アルツハイマー病免疫療法において、脳内に進入した抗体が可溶・単量体
型の Aβ を結合、隔離する新規作用メカニズムを解明
JST 目的基礎研究事業の一環として、東京大学大学院医学系研究科・薬学系研究科の岩坪 威
教授と山田 薫博士研究員、矢吹千織大学院生らは、Elan 社 Chief Scientific Officer・Dale Schenk
博士、東北大学・寺崎 哲也教授らとの共同研究により、アルツハイマー病アミロイドβペプチド
(Aβ)免疫療法において、末梢から投与された抗 Aβ 抗体が脳内に進入し、可溶・単量体型の Aβ
に結合し、これを脳内で隔離する新規の作用メカニズムを発見しました。
アルツハイマー病は認知症の原因として最も頻度の高い疾患であり、その病因には Aβペプチ
ドからなるアミロイド物質（βアミロイド）の脳内蓄積が重要と考えられています。1999 年に共
同研究者の Schenk 博士は、Aβを接種したアミロイド前駆体(APP)トランスジェニックマウス脳
において、β アミロイドの蓄積が顕著に抑制されることを見出し、
「Aβ ワクチン療法」を開発し
ました。この効果は血液中に産生された抗 Aβ 抗体の作用によることが示され、現在、アルツハ
イマー病の根本的治療薬候補として、ヒト化抗 Aβ 抗体を投与する受動免疫療法が最も有望視さ
れており、本邦を含む世界中で多数の臨床治験が開始されています。しかし、脳の外から投与さ
れた抗体が、どのようなメカニズムによって脳内の Aβ 蓄積を抑制するのかは不明でした。特に、
現在治験の進められている抗体のいくつかは、血液中で作用し、脳からの Aβ 排出を促進する（「シ
ンク効果」）と信じられてきましたが、それを実証する知見は得られていませんでした。
今回研究チームは、シンク効果を生じると考えられてきた代表的なモノクローナル抗体 266
が、実は、脳内に進入して治療効果を生じていることを証明しました。その根拠となった主な結
果は次のとおりです。(1) マウス脳内に注入された 125I 放射標識 Aβ は半減期約 30 分で急速に脳
外に排出される。(2)予めモノクローナル抗体 266 を腹腔内に投与しておくと、シンク効果で予
測される動きとは逆に、この排出過程は顕著に遅延する。(3)このとき抗体に結合した Aβ が脳内
で増加しており、266 抗体が脳内に進入し Aβ に結合、排出を遅延させたものと考えられる。(4)
脳内に Aβ が大量に産生される APP トランスジェニックマウスの腹腔内に 266 抗体を投与する
と、脳内の総 Aβ 量は変化しないが、可溶・単量体型の Aβ に抗体が結合した複合体が選択的に
増加している。
アルツハイマー病の脳では、可溶・単量体型で産生された Aβ が、最も障害性の高いオリゴマ
ー（Aβ が数個繋がった状態）を経て、アミロイドとして蓄積するものと考えられています。今
回の結果から、266 抗体は従来考えられてきたのとは異なり、末梢血液中で作用するのではなく、
脳内に進入して可溶・単量体型の Aβ に結合、これをオリゴマーやアミロイド等の多量体の形成
過程から隔離し、阻害するという新規の作用メカニズムにより治療効果を発揮するものと考えら
れました。

本研究の成果は、アルツハイマー病の根本的治療法として臨床応用に最も近い位置にある Aβ
免疫療法の新たなメカニズムを提示するものであり、ことに従来広く信じられてきた「シンク効
果」仮説を明確に否定する点においても、今後のアルツハイマー病治療法の開発に大きなインパ
クトを与え、創薬の方向性を示すものです。
本研究成果は 2009 年 9 月 9 日（米国東部時間）発行の米国科学雑誌「Journal of Neuroscience」
に掲載されました。
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ＪＳＴはこの領域で、少子化・高齢化・ストレス社会を迎えたわが国において社会的要請の
強い認知・情動などをはじめとする高次脳機能の障害による精神・神経疾患に対して、脳科学の
基礎的な知見を活用し予防・診断・治療法等における新技術の創出を目指しています。上記研究
課題では、アルツハイマー病の分子病態を、病因タンパク質βアミロイド(Aβ)の除去（クリア
ランス）に着目して解明し、初期段階で改善する新機軸の治療方策を創出しようとするものです。

＜研 究の背景 と 経 緯 ＞
アルツハイマー病 (AD) では、脳にアミロイドβペプチド（Aβ）が蓄積し、老人斑アミロイド
が形成される過程が、神経細胞死とそれによる認知症症状の原因となるものと考えられています。
従って、Aβの産生の阻害や、産生された Aβの除去・分解を促進することは、AD の根本的治療・
予防法として有望な方向性と想定されます。1999 年に共同研究者の Elan 社・Schenk 博士は、Aβ
を接種したアミロイド前駆体(APP)トランスジェニックマウスの脳ではアミロイドの蓄積が顕著
に抑制されることを見出し、「Aβ ワクチン療法」を開発しました。この効果の effector 分子は、
血液中に産生された抗 Aβ 抗体であることが示され、現在、ヒト化抗 Aβ 抗体を用いた受動免疫
療法が、本邦を含む世界各国で多数臨床治験に入っています。しかし、脳実質外の血液中に主に
存在する抗体が、どのようなメカニズムによって脳内の Aβ 蓄積を抑制するのかについては、多
くの謎が残されてきました。Schenk 博士らが最初に開発したワクチンならびにそれに基づく受
動免疫療法では、Aβ のアミノ末端を認識する抗体が少量脳内に進入し、蓄積したアミロイドに

結合、その貪食・除去を促すことが想定されてきました。これに対し、現在治験の進められてい
る治療抗体の１つ(solanezumab)の原型となったモノクローナル抗体 266 については、異なるメカ
ニズムが想定されてきました。266 抗体は Aβ の中間部を認識し、凝集したアミロイドよりも、
可溶状態の Aβ と強く結合することが知られています。266 抗体を投与した APP トランスジェニ
ックマウスでは、抗体投与後 24 時間以内に血中の Aβ が著増するとともに行動障害の一部が改
善するなどの急性効果が見られ、さらに長期投与により脳アミロイドの蓄積も減少することから、
266 抗体は血液中で作用し、抗体非結合型 Aβ の脳・血液間での濃度平衡を変化させることによ
り、Αβ の排出を促進するという仮説が提唱されました。このメカニズムは「シンク効果 (sink
effect)」）と命名され、Aβ 免疫療法の主要メカニズムの１つとして広く信じられてきました。し
かし、シンク効果を直接示す所見、即ち抗体投与により、脳からの Aβ の排出速度が急性に上昇
することを示す実験的結果はこれまで得られていませんでした。

＜研 究の内容 ＞
抗 Aβ 抗体 266 を用いた受動免疫によりシンク効果、即ち脳からの Aβ の排出速度の急性の上
昇が生じるか否かを直接的に検証するために、大脳皮質への
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を系時的に測定しました。マウス脳内に注入した 125I 放射標識 Aβ は半減期約 30 分で急速に減少
し、脳外に排出されることが確認されました。抗 Aβ 抗体 266, 10D5 もしくはコントロール抗体
LB509 を投与してから 120 時間後に 125I-Aβ (1−40)を脳内注入すると、266 抗体投与により、脳内
に注入した Aβ の除去は顕著に遅延しました（図 1）。この結果は、シンク効果に基づいて予測
されるものとは正反対の変化でした。次に、266 抗体が脳内に進入して Aβ の排出遅延を生じた
可能性を考え、抗体の腹腔内投与 120 時間後に 125I- Aβ (1−40)を脳内に注入、経心還流後、脳の
RIPA 可溶画分を調製し、protein G 結合（=抗体結合）画分中に回収された 125I 放射活性を評価す
ると、266 抗体投与により脳内の抗体結合 Aβ は有意に増加していました（図 2A）。また 266
抗体と 125I- Aβ (1−40)を混合して脳内に共注入した場合にも、除去率が有意に低下することが確
認されました（図 2B）。さらに抗 Aβ 抗体 266 がどのような種類の Aβ 分子種に影響を与えてい
るのかを調べるために、266 抗体腹腔内投与後に APP トランスジェニックマウス脳可溶画分に
存在する Aβ の分別抽出・解析を行いました。 脳の比較的可溶な画分と考えられる RIPA 画分中
の単量体 Aβ 量は、266 抗体投与により有意に増加しましたが(図 3B,C)、総 Aβ 量（オリゴマー
などの多量体や、他の分子と結合するなどして抗体認識部位のマスクされた Aβ などを含む）に
は変化が見られませんでした(図 3D, E)。これらの結果から、266 抗体は血中から脳内に進入し、
可溶型 Aβ に結合、これらを主として単量体の形で保持し、オリゴマー等の多量体形成過程から
隔離することにより、Aβ 毒性緩和効果を発揮するものと考えられました（図 4）。

＜今後の展 開＞
本研究の結果は、AD に対する Aβ 免疫療法の主要メカニズムの１つとして長らく信じられて
きた「シンク効果」仮説に対し、明確な疑義を提起するものです。現在臨床治験の進められてい
る複数の抗 Aβ抗体について、その作用メカニズムは「シンク効果」にあるものと想定されてき
ました。今後 AD に対する Aβ免疫療法を開発・改良してゆくにあたり、抗体の脳内移行の改善
が重要となる可能性があります。抗体が血液から脳内に到達するメカニズムにも不明の点が多く、
検討が要されます。またシンク効果に着目し、末梢血液中に留まって Aβ に対し高い親和性を有
する分子を治療薬候補として開発するストラテジーは、再考を余儀なくされるかもしれません。
一方、可溶性・単量体型 Aβの抗体による脳内 sequestration が、脳内のオリゴマーなどの毒性分
子種にどのような影響を与えているかをさらに厳密に検証することも必要です。
脳からの Aβ 排出過程には、多くの未解明の問題が残されています。本研究においても、脳内
の Aβは従来の報告通り、極めて速いスピードで脳から除去されていることが再確認されました。
アミノ酸 40 個からなる長いペプチドが、どのような分子機構を用いて、急速かつ大量に脳から
末梢に排出されているのかは、未だ謎と言わざるを得ません。従来、脳からの Aβ排出には LRP1
の関与が示唆され、当チームでも内皮細胞における LRP1 の役割を in vitro で実証してきました
（Yamada et al. J Biol Chem 2008）。脳からの Aβ 排出が、どのような細胞に発現したいかなる分
子により担われるのか、また Aβの脳からの排出と脳内での分解の関係に関しても、さらなる研
究が必要と考えられます。

＜参考図＞
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抗 Aβ 抗 体腹 腔内 投 与 後 にマ ウス 脳内 に 注 入 した
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I-Aβ (1−40)のク リ アラ ン ス

A. 実験のタイムコース B. 抗 Aβ 抗体 266, 10D5, コントロール抗体 LB509 投与 120 時間後に脳内
注入した 125I- Aβ (1−40)の残存率時間経過の相違。266 抗体投与により、脳内に注入した Aβ の除
去は顕著に遅延した。C. 266 抗体は、腹腔内投与 1,24 時間後でも、120 時間後と同等の脳 Aβ 除
去遅延効果を示した。

図2

抗 Aβ 抗 体投 与後 の 脳 内 にお ける
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I-Aβ/抗 体 複合 体 の 形 成

A. 抗 Aβ 抗体 266, 10D5, コントロール抗体 LB509 投与 120 時間後に 125I- Aβ (1−40)を脳内に注入、
経心還流後、脳の RIPA 可溶画分を調製、protein G 結合（=抗体結合）画分中に回収された
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放射活性を注入 125I- Aβ のそれに対する比率で表示した。266 抗体投与により脳内の抗体結合 Aβ
は有意に増加した。B. 抗 Aβ 抗体 266, 10D5, コントロール抗体 LB509 と 125I- Aβ (1−40)の脳内共
注入後の、見かけ上の除去定数の比較。266 抗体投与により除去率が有意に低下した。

図3

抗 Aβ 抗 体を 腹腔 内 投 与 した APP トラ ン ス ジェ ニ ッ ク マウ ス脳 内 Aβ の 分 別 抽出

A. 実験の流れ。266 抗体を腹腔内投与した APP トランスジェニックマウス(A7; Sweden 型、Austria
型二重変異 APP を Thy1.2 プロモータにより神経細胞に過剰発現)の脳を RIPA で抽出、さらにグ
アニジン塩酸(Gdn)で処理した。測定に用いた ELISA が単量体型 Aβ のみを認識することを利用
し、RIPA 画分中の Aβ を脳可溶画分中の単量体 Aβ, Gdn 画分中の Aβ を脳可溶画分中の総 Aβ 量
として評価した。B. 266 抗体投与による脳可溶単量体 Aβ (1-40)の増加。C. 266 抗体投与による
脳可溶単量体 Aβ (1-42)の増加。D. Gdn 画分中の脳可溶総 Aβ 量は 266 抗体投与によっても変化
しなかった。E. RIPA 画分中の総 Aβ 量は 82E1 抗 Aβ 抗体を用いた免疫沈降後イムノブロットで
も不変であった。

図4

抗 Aβ抗 体 266 の 受動 免疫 療 法 に おけ る作 用メ カ ニ ズ ム

266 抗体は血中から脳内に進入し可溶状態の Aβ に結合、主として単量体の形で保持し、オリゴ
マー等の多量体形成過程から隔離することにより、Aβ 毒性緩和効果を発揮するものと考えられ
る。
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