので，認知症になることを特
別なことと思わないで，気軽に触れるような機会を
今後もわれわれは作っていきたいと思っております．
○村上　大事なことだと思います．他に皆様，よろ
しいでしょうか．ちょっとお時間もよろしい時間に
なっておりますので，金野先生，どうもありがとう
ございました．（拍手）
　では，次のセッション，小野先生に司会を交代さ
せていただきます．

3．認知症をめぐる臨床的および社会的課題
新井　平伊

順天堂大学大学院医学研究科精神行動科学　教授

○司会　では，次のセッション，小野先生に司会を
交代させていただきます．
◯小野　それではいよいよ，今回の主役のお 2人の
先生に登場していただくことにさせていただきま
す．今回，宮崎先生から，学士会から神経内科にシ
ンポジウムを推薦していただいた後で，「認知症の
基礎と臨床」ということで宮崎先生からお話をいた
だき，真っ先に思い浮かんだ先生が，来てくれるか
どうかは別にして，2人が思い当たりました．
　やはり，認知症の臨床ではもう，日本のトップの
リーダである新井先生と，基礎研究ではもう，今，
時の人である井上先生しかないということで，2人
にメールを送らせていただいた所，2人とも一発返
事でOKしてもらう幸運に恵まれました．でも，新
井先生は，クローズアップ現代とかきょうの健康で
は必ず出て来られる先生ですので，改めて僕が述べ
ることではないのですが，一応恒例ですので，簡単
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にだけ述べさせていただきます．
　1978 年に順天堂大学をご卒業されて，1984 年大
学院修了．その後，東京都精神研，ケンブリッジ大
学等の国内，国外の留学を経て，1989 年に順天堂
の講師，1997 年より教授になされております．
1999 年にわが国で初めて唯一の若年性アルツハイ
マー専門外来を開設して，認知症疾患医療のセン
ター長，そして日本老年精神学会理事長，日本認知
症学会理事を始めとして，各種の，今，Aβ根治
薬の治験のトップの責任者として，日本の認知症医
療を先導してくださっています．
　それでは，「認知症をめぐる臨床的および社会的
課題」ということで，ご講演よろしくお願いします．
◯新井　よろしくお願いいたします．
　今日はこのようなすばらしい会にお招きいただき
まして，ありがとうございました．思い起こすと，
2004 年ですかね，前回の学士会でも呼んでいただい
た．その時，初めて金沢で活躍している小野先生と
会って，それから 13 年，私としては，小野先生が
東京に戻って来てくれたのがほんとにうれしくて，
今後，東京のこの地区に限らず，日本，世界へ，こ
のアルツハイマー病の臨床と研究で引っ張っていっ
ていただけるお一人だと，ほんとに確信してますの
で，今日はそのエールを送りに来たようなもので
す．これからもどうぞよろしくお願いいたします．
　私の話は，先ほどの金野先生のお話を受けて，少
し，臨床と社会的な問題ということを述べてみたい
と思います．臨床と研究をやっている一連の研究者
の立場としては，最終走者，アンカーという観点で
みなさまに，現実的な問題をお話しできればと思っ
ております．資料は特別ございません．
　まず最初に，認知症の概念が最近少し変化してい
るということから，話をしたいと思います．DSM-5
これはアメリカ精神医学会が決めた診断基準です．
ここで，neurocognitive disorders という概念が初
めて出て来ました（表 1）．この中に，せん妄と
major and mild neurocognitive disorder．このmild
がMCI に当たって，major が認知症（dementia）
病に当たります．
　これはどういう流れかと言いますと，今までは言
うまでもなく dementia の中にアルツハイマー病
あった訳ですけども，先ほどからいろいろお話いた
だいてますけども，アルツハイマー病がプレクリニ

カル，それからMCI が入って来て，これを全てア
ルツハイマー病と呼ぼうというふうになり，認知症
の中から飛び出してきた．今までの認知症概念とア
ルツハイマー病の関係が変わってきたということで
この概念が入ってきた訳です（図 1）．
　もう 1つ大きなのは，WHOが決めた ICDですね．
これも，10 から 11 に移行中です．そして，11 の最
初は，衝撃的なことがありました．認知症が最初は
精神と行動の章から全部消え，神経疾患の中に入っ
た．これは，DSMよりもさらに大きな変化で，一
大センセーショナルだったんです．しかし，その後
また紆余曲折して，4月バージョン，6月バージョ
ンを経て，最終的にはまた精神の章に戻っていま
す．こういったように，認知症に関する概念とか，
そのポジションが，今世界で動いているっていうと
ころが，1つのトピックになります．
　こういったことが，どういった影響を及ぼすかと
いうことですけども，EBMに非常に関係してくる
と思います．EBMはもちろん重要です．しかし，
EBMだけで，実臨床ではそれらの限界を踏まえる
必要があるということがあると思います．それは，
国際的診断基準に従って母集団を集めてそこからエ
ビデンスを収集して，EBMを立ち上げて，これに
基づいて治療ガイドラインができるというのが，当

表 1　DSM-5 における認知症の分類

Neurocognitive Disorders 神経認知障害
　Delirium せん妄
　　Substance intoxication delirium
　　…
　 Major and Mild Neurocognitive Disorders 認知症，軽
度認知障害
　　Mild Neurocognitive Disorder due to AD
　　Major Neurocognitive Disorder due to AD
　　…

図 1　アルツハイマー病概念の拡大
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然の流れです．でも概念がいろいろ変わってきて，
改訂ごとに分類が変わってしまうと，なかなか統一
した統計的なデーターが収集できない．大規模にな
りにくい．そうすると，有効性とか長期予後に関わ
る研究がどうしても断続的になってしまう．そうし
ますと，エビデンスとしてあるものはありますが，
治療ガイドラインではこのエビデンスを集めるだけ
ですから，実臨床をすべてカバーする訳ではないと
いうことです．
　あともう少し，落とし穴の話をします．いまの診
断基準っていうのは，どうしても操作的に診断する
訳ですが，『Journal of Clinical Psychiatry』有名な
雑誌ですけれども，神経変性疾患では以前に精神疾
患の病名が付いていた例がかなりあると．前頭側頭
葉型だと半分，アルツハイマー病でも 1/4 ぐらいの
方が，精神科の病名が付いていた．双極性気分障害
やうつ病と初期診断をされていて，そのうちになか
なか治らないので，よく調べたら，神経変性疾患で
あったということです．これが誤診かというと，決
して誤診ではないんだと思いますね．精神症状って
いうのは多層構造をとっている．例えばアルツハイ
マー病の方が最初，うつ状態を示していたとしま
す．レビー小体型の方でもいいんですけども．操作
的に診断すると，うつ病になります．しかし，われ
われ臨床家としては，その下に他の病態や薬の影響
がないかとか，アルツハイマー病はないかとか，常
にその存在を見ていないと，途中の診断で終わって
しまうということがある．
　もう 1 つ，これは精神科的な話になりますけど
も，本来の性格が非常に重要です．勝気な人と気弱
な人によっては，全然病態が違ってきますし，置か
れた環境によっても，先ほど地域の話が出てました
けども，環境によって病状は全然変わってきますの
で，多面的に理解しないといけないということがあ
るかと思うんです．
　それから画像診断も，なかなか落とし穴があると
いうことをお話したいと思います．これはある，私
の所の若年性アルツハイマー病の専門外来にご紹介
いただいた方ですけども，やっぱり，認知機能は下
がっていて，少し所見があるんですね．短期記憶障
害もあるんですけども，MRI でこれは画像解析ソ
フトVSRAD，Zスコアが 1.0 だと．全く海馬の委
縮がない．他の所見もない．1年フォローアップし

て，MMSE 変わってないんですけども，家族はど
うしても心配されているので，ご高診ということで
紹介されたんですね．
　確かに，MRI 見ますと，海馬の委縮は最初は目
立ってこないのが多いんですね．よく見ると，この
頭頂葉の少し脳溝が拡大あるぐらいで．確かに
VSRADで全く正常だと．しかし，これを，スペク
トをやってみますと，このように，先ほど小野先生
が紹介されたような特徴的な所見があって，この方
は若年性のアルツハイマー病と診断した訳です．こ
のように画像診断だけに頼ると問題が生じるという
ことです．
　では，あとの残りの時間では，いろいろ話題をご
紹介して，今後の先生方に少しでもご参考になれば
と思います．まず初めは，抗精神病薬を BPSD に
対して使うと死亡率が高まるということで，アメリ
カの FDAそれから日本の厚労省から警告が出され
ています．じゃあ，実際日本ではどうなのかという
ことで，われわれが最近調査をした結果をお示しし
たいと思います．
　これは，去年『Alzheimer’s and Dementia』，非
常に impact factor が高い雑誌に載ったんですけど
も，このポイントは日本では 1万例の大規模コホー
ト研究を前方視的に行い，抗精神病薬を飲んでいる
アルツハイマー病の方が 6か月間でどのくらい死亡
が発生するかということを見ました．そのポイント
だけ，1つのスライドでお示ししますと，1万例で，
約半数は抗精神病薬を飲んでいない，高齢のアルツ
ハイマー病の方．平均 80 歳ぐらいですけども，新
しく抗精神病薬を始めた人は 10 週から 24 週までの
間で死亡率が非常に増えたということが分かりまし
た（図 2）．しかし結局，非定型抗精神病薬を使わ
ざるを得ない場合も，もちろんある訳ですけれど
も，やはり，特に最初に使う場合は短期間で，少な
くとも 10 週を越えた場合はなるべく軽減，中止を
図るということが，今回の日本人のデーターでも出
たということが大きなポイントであるというふうに
思います．
　こういったものを受けて，昨年度，かかりつけ医
の先生方に BPSD の治療ガイドラインを作成しま
した．その際にかかりつけ医の現状をアンケート
とったんですけれども，家族もこの興奮性のBPSD
には困っていて，かかりつけ医もやはりこういった
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症状に対して治療している．ただ，暴力行為なんか
が出た場合には，専門医を紹介するということがあ
る．そして，約半数の方は抗精神病薬も使ってい
た．そのために，ガイドラインを作った訳です．
　このガイドラインは厚労省のホームページでダウ
ンロードできますし，日本老年精神医学会のホーム
ページでもダウンロードできますので，もし興味あ
る方はご参照いただければと思います．このポイン
トは，まずは何かあれば必ず専門医との連携をして
下さいという推奨をするとともに，抗精神病薬を第
一選択としない，まあ警告が出ている薬剤は最初か
ら使わないほうがいいというかかりつけ医の医療安
全面を考えたものにしています．その前に，メマン
チンとかコリンエステラーゼ阻害薬，バルプロ酸，
抑肝散の可能性を提示しました．この場合には，ア
ルツハイマー病に認知機能改善作用で保険適用を
取っているメマンチンとかコリンエステラーゼの可
能性を最初に示したというのが順番です．
　ただ，興奮性の症状に対して，コリンエステラー
ゼ阻害薬などは逆に増悪する場合も往々にしてある
ので，それもきちっと示し，かかりつけの先生方の
医療安全面を考えた BPSD に対するガイドライン
を作ったというのが，最近の 1つの話題提供であり
ます．
　あとは，自動車運転の問題が現場ではこれからい
ろいろ出てくると思います．最近の讀賣新聞では
「認知症の恐れ 1万人超　高齢ドライバー」と．こ
れは，75 歳のドライバーでは，更新時に認知機能
検査を受けた人がこの 2か月半の間に 43 万人いて，
第一分類として 1万人ぐらいが認知症の恐れがあっ
たということでした．そして，この方たちは，行政
指導として，公安での指示した施設に行くか，もし

くはかかりつけの先生からの医師の診断書をもらう
ということが，指導されます．そうすると，結果が
判明したのが800人で，認知症の人が160人いたと．
それで，この人たちは免許の取り消しになってしま
うし，診断書によって「怖れ」ということであれば，
6か月で再受診．診断書で「問題なし」ということ
であれば更新．こういうふうに，医師の診断がかな
り，かなりというかほとんどが免許更新の根拠に
なっている．
　これが，警察としてはもちろん，これで免許を取
り上げれば事故が少なくなって，社会安全になる．
それは非常にストレートな考えなんですが，実際そ
れでいいのかということが，アカデミックな団体か
らは，いろいろ指摘されている訳です．われわれ，
老年精神医学会も最初に，去年の 11 月に学会とし
て最初に提言を出しました．
　問題は，もちろん医学的には認知症と一括されて
いて，アルツハイマーでもレビーでも FTDでも．
ここが，ほんとの認知機能と運転技能っていうの
は，並行している訳ではないので，これは，われわ
れがもっときちっと臨床データーを出す必要がある
だろうと．これはわれわれに対する課題です．
　それから，実際には，やっぱり認知機能ではなく
て，実車テスト，運転技能によってやるべきだろう
というのが，この 3番目．1番目と 2番目は，むし
ろ，予算を国が使えれば，すぐできること．例え
ば，交通網のインフラというのは，逆走防止のゲー
トを作るとか，通学路にガードをすぐ作るとか，そ
れはお金掛ければすぐできる訳です．事故はゼロに
できないけども，守ることはできる．そういったも
のをまずやるべきじゃないかっていうのも提案しま
したし，じゃあ，取り消し返納した場合に，お年寄
りの生活，病院に掛かるとか，買い物はどうするん
だと，そういった所の保証をまずしないと，自主返
納なんかできないだろう．
　これは，讀賣新聞が論点に，その所を取り上げて
くれました．ポイントだけ言いますと，やっぱり，
一番われわれ臨床医として望ましいのは，患者さ
ん，ご家族といろいろ話し合って，認知症が疑われ
る場合は，自主返納が一番，これが合意ができれば
一番いいだろうというふうに思います．それから，
今回の制度で一番の問題は，やはり根本的な問題
は，高齢者の免許更新の可否というのを，医学的な

か か

図 2　抗精神病薬服用と死亡の関係（J-CATIA研究）
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概念である，認知症かどうかという所に根拠を置い
ているということだと思うんですね．認知症によっ
てもレベルが違うので，必ずしもそれが運転技能と
並行する訳ではないので，ここが一番大きな問題だ
と．国土交通省，それから公安はむしろ，自分たち
の判断を逃げて，医者のほうの判断を根拠にしてい
るんですね．ここは非常におかしいと思います．
　結局，やっぱり根本的な解決法というのは，高齢
者の免許更新の可否を，やっぱり運転技能によって
正しく判断するべきだと思うんですね．例えば，18
歳の時免許取る時には，実車試験と学科試験をやっ
ている訳ですよ．この時には決して認知機能とか知
的機能はやっていない訳ですよね．それだったら，
やっぱり 75 歳でも，一度は同じような高齢者向け
の実車試験と学科試験をやってもいい訳です．それ
を公安がしないで，医者のほうに診断書で出せって
いうのは，やっぱり，本来の在り方じゃないと思い
ますし，むしろ考案で実地試験と学科試験をやれば
認知症の早期発見に繋がる可能性もある訳ですよ
ね．これで，認知症の早期発見に繋がって，公安か
ら認知症を治してくださいと依頼されるのが医者の
在り方であって，決して免許を取り上げるために診
断書を書くっていうのは医者のやる役割ではないと
思うので，この辺がやっぱり大きな問題なんだろう
と思います．
　あとは最後に，メッセージとして，認知症をめぐ
る問題というのは，臨床ではご本人だけの問題では
なくて，ご家族の問題，それから環境調整，これを
すべて関わり合うことによって，症状は軽減される
ものだと思います．この中で，やっぱりEBMはもち
ろん大事ですけれども，われわれが実際に行ってい
る医療の中にこそずっと培ってきた確かなものがあ
るんだろう．ここはやっぱり，実臨床にこそ，この疾
病や人間の本質があって，疾病の成り立ちのヒント
があるんだろう．むしろ，これこそが，私はエビデ
ンスだというふうに思ってますし，この両方を，やっ
ぱりいかに，認知症とか高齢者医療では，融合させ
るかっていうことが大事だというふうに思います．
　最後は，去年ですかね，ラグビーワールドカップ
で日本が南アフリカに 34 対 32 で勝ちました．これ
はすばらしい快挙なんですけども，この時に監督が
立てた作戦が Japan Way として名付けたものです．
日本人は非常に勤勉で，デカい体格の外国人に対し

てタックルを低くして執拗に熱心に，外人だと諦め
ちゃうような所まで熱心にタックルして，それで巨
漢を倒していった．これが Japan Way として，非
常に高く評価されたものです．やっぱりわれわれ
も，もちろん医学では国際標準化の中でグローバラ
イゼーションしなくちゃいけませんけども，実臨床
では Japan Way として，外国よりも優れた所を養
う．決して外国に合わせることなく，われわれのも
のを大事にしていって医療をやっていくっていうの
が，とっても大事なんじゃないかというふうに思い
ます．最後に，これをお伝えして終わりたいと思い
ます．どうもご清聴ありがとうございました．
◯小野　新井先生，大変限られた時間で，幅広く分
かりやすくアップ・トゥー・デイトまで含めて，ど
うもありがとうございました．フロアのほうから，
何かご意見ご質問，ありますでしょうか．
◯平　青葉台腎クリニック内科の平と申しますが，
すばらしい講演，ありがとうございました．私は透
析をやっているんですけども，この前，透析患者さ
んで，ちょっと，やっぱり認知症かなりひどくて，
それで，精神科のほうで出ていた薬を，ご家族が
ちょっと止めていいでしょうかって質問されたの，
いや，まあ，ちょっとそれは精神科の先生に相談し
てくださいって言って．で，一度止めたら，まあ，
前よりはかなりよくなったような症例が 1 例あっ
て．で，ご質問なんですが，先ほどの抗精神病薬で
の死亡率の件と，死亡率の死因というのは，どうい
うものがあったんでしょうか．
◯新井　はい，ありがとうございます．それは薬を
飲んでいない高齢者と全く同じだったんですけど
も，やっぱり感染症で，気管支炎，肺炎が一番多い
です．あと尿路感染．あとは，血管障害も心筋梗塞
とか，脳梗塞もあったんですけども，それはそんな
に多くなくて，両群間で差もなかったんですね．実
際に 2番目に多かったのはフレイルで，高齢者です
ので主治医が老衰と判断されたものが両群とも多
かったです．
　それから抗精神病薬は確かに副作用でかなり影響
があるので，一度は減量するなり，中止するってい
うのは，悪くない方向だと思います．その上で悪く
なるようなら，また再開すればいいので，量につい
ては正しい方向だと，私は思います．
◯平　もう 1 点，私の所で，44 年透析をやってい
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る患者さんで，アミロイドが非常に高いんですけ
ど，この患者さんはわりと元気で自立していて，自
分で家事やるんですが．最近導入した患者さんで，
アルツハイマー型の認知症っていう診断されている
んですけども，なんか，先週も何か，極端に急に悪
くなり出して．まあ，レビー小体かなという．
◯新井　そうですね．
◯平　それで，なんかこう，きっかけっていうか，
急に悪くなるようなきっかけ，娘さんもちょっと
困って，相談をちょっとしてきていますけど，なん
か，急に悪くなるきっかけっていうのは，なんかあ
るんでしょうか．
◯新井　アルツハイマー病で急に悪くなるっていう
のはいくつかありまして，1つは，身体的な合併症
なり何かが加わった，もしくは心理的，先ほど言っ
たように本人の性格と環境によって何か心理的に
引っかかるものがあったかですね．
　それからあとは，中等度から高度になってくる
と，自分でもうどうしても精神的なものの自己制御
がうまくいかなくなって，適応がやっぱりどうして
も悪くなってくるので，焦燥感とかが非常に強く
なってくる．これが 3番目の理由ですが，まあ急に
悪くなってくるというのは，たぶん，1番目か 2番
目です．
　で，もう 1つは，先生おっしゃるように，レビー
小体型認知症の可能性もあると思うんですね．それ
は 4番目の可能性で．レビーだとかなり変動があり
ますよね．ですから，それもありますね．
◯平　ありがとうございました．
◯新井　先生，アミロイドが高いとか低いっていう
のは，どういう？　非常に興味があったんですけ
ど．測っているんですか．
◯平　測ってます．
◯新井　それ，おもしろいデーターじゃないです
か．透析で末梢のアミロイドは抜けますかね？
◯平　アミロイド，一応血中のアミロイドは透析前
は測っているんですけど，あとβⅡマイクログロブ
リンは，HDFをやると，かなり抜けます．
◯新井　抜けると，要するにその後は脳脊髄液内か
ら血液へ脳内のアミロイドが出てくるので，脳内で
アミロイドが減る可能性があります．そういうシン
クセオリーっていうのがあって，とっても面白いで
す．もっと，調べたらいいと思いますよ．

◯平　はい．ありがとうございます．
◯小川　小川でございます．私は泌尿器科でござい
まして，最近，神経内科の先生方にお叱りを受ける
んですが．泌尿器科領域で過活動膀胱による頻尿の
お薬．で，抗コリン薬が中心に 6剤ぐらいあって．
もちろん，口渇とか便秘とか，そういった副作用に
は気を付けるんですが，認知機能ということが，能
書きにちょっとだけ書かれているんですね．ただ，
私たちも不勉強なもので，実際に接している患者さ
んには，あんまりそういった副作用がおきるという
ことも聞くのも少ないので，症状が良くなるまで，
漫然と半年ぐらいとか，何年も続けてしまうことも
あります．
　もちろん，患者さんが効いて症状がなくなり，
じゃあ，止めましょうねって言える状態になればい
いんですけども．私たちがそういう薬を使う上で，
注意点というか，どこかの時点で，先生方にちょっ
とチェックをしていただくのがいいのかというよう
なことはございますでしょうか．
◯新井　そうですね，失禁の問題，ほんとに臨床
で，特にご家族が介護している場合には，一番大き
な問題で．失禁もいろいろあって，病気の進行とと
もにどこかの段階で出てくるんですね．その時に，
確かに泌尿器の先生方から出してもらうことがあっ
て．それは末梢性の抗コリン薬ですか，中枢にはあ
んまり影響しないということで，一応薬理上はなっ
ていますので，使っていただいて．かまわないと思
います．で，臨床症状に影響あるかどうかは，やっ
ぱり見ていればいいことで．
　私の経験では，病状に悪い影響を与えたっていう
のはないです．ですから，併用している場合も少な
からずあります．病状の進行とともに尿失禁はどう
しても出てくるので，使わざるを得ないと思います
し，結局は副作用と効果の判定でやっています．
　あとは，失禁がいつあるかっていうところで，心
因性のものももちろんありますですね．外出する場
合が多いとか，家にいると大丈夫だけど，外に出て
いる時はどうしてもあるとか．あとは，施設入所で
も，他の部屋に行ったり，コーナーでしちゃうと
か．そういう失禁のタイプ．そういうふうな場合に
は，早め早めに家族の人なり介護者にトイレ導入し
てもらえればいいというのはあります．あと運動機
能の問題でどうしても間に合わないというのもあり
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ますし．その時には近くに簡易のトイレを置いてお
くとか．ですから，その状況に合わせてやっている
のが現状だと思います．
◯小川　はい，ありがとうございました．
◯小野　よろしいでしょうか．それでは，先生，ど
うもすばらしいご講演を，お忙しい所，ありがとう
ございました．
◯新井　どうもありがとうございました．

4．iPS細胞を用いた認知症研究
井上　治久

京都大学 iPS細胞研究所増殖分化機構研究部門　教授

◯小野　それでは，最後のプレゼンテーターは京都
大学の iPS 細胞研究所の教授であられます，井上先
生にお願いしました．井上先生も，大変ご高名で，
最近ほんとに研究会，全国学会あっちこっち，先
生，ご講演されて，僕もご一緒させていただくこと
が多いんですが．井上先生が来られると，例年より
も明らかに聴衆が多くなって，井上先生，お忙しい
ので，もう，終わるといつも帰られるんですが，み
んなエレベーターまで走っていかれる先生が多く
て．僕はいつも諦めているんですが，今日はここに
呼ぶことができたので，ゆっくり話すことができた
次第です．
　井上先生は 1992 年に京大医学部ご卒業されて，
僕らと同じ神経内科を専門にされてます．1997 年
に国立精神・神経センターの研究員，で，ハンガ
リーのペイチ医科大学の神経病理の研究員，1999
年には理研の脳科学総合研究センターのスタッフサ
イエンティスト．2004 年にはハーバード大学にご
留学されて，帰国されて，京大の神経内科の助教．
2009 年に iPS の特定拠点准教授になられて，2010
年に iPS 細胞研究所の准教授，そして 2014 年に教
授にご就任されてます．
　井上先生は，まさに山中先生が作られた iPS 研究
所，この前呼んでいただいて，講演させていただき
ましたが，ほんとすばらしい研究室を見せられて，
圧倒されたんですが．それでも，井上先生，ほんと
にトップになれても，常にみんなとフェアに接して
くれて，大変ありがたく思っています．
　で，もう，数多くの受賞があるんですが，1つだ
け言うとしたら，2年前に讀賣新聞のゴールド・メ

ダルを受賞されております．それでは，井上先生，
よろしくお願いします．
◯井上　小野先生，過分なご紹介いただきまして，
どうもありがとうございます．みなさんこんにち
は．京都大学 iPS 細胞研究所の井上治久と申しま
す．よろしくお願いいたします．本日はこのような
伝統ある会にお話させていただく機会をいただきま
したことを，小野先生を始め，オーガナイザーの先
生方にお礼申し上げます．どうもありがとうござい
ます．
　本日は「iPS 細胞を用いた認知症研究」というこ
とで，まず初めに iPS 細胞について，次にアルツハ
イマー病，そして前頭側頭葉変性症についてお話さ
せていただきます．
　2012 年に山中先生はノーベル賞を取られました．
皮膚や筋肉など分化した細胞が，体の全ての細胞に
なれる能力を持つ，未成熟な細胞へと初期化できる
ことの発見であります．この iPS 細胞のお手本は
ES細胞と言われる細胞で，受精卵が分割していっ
た時に出る，小っちゃな粒々した細胞．これを培養
すると無限に増えるということが，1980 年代，マ
ウスで分かりました．
　この細胞は，論理的にはあらゆる細胞に分化する
ことができました．分化というのは変化するという
ことです．もし，この細胞は ES 細胞といいます
が，ES 細胞からドパミン神経，さまざまなものを
作れば，それぞれが無くなってしまう病気に移植す
ることで，それが治るかもしれない．そういった可
能性が生まれました．
　しかしながら，この移植する側の ES細胞という
のは移植される人にとっては他人の細胞になりま
す．すなわち，拒絶反応が起こってしまいます．そ
こで，この拒絶反応を無くすために，核移植という
方法で，自分の細胞にしてしまおうという考え方も
生まれたんですが，技術的に非常に難しかった．そ
こで，山中先生は，この課題を解決しようと．体細
胞からES細胞を作ろうとされました．
　まずどうやって作られたかと言いますと，山中先
生が着目されたのは，皮膚の細胞も ES 細胞も，
元々は同じ，DNAという設計図からできていると．
この設計図を読む，読み手である転写因子が違って
いるだけだと．読み手が違っているだけで，そこか
ら出てくるタンパク質は違っていると．皮膚の細胞
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のタンパク質，あるいは ES細胞のタンパク質がで
きると．そこで，山中先生は，皮膚の細胞の中に
ES細胞用の転写因子，読み手を入れてしまおうと．
そうすることで，もしかするとこの細胞がこちらに
変化するかもしれないと考えられました．
　実際に行われました．2006 年にマウスのES細胞
のような細胞が，マウスの皮膚の細胞からできまし
た．iPS 細胞と名付けられました．また翌年には，
人でも同じように，3つの転写因子を入れることで，
皮膚の細胞が iPS 細胞という，ES 細胞のような細
胞になるということが分かりました．
　この過程，皮膚の細胞から ES細胞のような過程
ができる過程を，リプログラミングという，コン
ピューター用語が付けられて名付けられました．当
初は皮膚の細胞でしたが，現在では血液の細胞から
もそれを作ることができます．
　リプログラミングするためには，この転写因子を
導入することが必要なんですが，その導入するため
の車，導入するもの，ベクターと言うんですけれど
も，当初はウイルスベクター，ウイルスに入れて，
この転写因子を入れていました．現在はプラスミド
という輪っか状のDNAを入れて，体細胞から iPS
細胞を作ります．もちろん，トランスポゾン，
RNA，タンパク質，こういったものでもできるん
ですが，効率が低いので，現在では，安全性と効率
を考えて，そのちょうどバランスのいい所というこ
とで，輪っか状のDNAが使われています．
　2007 年当時は，皮膚の細胞をパンチバイオプ
シーという方法でくり抜いて，この皮膚の細胞の中
にある，皮膚の細胞から線維芽細胞を作って，そこ
から iPS 細胞を作ってました．今では，血液
20 ml って書いてますが，2 ml あれば，iPS 細胞を
作ることができます．
　これが iPS 細胞の写真です．これ 1個が細胞では
ありません．小っちゃな粒々 1個 1個が iPS 細胞で
す．すなわちこれは，iPS 細胞のコロニーになりま
す．先ほどの方法で，皮膚もしくは血液の細胞に，
転写因子を輪っか状のプラスミドに入れて導入しま
す．そして，2，3 週間培養します．そうすると，
こういった iPS 細胞のコロニーができます．
　じゃあ，どこに培養するかというと，この周辺の
細胞，フィーダー細胞という，お母さんのような細
胞の上にです．フィーダーというのは，栄養を与え

るあるいは，支えるという意味ですけれど，フィー
ダー細胞の上に血液もしくは皮膚の細胞に転写因子
を入れて，しばらく培養しますと，2，3 週間培養
しますと，こういった iPS 細胞ができます．
　iPS 細胞，非常によかったことっていうのは，お
手本にしていた ES細胞の研究が進んでいたという
ことです．具体的にどういうことかと言いますと，
ES細胞からどんな培養方法，あるいは料理に例え
るとどんなレシピを加えると，例えば心筋ができる
か，心臓の筋肉ができるかということが分かってい
ましたので，このレシピをそのまま iPS 細胞に適用
すると，iPS 細胞から心筋ができるということが分
かりましたし，また，神経もよく分かっていまし
た．iPS 細胞から神経の幹細胞，神経の幹の細胞で
すね．神経の幹の細胞，それを培養皿の中に撒く
と，これ，大脳の神経ですけど，大脳の神経ができ
るということが分かっています．
　そもそも，例えばアルツハイマー病にしても，認
知症にしても，バイオプシーという方法で直接患部
を取り出して調べることはできません．なぜかとい
うと，中枢神経系というのは，再生しないからで
す．そこで，いったん iPS 細胞を作って，そこから
大脳を作れば，間接的に患者さんからバイオプシー
をして，直接調べるということができる．そういう
ふうにも考えることができます．
　iPS 細胞研究所では今 500 人の人が働いていまし
て，その中で私たちも働かせていただいています．
iPS 細胞何ができるかと．大きく 2つです．移植に
使えるかもしれない．そしてもう 1つは，病態研究
とか創薬の研究に使えるかもしれない．この 2つの
可能性があります．
　実際にこの細胞移植，再生医療のほうですが，現
在 5 つのプロジェクトがわが国の中で進んでいま
す．京都大学の髙橋淳先生は iPS 細胞研究所のドパ
ミン神経を作って，パーキンソン病の方に移植をし
ようとされています．あるいは，理研の高橋政代先
生がされているような，眼の疾患．あるいは，大阪
大学の澤先生がされているような心筋．あるいは，
慶応大学の岡野先生がされているような脊髄損傷．
あるいは，iPS 細胞研究所の江藤先生がされている
ような血液疾患，特に血小板．こういったものを
作って，再生医療に使おうという研究が進められて
います．
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　私どもは，細胞移植ではなくて，こちらの病態創
薬研究をさせていただいています．先ほどからお話
ありました，認知症なんですけれども，特に神経変
性疾患，神経細胞が死んでしまう，こういった疾患
について研究させていただいています．脳を，大ま
かに言いますと，脳を前のほう，真ん中，そして後
ろとしますと，アルツハイマー病は真ん中あたり，そ
して前頭側頭葉変性症は前あたり，そして先ほどお
話ありましたけど，レビー小体型認知症は後ろ．そ
れぞれ，溜まるたんぱく質が既に知られていました．
　もう 1つ，小野先生のお話ありましたけれども，
タンパク質が溜まるということが，神経疾患，特に
認知症の病態の 1つの特徴，変性型の認知症の特徴
ですが，あるたんぱく質のシーズ，種になるものが
あって，それが数個から数 10 個連なる．あるいは，
だんだんそれが凝集してきて，目で見える，病理で
よく見られるような，こういった経過をたどって悪
くなるということが想定されていました．それと共
に細胞が死んでしまうということも分かっています．
　私どもは，この中で，アルツハイマー病の研究に
ついて進めさせていただきました．先ほどからお話
ありましたが，アルツハイマー病の大きな特徴は，
脳が萎縮すること．これ，何を反映しているかと言
いますと，神経細胞が死んでしまって，脳が萎縮し
て見えるということです．そしてもう 1つは，アル
ツハイマー博士が見いだされた，老人斑と言われた
もの，このコンポーネントはアミロイドβというも
のですが，これが脳に蓄積するということ．これが
アルツハイマー病の特徴の 2つ，もう 1つ Tau っ
ていうのもありますが，これが特徴であると言われ
ています．
　このアルツハイマー病のことは，非常に多くの研
究がされてきました．分かっていることは，この老
人斑というのがアミロイドβというコンポーネント
から成り立っているのですが，アミロイドβは，β
セクレターゼ，γセクレターゼというハサミによっ
て，ハサミのような酵素によって膜タンパク質であ
るAPP から切られて，これが凝集して，最終的に
は毒性を持って，脳がアルツハイマー病になってし
まうということがアミロイドβ仮説として想定され
ていました．
　しかしながら，先ほどお話がありましたけれど
も，アミロイドβに対するワクチンをしてみても，

きれいにアミロイドβは消えるんですが，認知機能
はどんどん低下すると．これはどういうことを意味
しているかというと，考え方を一部修正する必要が
あるんじゃないか，そういったことが考えられまし
た．
　修正した仮説をサポートする家系が，この日本
で，大阪でみつかりました．APP の大阪変異とい
うものです．これは，アミロイドβオリゴマーとい
うものが，非常にアルツハイマー病に関係している
ということを強く示唆する家系でした．具体的に
は，APP のアミロイドβをコードするこの領域の
中に遺伝子変異があって，病気になります．頭MRI
所見はアルツハイマー病ですが，アミロイド PET
は，先ほどお話ありましたが，普通ですとアミロイ
ドβが蓄積して見えるのが，全く見えません．
　大阪市立大学の森先生，富山先生たちは，この遺
伝子を導入したトランスジェニックマウスを作られ
ました．そうすると分かったことは，細胞の外に蓄
積するということが想定されていたアミロイドβが，
どうも，細胞の中に蓄積していそうだということを
証明されました．そこでわれわれも，この大阪変異
の患者さんの iPS 細胞を使って調べてみようという
ことを行いました．実際にアミロイドβオリゴマー
がヒトの神経細胞の中で何をしているのか．あるい
は，アルツハイマー病という高齢発症の病気が，そ
もそも，非常に初期の段階の神経細胞，赤ちゃんの
ような神経細胞の中で，アルツハイマー病モデルが
できるのか，こういった疑問もございました．
　進めてみました．実際には，高齢の健常者の方，
あるいは遺伝性のアルツハイマー病の方．これは大
阪変異の方です．これは，別の変異の方です．こち
らは，家族歴の無い，孤発性と言われている，高齢
発症のアルツハイマー病の方です．これらの方々か
ら，iPS 細胞を，作らせていただきました．iPS 細
胞というのは ES 細胞のマーカーを発現していま
す．また，遺伝子変異というのは，血液でみつかっ
ている遺伝子変異というのは，やはり iPS 細胞にし
ても保たれているということが分かっています．
　ここから，この iPS 細胞から，それぞれ神経細胞
を，大脳の神経細胞を作ってみました．作り方とい
うのは，お亡くなりになりましたが，理化学研究所
の笹井先生が作られた方法で，大脳の神経細胞を
作ってみました．
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　作った後に，アミロイドβというのを測定してみ
ました．アミロイドβは，40 というタイプと，42
という，アミノ酸が 40 個と 42 個のタイプがあるん
ですが，どちらかというと，こちらは 42 は毒性，
凝集性が高くて毒性があると言われていますし，逆
に 40 は，どちらかというと保護的であると言われ
ています．そこで，40 と 42 の比率を調べることも
あります．
　調べて分かったことは，APP の大阪変異では，
アミロイドβが外に出て来ないと．
　アルツハイマー病，大阪変異では，アミロイドβ
が外へ出て来ないということが分かりました．一方
で，別のアルツハイマー病の変異では，逆に外に出
て来やすい，来やすそうだと．特に比率にしてみる
とよく分かります．
　そこで，大阪変異の方のアミロイドβ，どこにあ
るんだろうと調べました．調べるために，先ほど小
野先生のお話にありました，抗体を使いました．ク
ライン先生という先生が作られたアミロイドβ，オリ
ゴマーというものに対する，抗体で染色してみると，
大阪変異の方の神経細胞の中では，オリゴマーとい
うものが蓄積しているということが分かりました．ま
た非常に興味深いことに，孤発性と言われている遺
伝歴の無い方の細胞の中でも，1人の方の神経細胞
の中で蓄積しているということが分かりました．
　また，生化学的にアミロイドβオリゴマーは，非
常に壊れやすいものなんですが，細胞を潰してすぐ
に膜の上に乗せて，すぐに検出してみると，ドット
ブロットという方法ですが，大阪変異の方，そして
この孤発性の方では，アミロイドβオリゴマーが検
出されるということが分かりましたし，またこのハ
サミの部分，βセクレターゼというものをブロック
するもの，βセクレターゼインヒビター，BSI を加
えてみると，この蓄積というものがキャンセルされ
るということが分かりました．
　以上から，われわれは，この蓄積物はアミロイド
βオリゴマーであると結論付けました．また非常に
興味深いことに，アミロイドβオリゴマーというの
は，毒性を持っているということも推定されます
し，また凝集していくということも推定されたの
で，細胞の中で凝り固まっているだろうというふう
に想定したんですが，βセクレターゼインヒビター
を加えて 8時間してみると，どんどん消えてくると

いうことも分かりました．すなわち，アミロイドβ
オリゴマーの蓄積というのは，可逆的であるという
ことが分かりました．
　じゃあ，細胞の中のどこにあるか調べてみると，
ERという，小胞体という所に存在していると．小
胞体というのは，そもそも，タンパク質を作る工場
ですけど，細胞の中の工場の中に蓄積しているとい
うことが，ERの他のマーカーと一緒に共局在する
ということから分かりました．アミロイドβオリゴ
マーというのは，ERの中にどうも蓄積していると．
　じゃあ，蓄積してしまうと，いわゆる小胞体スト
レス，細胞の中に，この工場に余分なたんぱく質が
溜まってしまうと，小胞体ストレスという現象が起
きるんですが，これが起こってないかということを
調べました．具体的には，小胞体に余計なたんぱく
質が溜まってしまった時に，それを取り出すことを
助けるシャペロン，それを誘って，他の所に棄てに
行く，そういったタンパク質があるんですが，そ
れ，BiP と言うんですが，それが非常に大阪変異で
は増えているということが分かりました．また当然
ですが，BSI でアミロイドβ作らなくすると，BiP
の上昇というのがキャンセルされるということが分
かりました．
　そこで，この細胞の中で起こっていることをさら
に調べるために，遺伝子発現を調べてみました．そ
うすると，酸化ストレスというものに対して対抗す
るタンパク質が増えている．そのトップ，ナンバー
ワンは PRDX4，ペロオキレドキシン 4というもの
が増えているということが分かりました．実際にタ
ンパク質レベルでも増えていました．また，BSI を
加えてみると，その上昇がキャンセルされるという
ことが分かりました．
　実際に，じゃあ，酸化ストレスが溜まっていると
いうことは，酸化ストレスを引き起こすもの，いわ
ゆる Ros と言われているのですが，活性酸素です
けど，活性酸素の量というのを調べると，大阪変異
の神経細胞は増えていて，BSI を加えてみると，そ
れがキャンセルされるということも分かりました．
　すなわち，この大阪変異の神経細胞の中では，ア
ミロイドβオリゴマーが蓄積していて，小胞体スト
レス，そして酸化ストレス，この 2つを起こしてい
るということが分かりましたし，また，それを細胞
はブロックするために，BiP を上昇をさせてしてい
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たりとか，あるいは PRDX4 という，酸化ストレス
をブロックするものも増やしているということが分
かりました．実際には，もう 1つ，キャスペース 4
と言われている，細胞死ですとか神経の炎症を起こ
すものも増えているということが分かりました．
　ただ，神経細胞を培養皿の中で培養しながら見て
みると，一見すると，どんどん細胞が死んでくると
いう現象は見られませんでした．実際には，培養条
件というものを調べてみると，昔から，神経細胞を
培養皿の中で培養する時には，非常に神経にとって
いいものばかり入れてます．中でも，グロスファク
ター，神経栄養因子というものを入れているんです
が，BDNF，GDNF，NT3 というものを入れている
んですが，その神経栄養因子というものを抜いてあ
たかも崖から落とすようにしてみようということを
行いました．
　そうすると，大阪変異の方と，コントロールの方
の神経細胞で，崖から落としてみると，コントロー
ルの方の神経細胞は死なないと．しかしながら，大
阪変異の方の神経細胞は，どんどん死んでくるとい
う現象を見出しました．すなわち，神経栄養因子を
抜いてみると，細胞が非常に死にやすいということ
が分かりました．
　次にわれわれは，小胞体ストレス，酸化ストレス
というものをブロックするものを，いくつかの候補
を探しました．結論としては，DHAという，いわ
ゆる青魚に入っている物質が，酸化ストレスあるい
は小胞体ストレスを軽減するということが分かりま
した．そこで，細胞が死んでくるという現象下に，
このDHAを加えてみるということを行いました．
分かったことは，DHAは 100％ではありませんが，
細胞死を抑えるということが分かりました．
　分かったことは，大阪変異の方の神経細胞の中で
は，アミロイドβオリゴマーが細胞ストレスを起こ
しているということが分かりましたし，アルツハイ
マー病の高齢発症の方の細胞も，モデル化に使える
んじゃないかという可能性が分かりました．
　次に，大阪変異の方，あるいは他の方から，グリ
ア細胞と言われている，神経細胞の周辺の細胞も
作ってみたんですけど，そうすると，その中でもア
ミロイドβオリゴマーが蓄積しているということが
分かりました．
　まとめますと，4名の方から，iPS 細胞を作って，

神経細胞を作って，グリア細胞を作ると，大阪変異
の方と一部の孤発性の方で，アミロイドβオリゴ
マーが蓄積しているタイプがあって，それぞれ，酸
化ストレス，小胞体ストレスが起きて，それを
DHAが改善するということが分かりました．
　アルツハイマー病という，非常に，アルツハイ
マー病の中で重要なアミロイドβという，昔から分
かっているものの観点からだけでも，実は，細胞を
実際に作ってみると，アミロイドβオリゴマーが中
に溜まっているタイプと，外に出ていくタイプがあ
るということが分かりました．
　もしかすると，iPS 細胞から神経細胞を作ると，
それぞれに効く薬，効かない薬が分かるかもしれま
せん．これまでの考え方というのは，病名を付ける
と，同じ薬だったんですが，それぞれに対して適切
なものを適用できる可能性があると．いわゆるオバ
マ大統領が言われたプレシジョンメディシンとし
て，それぞれの方に，どの患者にどの治療法がベス
トかを選択するための，新しいツールとしての iPS
細胞というのが，あり得るのかもしれないというこ
とが分かりました．
　次に，この FTLDという別のタイプの認知症の
研究について，ご紹介させていただきます．FTLD
では言語に関連がある部位，あるいは記憶に関連が
ある部位，あるいは行動に関連がある部位が変性し
ますので，それぞれの症状が出てまいります．
　Tau というタンパク質をコードする遺伝子が異
常になると，FTLDを起こします．
　非常に興味深いことに，エクソンと言われてい
る，実際に遺伝子をコードしている所以外に，エク
ソン以外の所のイントロンという所の変異でも，病
気が起きます．イントロンの変異でも，エクソンの
変異でも，どっちでも起きます．これ，非常に興味
深いことです．
　この遺伝子のスプライシングパターンっていうの
が，この遺伝子からできてくるタンパク質のパター
ンっていうのが，6パターン，人では知られていま
す．実際にこの 10 番のエクソンが入る場合は，リ
ピート部分が，3つが 4つになりますということが
分かっています．
　いろんな研究から分かっていることは，どうも，
この 4つになってしまうことで，タウタンパク質の
凝集性が高まるんじゃないかということが分かって
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きました．すなわち，4 リピート Tau というもの
が増えると，どうも，悪そうだということが分かっ
てまいりました．
　それ以外に分かっていることとしては，これ，エ
クソン変異なんですけど，エクソン変異の遺伝子を
導入したトランスジェニックマウスをTau のオリ
ゴマーというものに対する抗体を作った，その抗体
で調べてみると，こういったマウスでは，Tau の
オリゴマー増えているということが，生化学的に
も，あるいは免疫組織学的にも分かっています．
　確かに，マウスでTau のオリゴマーが存在して
いる．それでは，人でTau のオリゴマー存在して
いるのか，ということを研究することにしました．
はたして患者さんのサンプルで，Tau のオリゴマー
が存在しているのか．Tau のオリゴマーは，患者
さんの細胞で悪い事をしているのか．こういったこ
とを研究することにしました．
　実際には，Tau のエクソン変異の方と，イント
ロン変異の方から iPS 細胞を作って，神経細胞を作
るということを行いました．iPS 細胞を作ると，ES
細胞のマーカーを発現していますし，遺伝子変異
は，患者さんの血液で分かっているものを持ってい
ます．大脳神経細胞をそれから作るということを行
いました．iPS 細胞から大脳神経細胞を作ってみる
と，約 90％の細胞が，大脳の神経細胞になります．
　さらに，このイントロン変異の部位について，ク
リスパー技術という，最近出て来た技術なんですけ
ど，目的の部位の遺伝子を治す，元に戻す，コレク
トって書いてますけど，コレクションするというこ
とを行いました．そうすると，イントロン変異の方
では，4 リピート Tau というのが増えていたんで
すが，コレクションして，遺伝子を治してあげる
と，4 リピート Tau が減るということが，タンパ
ク化学的にも，RNAレベルでも変わるということ
が分かりました．
　神経細胞の中だけではなくて，細胞の外にもどん
どん出て行っていることも分かりました．
　分かったことは，イントロン変異でも，エクソン
変異でも，オリゴマーが細胞内外に存在していると
いうことが分かりました．
　最近の海外のグループの研究で，Tau のオリゴ
マー合成して外から細胞にかけてみると，Tau の
オリゴマーというのは，細胞のカルシウムのレベル

を上げて，細胞死を起こすということも分かってい
ます．細胞の中にカルシウムが入るっていうこと
は，細胞の機能が高まる，興奮性が上がるっていう
ことなんですが，そういうことも分かっていますの
で，実際に細胞の外に出ているっていうことも，僕
らの細胞でも分かってましたので，興奮性を調べて
みました．
　カルシウムが細胞の中に入ってくる量というのを
調べてみると，患者さんのTau の遺伝子変異があ
る場合には，カルシウムが，細胞の中に入って来や
すいということが分かりました．3週間ぐらい培養
してますと，細胞は死にやすいということも分かっ
ています．
　そこで，FTLD の患者さんの神経細胞は興奮し
やすいということが分かりましたので，人工的に細
胞が興奮しやすいことをブロックしてみました．
　具体的にどんなことをしたかと言いますと，最近
の技術で，ドレッドという技術があります．これ
は，人工受容体，人工的なレセプターなんですけ
ど，これを導入する．M3 タイプ，M4 タイプあり
まして．M4タイプを入れると，細胞の中のカルシ
ウムが減ります．M3タイプを入れると，細胞の中
のカルシウムが増えます．このそれぞれの人工的な
受容体は，CNOという，どこにもない，人工的な
物質ですが，これを加えると，カルシウムの流入
を，制御できるということが分かっています．
　そこで，このM4タイプを入れてみることにしま
した．M3，M4 はそれぞれ，細胞を興奮しやすく，
あるいは細胞の興奮をブロックする，こういったこ
とが分かっています．そこで，M4タイプを入れて
みると，オリゴマーの凝集自体が検出できなくな
る．あるいは，細胞の外にオリゴマーが出なくなる
ということも分かりました．すなわち，細胞の興奮
というのが，どうもオリゴマーに関係して，形成に
関係しているということも分かりましたし，またそ
こで，神経細胞の興奮自体をブロックするという方
法を行いました．具体的には，NMDA受容体阻害
剤，あるいはAMP受容体阻害剤を加えてみると，
細胞死が抑制されるということが分かりました．
　分かりましたことは，FTLD 患者さんの神経細
胞では，こういったオリゴマーが溜まっていまし
て，アクティビティが，興奮性が上がっていると．
こういったものにカルシウムのインフラックスが関
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係しているということが分かった訳ですが，他の先
生方の研究で，逆にTau オリゴマーを外から加え
ると，興奮性が上がるということ，細胞死が起こる
ということは分かっています．
　われわれの結果と過去の論文の結果をあわせると
どうも悪循環があるんじゃないかと推測されました．
神経細胞の興奮性が上がって，Tauのオリゴマーが
出て来て，それがまた興奮性を上げる．こういった
悪循環が，もしかすると，長い間掛かって，細胞が
どんどん，徐々に死んできて，高齢発症の病気のメ
カニズムの一端になっているのかもしれません．
　結論ですが，本日，アルツハイマー病と FTLD
の研究についてご紹介させていただきました．培養
皿の中の，アルツハイマー病，FTLD のモデルと
いうのは，今日，小野先生のお話されました，オリ
ゴマーというものを持っていると．実際に iPS 細胞
は若い細胞ですから，病気の初期の段階の状態を見
るのに非常に適している訳ですが，そういった意味
で，病初期のオリゴマーというのが検出しやすいの
かもしれません．
　共同研究者の先生方に感謝いたします．ご清聴ど
うもありがとうございました．
◯小野　いや，もう，ほんとに，まさに人での iPS
使ってこれだけやられたら，もう，どこまでトップ
を行くんだろうというような研究なんですが．せっ
かくの機会ですので，井上先生が帰られてしまう前
に，ご質問等ありましたら．いかがでしょうか．は
い，どうぞ．
◯山田　薬理化学の山田と申しますけれども．カル
シウムが上がるっていう所で，細胞死が起きるって
いう話だったんですけど，そのカルシウムが上がる
メカニズムが分かったら．要は，カルシウムが上
がったり下がったりする時は，薬理学的には，カル
シウム…みたいなのを使うっていうのが簡単なこと
だと思うんですけど，なんか，効きそうな．
◯井上　カルシウムが上がることは，最終的な結果
なんですが，それが細胞の外のオリゴマーのTau，
もしくは中のTau，どちらかが変えているんじゃ
ないかということを考えてます．まだ，現在研究し
ている所です．
◯山田　ありがとうございました．
◯小野　その他いかがでしょうか．ああ，新井先生．
◯新井　…ありがとうございます．臨床的な観点か

ら 2つ．1つは，そうすると，細胞内のオリゴマー
が溜まるタイプと溜まらないタイプがあって，それ
が遺伝子変異，大阪変異と他の遺伝子．あれは，あ
の後はどこかでアルツハイマー，もしくはアミロイ
ドのパソロイズして，どこかで一致してくるんです
かね．
◯井上　非常に重要なポイントをどうもありがとう
ございます．われわれは，大阪変異とよばれる
APP異変の細胞と，それ以外のAPP変異，の細胞
を使わせていただいています．そうすると，大阪変
異では，細胞の中にオリゴマーが溜まってきます．
外に全然出て来ません．一方で，別のAPP 変異で
は，Aβ 42 というのが，細胞の外に出て来ます．
そうすると，おそらく，細胞の中でオリゴマーライ
ズしているタイプと，外でオリゴマーライズするタ
イプがあるのではないかなと考えています．外から
のAβオリゴマーが起こす現象と，中から起こす
現象というのが，神経細胞に対して同じことを起こ
している可能性を考えています．
◯新井　ねえ．だって，片一方は小胞体ストレスと
か，酸化ストレスとか，そういうアレですからね．
そこがどうなっているか．
◯井上　おそらく，細胞の外のタイプでは，Aβ
オリゴマーは，神経細胞の興奮性を，上げているん
じゃないかなというふうには考えています．Tau
のオリゴマーと一緒なんですけど．興奮性が上がる
ことで，おそらく，中のタイプと同様に，ERスト
レスとか，酸化ストレスがそこで起きてくるってい
うことが，そこが収斂されるパスウエイかなと推測
しています．
◯新井　なるほど．もう1つは，時間経過の，初期
の変化っていうのが非常に，先生，最後にコメント
されてましたが．APPの所の遺伝子変容を入れて，
あれが，こう見ていると，Tauのほうの変化，まあ，
アルツハイマーパソロジー考えると，アミロイド変
化があって，その後，Tau 変化があって，細胞変性
があるっていう，一応，仮説になっているけど，あ
の細胞のモデルだと，アミロイドの変化からTauの
変化って，なんかこう，一連の見えるものですかね．
◯井上　海外のグループは，まず，アルツハイマー
病 iPS 細胞から作製した神経細胞で　Aβ 42 が外
に出やすいっていう現象と，細胞内のリン酸化Tau
が増えているっていう現象を観察した後に，βセク
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レターゼ阻害剤を加えると，細胞外へのAβ 42 の
分泌と細胞内のTau のリン酸化が抑えられる，と
いうことを報告しています．残念ながら，われわれ
はまだできていません．
◯新井　そうでしょ．そんな単純な，簡単に，関連
じゃないとは思うんですよね．
◯井上　ですが，今後やっぱり，AβとTau の関
係が 1 個の細胞のレベルで生じていることなのか
ネットワークを考えないと分からないのか，調べる
必要があります．まだ，われわれは研究できていな
いのですが．
◯新井　いや，昔からの，われわれ，基礎と臨床を
やりながら，こういう問題が，どんどんこの iPS を
使って明らかになってくるっていうのは，ほんと，
隔世の感ですよ．どうもありがとうございます．
◯小野　他はいかがでしょうか．よろしいですか．
僕も新井先生と全く同じ所の質問だったので大丈夫
です．よろしいでしょうか．それではもう一度拍手
をしまして，終わらせていただきます．どうもあり
がとうございます．

（記念盾贈呈）

閉会の挨拶

昭和大学医学部生化学講座教授
昭和大学学士会運営委員

宮 崎　 章
◯宮崎　これをもちまして，第 26 回昭和大学学士
会シンポジウム「認知症の基礎と臨床の進歩」を終
了いたします．最後までご参加いただきまして，誠
にありがとうございました．どうぞ，お気をつけて
お帰りくださいませ．


