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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アミロイドβ蛋白と被験者から採取した脳脊髄液、血液又は血液成分と、これらのいずれ
かと緩衝液とを混合して反応溶液を調製し、前記反応溶液中で前記アミロイドβ蛋白を重
合反応させ、前記重合反応が平衡状態に到達した後、生成するβアミロイド線維の長さ、
分子量、生成数、生成量等の重合度を調べることを特徴とするアルツハイマー病の検査方
法。
【請求項２】
平衡状態に到達した後の前記反応溶液と蛍光色素とを混合し、当該反応溶液の発色の程度
を検出することにより、生成するβアミロイド線維の長さ、分子量、生成数、生成量等の
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重合度を調べることを特徴とする請求項１記載のアルツハイマー病の検査方法。
【請求項３】
前記蛍光色素がチオフラビンＴ又はその誘導体であることを特徴とする請求項２記載のア
ルツハイマー病の検査方法。
【請求項４】
前記反応溶液中の前記アミロイドβ蛋白濃度が５μＭ〜１００μＭであることを特徴とす
る請求項１〜３のいずれか１項記載のアルツハイマー病の検査方法。
【請求項５】
前記脳脊髄液、血液又は血液成分と、前記緩衝液とを混合した検査溶液に前記アミロイド
β蛋白を含むアミロイドβ蛋白溶液を混合して前記反応溶液を調製することを特徴とする
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請求項１〜４のいずれか１項記載のアルツハイマー病の検査方法。
【請求項６】
前記検査溶液が前記緩衝液を５〜５０体積％含むことを特徴とする請求項５記載のアルツ
ハイマー病の検査方法。
【請求項７】
前記アミロイドβ蛋白溶液がアンモニア水溶液にアミロイドβ蛋白を溶解したものである
ことを特徴とする請求項５又は６記載のアルツハイマー病の検査方法。
【請求項８】
前記重合反応の際、前記反応溶液を温度３７℃程度に加温することを特徴とする請求項１
〜７のいずれか１項記載のアルツハイマー病の検査方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、アルツハイマー病を正確且つ簡便に検査するためのアルツハイマー病の検査
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
アルツハイマー病は、先進国における高齢者の進行性精神障害の主な原因であり、神経
細胞内構造蛋白の異常やリン酸化タウの出現等の神経原線維変化、アミロイドβ蛋白ペプ
チドの生成・沈着及び組織の崩壊と炎症反応による老人斑の形成、神経細胞の消失といっ
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た神経病理学的な病変を特徴としている。アルツハイマー病の進行の原因としては様々な
ものが考えられているが、そのうちの１つに、アミロイドβ蛋白の重合、線維化による沈
着が挙げられている。アミロイドβ蛋白は、通常細胞内で生産され、アルツハイマー病患
者だけでなく健常者の血漿や脳脊髄液（ＣＳＦ）からも検出可能だが、非アルツハイマー
病患者ではアミロイドβ蛋白の沈着は起こらないか、あるいは少量であり、アルツハイマ
ー病患者でのみアミロイドβ蛋白の産生の増加又はアミロイドβ蛋白代謝・排泄の減少が
初期段階で起こり、その後アミロイドβ蛋白の重合、アミロイド斑の大量の沈着等が起こ
り、進行的に痴呆症状が経過する。
【０００３】
アルツハイマー病等の痴呆の検査としては、従来からＣＴスキャン、ＭＲＩ等の頭部画
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像検査が広く行われているが、単独でアルツハイマー病の診断精度と特異性との両者を満
足するものは存在しない。そのため、実際の検査では、複数の検査を組み合わせて実施し
ているのが現状である。また、頭部の脳の形態画像検査は、脳の形態学的変化に基づく間
接的なものであり、必ずしも痴呆症を正確に検査することはできず、特に形態学的変化の
現れる前のアルツハイマー病の早期発見に対しては全く無力である。
【０００４】
このような事情から、アルツハイマー病を正確且つ早期に発見する技術に注目が集まっ
ている。近年、アミロイドβ蛋白の他、アポリポ蛋白Ｅ（apolipoprotein E：ａｐｏＥ）
、アポリポ蛋白Ｊ（apolipoprotein J：ａｐｏＪ）、血清アミロイドＰ成分（serum amyr
loid P component：ＳＡＰ）、トランスサイレチン（transthyretin:ＴＴＲ）、α１−抗
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キモトリプシン（α1‑antichymotrypsin：ＡＣＴ）、α−２マクログロブリン（α2‑macr
ogrobulin：α２Ｍ）等、アルツハイマー病に関連のある微量分子がＣＳＦ中から多数見
出され、このような微量分子を検査用マーカーとする研究等も行われている。しかしなが
ら、これら微量分子はＣＳＦ中に微量しか含有されないため感度が不十分であり、また、
アルツハイマー病との因果関係が現状では必ずしも明確ではない等の問題がある。
【０００５】
そこで、より正確な検査技術の開発が望まれており、例えば、患者から血液等の検体を
採取し、該検体中に含まれる痴呆症患者に特異的なポリペプチドと、該ポリペプチドに対
する抗体との抗原抗体反応を利用した免疫測定により、検体中に含まれる痴呆症患者に特
異的なポリペプチドを測定する痴呆症の検査方法が提案されている（例えば特許文献１等
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参照）。この方法によれば、少量の検体でアルツハイマー病等の痴呆症を検査できるとさ
れる。また、試料に蛍光標識が共有結合された凝集性アミロイドアミロイドβ蛋白質ペプ
チドを接触させる段階と、アミロイド凝集を示すものとして該試料に結合した該蛍光標識
を検出する段階とを含む試料中のアミロイド凝集を検出又はモニターするための方法が提
案され、例えばアルツハイマー病等を診断するために実施されることが提案されている（
例えば特許文献２等参照）。
【０００６】
なお、ＣＳＦの存在によりβアミロイド線維形成がインビトロで抑制されるとの報告が
されている（例えば、非特許文献１等参照。）。この報告においては、人工合成したアミ
ロイドβ蛋白とリン酸塩緩衝液又はＣＳＦ（アルツハイマー病患者又は健常者）とを１：
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１で混合し、室温で最長７０時間放置し、チオフラビンＴを用いた蛍光分光定量法を利用
して線維化したアミロイドβ蛋白を定量している。
【特許文献１】特開２０００−１９３６６１号公報
【特許文献２】特表２００１−５１５０４４号公報
【非特許文献１】WisniewskiT, Castano E, Ghiso J, Frangione B. Crerobrospinal flu
id inhibits Alzheimerbeta‑amyloid fibril formation in vitro. Ann Neurol 1993; 34
: 631‑3
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】

20

しかしながら、前記特許文献１の検査方法は、痴呆症患者（アルツハイマー病患者）に
特異的なポリペプチドとしてアミロイドβ蛋白を挙げているが、アミロイドβ蛋白は健常
者にも存在する蛋白であることから、これをアルツハイマー病の検査マーカーに用いるこ
とは正確さの面で不十分であると言わざるを得ない。
【０００８】
また、特許文献２の方法では、予め蛍光標識したアミロイドβ蛋白を凝集させているが
、結合された蛍光標識がアミロイドβ蛋白の凝集特性に何らかの影響を及ぼしている可能
性を否定できず、やはり正確さの面で問題を残している。さらに、特許文献２の方法では
、試料として、例えば、大脳皮質、小脳及び海馬組織といった任意の脳組織、血管組織又
はニューロン等の組織等の使用を前提としており、試料採取に際し患者の負担が大きく、
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簡便な検査方法とは言い難い。さらに、検査に先立ち蛍光標識アミロイドβ蛋白の大量合
成を必要とし、コストが上昇したり、検査が煩雑となる等の様々な不都合がある。
【０００９】
さらに、非特許文献１においては、アルツハイマー病患者のＣＳＦ、非アルツハイマー
病患者のＣＳＦ、又はリン酸塩緩衝液の存在下でアミロイドβ蛋白を重合させているもの
の、ＣＳＦとリン酸塩緩衝液とでβアミロイド線維形成の程度が異なることを確認するに
とどまり、アルツハイマー病患者及び非アルツハイマー病患者のいずれのＣＳＦにおいて
も得られる結果に差異はなく、アルツハイマー病の検査へ応用することについては記載も
示唆もされていない。アルツハイマー病の発症メカニズムの解明・検討等の基礎医学研究
分野においては、非特許文献１のように人工合成したアミロイドβ蛋白をリン酸塩緩衝液
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中で自発的に重合させる実験手法が利用されているが、この実際のアルツハイマー病の検
査等の臨床医学研究分野への応用についてはこれまで全く想定されたことがない。
【００１０】
そこで本発明はこのような従来の実情に鑑みて提案されたものであり、アルツハイマー
病を簡便且つ正確に検査し得るアルツハイマー病の検査方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
アルツハイマー病患者の脳中ではアミロイドβ蛋白の重合及び沈着が進み、非アルツハ
イマー病患者の脳では沈着しない原因としては諸説あるが、例えばアルツハイマー病患者
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の脳中でのアミロイドβ蛋白の重合促進因子の濃度又は活性度の上昇、アミロイドβ蛋白
の重合抑制因子の濃度又は活性度の減少、アミロイドβ蛋白の重合反応核の存在等が挙げ
られる。いずれにせよ、アルツハイマー病患者の脳においては、非アルツハイマー病患者
の脳に比べ、アミロイドβ蛋白の重合に適した環境が整えられているといえる。そこで本
発明者らは、脳脊髄液や血液等の体液が脳組織の環境を反映しているものと考え、検討を
進めた結果、被験者から採取した体液に線維化を起こりやすくするために適量（例えば５
体積％以上）のリン酸塩緩衝液を混合して検査溶液を調製し、これにアミロイドβ蛋白を
含むアミロイドβ蛋白溶液を混合するとともにヒトの体温と同程度に加温・保持してアミ
ロイドβ蛋白の重合反応を促進し、反応が平衡状態に到達するまで反応時間を充分に確保
することによって、アルツハイマー病患者と非アルツハイマー病患者との間にアミロイド
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β蛋白の重合の程度の差を生じせしめることを可能とした。この差の情報に基づいてアル
ツハイマー病患者と非アルツハイマー病患者とに対し実際に本発明の検査を実施したとこ
ろ、アルツハイマー病であるか否かの判断が可能となるという臨床的知見を得、本発明を
完成させるに至った。
【００１２】
すなわち、本発明に係るアルツハイマー病の検査方法は、アミロイドβ蛋白と被験者から
採取した脳脊髄液、血液又は血液成分と、これらのいずれかと緩衝液とを混合した反応溶
液を反応させ、生成するβアミロイド線維の長さ、分子量、生成数、生成量等の重合度を
調べることを特徴とする。
【００１３】
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体液と適量の緩衝液等の存在下でアミロイドβ蛋白の重合反応を進めると、被験者の体
液に含まれるアミロイドβ蛋白の重合促進因子、アミロイドβ蛋白の重合抑制因子、アミ
ロイドβ蛋白の重合反応核の存在等に応じてアミロイドβ蛋白の重合（線維化）の程度が
異なり、例えばアルツハイマー病患者の体液を用いて反応を進めると、非アルツハイマー
病患者の体液に比べて最終的に重合度の高い（長さの長い）βアミロイド線維が形成され
たり、大量のβアミロイド線維が生成されたりする。これは、本発明者らによって初めて
確認された事実である。ここで、例えば反応初期のアミロイドβ蛋白の重合の程度を調べ
たとしても、アルツハイマー病患者の体液と非アルツハイマー病患者の体液とで差はほと
んどないため、重合反応が平衡状態に到達した後に、最終的に得られるアミロイドβ蛋白
の重合の程度（βアミロイド線維の長さ、生成数、生成量等）を調べることが重要である
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。これにより、被験者の体液がアミロイドβ蛋白の重合が起こりやすい環境か否か、すな
わちアルツハイマー病であるか否かが正確に判断される。
【００１４】
また、本発明は、採取が容易な体液を試料として用いるため、アルツハイマー病患者等
の被験者の負担が小さく、かつ極めて簡便に検査を実施できる。患者から採取した脳組織
等を用いてアミロイドβ蛋白の重合の程度を調べることも考えられるが、脳組織の採取は
患者の負担が極めて大きく、簡便さを欠いており、実用的でない。
【００１５】
なお、先にも述べたように、アルツハイマー病患者と非アルツハイマー病患者とを判別
するためには、重合反応が平衡状態に到達した後でアミロイドβ蛋白の重合の程度を調べ
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ることが極めて重要であり、例えば反応初期や反応の途中で調べたとしても意味はない。
ところが、非特許文献１は、この点について全く考慮していない。非特許文献１において
は、ＣＳＦの存在下でアミロイドβ蛋白を最長で７０時間重合反応させているが、アルツ
ハイマー病患者と非アルツハイマー病患者とでは重合の程度に差はなく、ＣＳＦにはアミ
ロイドβ蛋白の重合阻害因子が含まれていると結論づけ、重合反応が平衡状態に到達する
前に反応試験を中止したものと考えられる。
また、本発明では、アルツハイマー病患者と非アルツハイマー病患者との間にアミロイ
ドβ蛋白の重合の程度の差を生じせしめることを狙って適量の緩衝液を反応溶液に加えて
いるが、前述の非特許文献１においてはＣＳＦとアミロイドβ蛋白とを単純に混合してい
るのみであり、緩衝液を加えることに関する記載は見あたらない。

50

(5)

JP 4568840 B2 2010.10.27

【００１６】
また、本発明に係るアルツハイマー病の検査方法は、反応後の前記反応溶液と蛍光色素と
を混合し、反応溶液の発色の程度を検出することにより、前記アミロイドβ蛋白の重合の
程度を調べることが好ましい。アミロイドβ蛋白の重合反応後に蛍光色素を加え、発光の
程度を検出することにより、被験者の体液中に含まれるアミロイドβ蛋白の重合抑制因子
（例えばアポリポ蛋白Ｅやアポリポ蛋白Ｊ等）の働きが弱まっているか否か等、すなわち
アルツハイマー病であるか否かが正確に判断できる。
【００１７】
さらに、本発明に係るアルツハイマー病の検査方法は、前記蛍光色素がチオフラビンＴ
又はその誘導体であることが好ましい。チオフラビンＴ又はその誘導体は、アミロイドβ
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蛋白の重合体であるβアミロイド線維に特異的に結合し、アミロイドβ蛋白の重合の程度
、例えばβアミロイド線維の分子量や生成量に応じて発色する性質を有する。このため、
蛍光色素としてチオフラビンＴ又はその誘導体を用いることにより、βアミロイド線維の
形成の度合いがより正確かつ簡単に計測され、アルツハイマー病の検査の正確さを高める
ことができる。
【発明の効果】
【００１８】
本発明に係るアルツハイマー病の検査方法は、従来の検査方法に比べ極めて正確であり
、また、試料（検体）採取時の患者への負担が小さいという利点を有する。したがって、
本発明によれば、正確且つ簡便であり、アルツハイマー病の早期発見及び早期治療に非常
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に有用なアルツハイマー病の検査方法を提供することが可能である。さらに、本発明に係
るアルツハイマー病の検査方法によれば、痴呆の進行の程度を把握することも可能である
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
以下、本発明を適用したアルツハイマー病の検査方法について、図面を参照しながら詳
細に説明する。
【００２０】
本発明を適用したアルツハイマー病の検査方法は、基本的には、アミロイドβ蛋白と被
験者から採取した体液と緩衝液とを混合した反応溶液をインキュベートし、アミロイドβ

30

蛋白の重合反応が平衡状態に到達した後、生成したβアミロイド線維、すなわちアミロイ
ドβ蛋白の重合の程度を調べるものである。アミロイドβ蛋白の重合の程度は、例えば、
反応後の前記反応溶液と蛍光色素とを混合し、反応溶液の発色の程度を検出するか、又は
反応溶液中の反応生成物であるβアミロイド線維を顕微鏡等を用いて観察することにより
判断される。このとき、例えば、発色強度等の発色の程度とアルツハイマー病の有無等と
の相関を予め求めておき、測定した発色強度から前記相関に基づきアルツハイマー病であ
るか否かを判断できる。
【００２１】
本発明では、先ず、アミロイドβ蛋白と被験者から採取した体液と緩衝液とを混合して
反応溶液を調製する。具体的には、被験者から採取した体液と適量の緩衝液とを混合した
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検査溶液を調製し、この検査溶液とアミロイドβ蛋白を含むアミロイドβ蛋白溶液とを混
合することにより、反応溶液を調製することができる。
【００２２】
試料となるヒト体液は、脳組織等に比べ、採取時の侵襲が小さいという利点がある。体
液としては、アルツハイマー病患者等の被験者から採取可能なあらゆる体液を使用可能で
あるが、採取が容易であることから、例えば血液や、脳脊髄液（cerebrospinal fluid：
ＣＳＦ）等を用いることが好ましい。血液としては、全血の他、全血から分離される血漿
や血清等の血液成分でもよい。特に、脳組織に非常に近い環境であると推測され、より正
確な検査が実現されることから、脳脊髄液を用いることが好ましい。血液の場合は、全血
から分離される血漿や血清等の血液成分を用いることが好ましい。
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【００２３】
緩衝液としては、中性から弱アルカリ性の緩衝液、例えばリン酸塩緩衝液等を用いるこ
とができる。反応溶液中に緩衝液を含ませることにより、体液とアミロイドβ蛋白の重合
反応が起きやすくなり、体液中に含まれる線維化阻害因子の弱まり具合等の体液環境の微
小な変化が重合の程度の差として増幅され、より正確な検査を行うことができる。緩衝液
と採取した体液とを混合して得られる検査溶液は、緩衝液を５〜５０体積％含むことが好
ましい。反応溶液中の緩衝液の含有量が５体積％未満である場合、緩衝液が不足し、重合
反応が起こりにくくなるおそれがある。また、前記検査溶液中の緩衝液の含有量は、５０
体積％以下であることが好ましい。反応溶液中の緩衝液の含有量が前記範囲を上回ると、
アミロイド線維の生成量が過剰となるおそれがある。なお本発明では重合反応によるβア
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ミロイド線維生成量のバラツキを小さくするため、反応溶液をヒト体温程度に加温・保持
しているが、重合反応中の溶液温度をこれより低温にしたい場合には、緩衝液を５０体積
％以上含有させてもよい。
【００２４】
アミロイドβ蛋白としては、天然アミロイドβ蛋白、合成アミロイドβ蛋白のいずれで
もよいが、特に合成アミロイドβ蛋白を用いることが好ましい。アミロイドβ蛋白として
は、例えば４０個のアミノ酸からなるアミロイドβ蛋白、４２個のアミノ酸からなるアミ
ロイドβ蛋白等が知られているが、本発明はいずれを用いてもよい。４２個のアミノ酸か
らなるアミロイドβ蛋白は、４０個のアミノ酸からなるアミロイドβ蛋白を用いた場合に
比べて、重合反応終了までの時間を１／１０程度に短縮できる点で有利である。
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【００２５】
アミロイドβ蛋白は、希薄アンモニア水に溶解されることにより例えばｐＨ６〜１２に
調整されたアミロイドβ蛋白溶液として、前記検査溶液と混合される。希薄アンモニア水
は、アミロイドβ蛋白を容易に溶解することができる。また、希薄アンモニア水のような
弱アルカリ溶液中ではアミロイドβ蛋白が完全にモノマーの状態で存在するため、アミロ
イドβ蛋白をアンモニア水溶液に溶解しておくことにより、重合反応過程での結果のばら
つきを小さくすることができる。
【００２６】
反応溶液中のアミロイドβ蛋白濃度は５μＭ〜１００μＭであることが好ましい。アミ
ロイドβ蛋白含有量が前記範囲未満だとβアミロイド線維生成量が少なすぎ、逆にアミロ
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イドβ蛋白含有量が前記範囲を上回る場合、βアミロイド線維生成量が多すぎて蛍光発光
による定量測定が困難になる。ただし、この場合も重合反応温度の低温化によりアミロイ
ドβ蛋白濃度が１００μＭ以上の溶液を使用することは可能であるが、重合反応が平衡状
態に達するまでの時間が長くなることやβアミロイド線維生成量のバラツキが大きくなる
おそれがある。
【００２７】
次に、アミロイドβ蛋白と被験者から採取した体液と緩衝液とを混合した反応溶液を反
応させ、アミロイドβ蛋白の重合反応を進める。アミロイドβ蛋白の重合反応は、例えば
体液及び緩衝液を含む検査溶液とアミロイドβ蛋白溶液とを混合することにより調製した
反応溶液を、アミロイドβ蛋白が重合可能な条件で、所定時間、インキュベートすること
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により行われる。アミロイドβ蛋白の重合反応は、室温でも可能ではあるが、例えば温度
３７℃程度、ｐＨ７．５等の生体に近い条件で反応溶液をインキュベートして行うことが
好ましい。重合反応を生体に近い条件で進めることによって、体液中に含まれる線維化阻
害因子の弱まり具合等、体液環境の微小な変化が重合の程度の差として増幅され、アルツ
ハイマー病か否かの判断をより正確に行うことができる。また、βアミロイド線維の生成
量のバラツキも小さくなる。
【００２８】
なお、βアミロイド線維の生成機構は、例えば、重合核形成反応相と線維伸長相とから
なる重合核依存性重合モデルによって説明される。このモデルによると、重合核形成反応
は熱力学的に起り難く全体の律速段階となっているが、いったん重合核となる重合体が形
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成されると、線維伸長反応に移り、一次反応モデル、すなわち重合核又は既に反応溶液中
に存在する線維断端にアミロイドβ蛋白が立体構造を変化させながら次々と結合すること
によって重合が速やかに進行し、βアミロイド線維が形成するとされる。重合核形成反応
及び線維伸長反応は、生体内ばかりでなく、試験管内の緩衝液等中でも容易に起こる。
【００２９】
次に、アミロイドβ蛋白の重合反応が平衡状態に到達した後、インキュベートを終了し
、反応溶液中のアミロイドβ蛋白の重合の程度を調べる。アミロイドβ蛋白の重合の程度
とは、生成するβアミロイド線維の長さ、分子量、生成数、生成量等のことである。アミ
ロイドβ蛋白の重合の程度は、例えば反応後の反応溶液と蛍光色素とを混合し、蛍光色素
の発色の程度を検出することによって調べることが好ましい。本発明では、アミロイドβ
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蛋白の重合反応途上ではなく、反応が平衡状態に到達した後の反応溶液と蛍光色素とを接
触させることにより、アミロイドβ蛋白重合速度の影響が排除され、正確な検出が可能と
なる。なお、アミロイドβ蛋白の重合反応が平衡状態に到達するまでの時間は、反応条件
等に応じて異なってくるが、４２個のアミノ酸からなるアミロイドβ蛋白を用いた場合に
は例えば１２時間以上、４０個のアミノ酸からなるアミロイドβ蛋白を用いた場合には例
えば７日間以上とする。
【００３０】
ここで、反応溶液に後述のβアミロイド繊維検出用蛍光色素を加えることにより様々な
反応時間における発色強度を測定し、各反応時間での発色強度をプロットすると、発色強
度はシグモイド曲線を描き、最終的には例えば反応溶液中のβアミロイド蛋白が消費され
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ることにより、平衡に到達する。この最終的な発色強度は、アミロイドβ蛋白の重合反応
により最終的に形成されるβアミロイド線維の重合の程度を示すものであり、例えばアミ
ロイドβ蛋白の重合を抑制する因子やアミロイドβ蛋白の重合を促進する因子等の増減、
すなわち体液の環境に応じて変化するものである。つまり、発色強度が平衡に到達したこ
とは、アミロイドβ蛋白の重合反応が平衡状態に到達したことを意味する。したがって、
発光強度が平衡に到達する時間以上反応させた後の反応溶液と蛍光色素とを混合してβア
ミロイド線維に蛍光色素を結合させ、反応溶液の発色の程度を検出すると、アルツハイマ
ー病患者の発色強度は非アルツハイマー病患者の発色強度に比べ有意に高くなるため、こ
の情報に基づきアルツハイマー病であるか否かの判断が可能となる。
【００３１】

30

βアミロイド線維の検出用蛍光色素としては、チオフラビンＴを用いることが好ましい
。また、チオフラビンＴの一部を任意の基で置換してなるチオフラビンＴの誘導体も、β
アミロイド線維に対する結合能及び発色能を有するものであれば使用可能である。詳細な
理由は必ずしも明確ではないが、チオフラビンＴ又はその誘導体は、神経細胞に沈着可能
なβアミロイド線維、すなわちある程度重合の進んだ状態のアミロイドβ蛋白には結合す
るが、一方で、モノマー又は重合度の低いオリゴマーの状態のアミロイドβ蛋白には結合
しないという特異な性質を有する。したがって、重合反応後に反応溶液等に添加したチオ
フラビンＴ又はその誘導体の蛍光強度等を測定することにより、βアミロイド線維の形成
レベル、ひいてはアルツハイマー病の有無が正確に判断される。チオフラビンＴ又はその
誘導体以外の蛍光色素を用いた場合、検査の正確性が低下するおそれがある。
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【００３２】
また、反応後のアミロイドβ蛋白の重合の程度は、例えば、アミロイドβ蛋白と被験者
から採取した体液とを混合した反応溶液を所定時間反応させた後、例えば電子顕微鏡、蛍
光顕微鏡等を用いて反応溶液を直接観察する方法によって調べることもできる。アルツハ
イマー病患者と非アルツハイマー病患者とで最終的に生成するアミロイドβ線維の数や形
態等が異なるため、これを観察し、アルツハイマー病患者と非アルツハイマー病患者とで
比較することによって、アルツハイマー病であるか否かの判断が可能となる。
【００３３】
以上のように、緩衝液を混合した体液中でアミロイドβ蛋白を重合させ、アミロイドβ
蛋白の重合反応が平衡状態に到達した後にアミロイドβ蛋白の重合の程度を調べることに
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より、検体（体液）中のアミロイドβ蛋白の重合を抑制する因子、アミロイドβ蛋白の重
合を促進する因子等、重合を制御する因子の影響等が間接的に把握される。したがって、
体液がアミロイドβ蛋白の重合を起こし得る環境であるか否か、すなわち、被験者がアル
ツハイマー病である否かを正確に検査することができる。
【００３４】
また、本発明の検査方法は、被験者から容易に採取可能な体液を試料とするため、被験
者の負担が小さく非常に簡便であり、アルツハイマー病の早期検査及び早期治療のうえで
有用である。さらに、緩衝液を混合した体液中でのアミロイドβ蛋白の重合の程度と痴呆
の進行の程度との間に相関のあることが臨床試験により確かめられているため、本発明を
適用したアルツハイマー病の検査方法により痴呆の進行の程度も把握可能である。
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【実施例】
【００３５】
以下、本発明を適用した具体的な実施例について、実験結果に基づいて説明する。なお
、本発明は以下の実施例の記載に限定されるものではない。
【００３６】
本実施例では、アルツハイマー病患者と非アルツハイマー病患者とから得た脳脊髄液（
ＣＳＦ）を用いて実験を行った。さらに、臨床痴呆評価（ＣＤＲ）とβアミロイド線維の
形成の程度との相関についても検討した。
【００３７】
アルツハイマー病患者としては、２２人の日本人女性及び１８人の日本人男性（平均年
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齢７１．７歳、６０歳〜８６歳）を調査した。なお、これらの患者は、Diagnostic and S
tatistical Manual‑IVの基準とMaclhannその他（１９８４）により出版されたNINCDS‑ADR
DA基準を満たしている。また、遺伝連鎖のある患者は除外されている。軽度認識障害（Ｃ
ＤＲ＝０．５）患者については、病状が進行し、後で基準を満たした場合にはアルツハイ
マー病患者に含めた。
【００３８】
非アルツハイマー病患者としては、１７人の日本人女性及び２３人の日本人男性（平均
年齢７０．１歳、６０歳〜８３歳）を調査した。非アルツハイマー病患者は、以下のよう
に診断されている。すなわち、脳梗塞（１名）、パーキンソン病（１名）、大脳皮質基底
核変性症（７名）、進行性核上性麻痺（３名）、びまん性レビー小体病（２名）、クロイ
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ツフェルト・ヤコブ病（１名）、多系統萎縮症（２名）、筋萎縮性側索硬化症を含む運動
ニューロン疾患（６名）、多発性硬化症（１名）、重症筋無力症（１名）、髄膜炎（２名
）、筋疼痛（３名）、てんかん（１名）、肝性脳症（１名）、ＡＤＨ不適切分泌症候群（
１名）、悪性リンパ腫（１名）、末梢性ニューロパシー（６名）である。
【００３９】
書面での同意を患者又は家族から得た後、以上のようなアルツハイマー病患者及び非ア
ルツハイマー病患者の両者からＣＳＦを採取した。ＣＳＦは、通常の腰椎穿刺によって採
取され、１５００ｒｐｍで１０分間遠心分離を行った後、等分され、分析まで−８０℃で
保存された。
【００４０】
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ＣＳＦ中の４２アミノ酸からなるアミロイドβ蛋白（以下、Ａβ（1‑42）と称する。）
のレベルは、サンドイッチ酵素結合免疫吸着検定法（ＥＬＩＳＡ）によって測定した。捕
獲剤としてのＡβ（1‑42）のＣ末端に特異的なモノクローナル抗体（Ｍａｂ）である２１
Ｆ１２、及び、検出にビオチン化モノクローナル抗Ａβ(1‑42)Ｎ末端抗体である３Ｄ６を
用いた（INNOTEST β‑amyloid(1‑42); Innogenetics,Gent, Belgium）(Vanderstichele等
（１９９８）、Andreasen等（１９９９）)。Ａβ(1‑40)に交差反応性はなかった。ＣＳＦ
試料及び標準試料は、２重に検定した。
【００４１】
ＣＳＦ中の総タウ濃度は、Ｍａｂを用いた高感度サンドイッチＥＬＩＳＡによって決定
した。捕獲抗体としてはＡＴ１２０、検出抗体としては異なるエピトープを認識する２種
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のＭａｂ（ＨＴ７及びＢＴ２）を用いた。(INNOTEST hTAU‑ag; Innogenetics, Gent, Bel
gium) (Vanderstichele等（１９９３）；Blennow等（１９９５）)。ＣＳＦ試料及び標準
試料は、２重に検定した。
【００４２】
アミロイドβ蛋白としては、Ａβ(1‑40)（ロット・ナンバー530108、Peptide Institut
e Inc,）及びＡβ(1‑42)（ロット・ナンバー521205、Peptide Institute Inc）を用い、
４℃の室内において０．０２％アンモニア溶液中に溶解し、それぞれ濃度５００μＭ（２
．２ｍｇ／ｍＬ）及び濃度２５０μＭに調整し、−８０℃で保存した。ここで得られた新
鮮なＡβ(1‑40)及びＡβ(1‑42)を、必要に応じて解凍し、以下の実験に供した。
【００４３】
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重合アッセイは、既報（Naiki等（１９９８））に従い実施した。先ず、５０μＭのＡ
β(1‑40)又は２５μＭのＡβ(1‑42)、５０ｍＭのリン酸塩緩衝液（ｐＨ７．５）、１００
ｍＭのＮａＣｌ、及び０又は７８体積％のＣＳＦを含む反応混合物を調製した。この反応
混合物のうち３０ｍＬを、オイルフリーのＰＣＲチューブ（サイズ；０．５ｍＬ、コード
ナンバー９０４６、Takara Shozo Co.Ltd., Otsu Japan）に入れた。反応チューブをＤＮ
Ａサーマルサイクラー(PJ480, Perkin Elmer Cetus,Emeryville, California)中に入れ、
４℃から３７℃まで最速で昇温させた。０〜９日間インキュベートし、所定時間の経過後
、反応チューブを氷冷して反応を停止させた。インキュベート中、反応チューブは静置さ
せた。各反応チューブから５μＬを分取し、蛍光分光計で測定を行った。各々３回の測定
を行い、平均値を求めた。
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【００４４】
蛍光強度の測定は、Naiki及びNakakuki（１９９６）等によって記述されるように、蛍
光分光光度計（日立Ｆ−２５００）を用いて行った。Ａβ(1‑40)が重合してなるβアミロ
イド線維（以下、ｆＡβ(1‑40)と称する。）及びＡβ(1‑42)が重合してなるβアミロイド
線維（以下、ｆＡβ(1‑42)と称する。）の蛍光強度は、４４５ｎｍの励起波長及び４９０
ｎｍの蛍光波長を用いて測定した。測定試料溶液は、５μＭのチオフラビンＴ（和光純薬
工業、大阪、日本）及び５０ｍＭのグリシン−水酸化ナトリウム緩衝液（ｐＨ８．５）を
含むものである。
【００４５】
アルツハイマー病患者及び非アルツハイマー病患者の結果値を用いてＲＯＣ（receiver
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operating characteristic）カーブ分析を行い、ＲＯＣカーブの下の領域の面積（ＡＵ
Ｃ）を算出し、インキュベート後のｆＡβ(1‑40)及びｆＡβ(1‑42)の最終蛍光平衡値、Ｃ
ＳＦ中のＡβ(1‑42)及びタウレベルを決定した。なお、ｆＡβ(1‑40)及びｆＡβ(1‑42)の
最終蛍光平衡値は、形成されたｆＡβの重合度を示すものである。ＲＯＣカーブ分析及び
ＡＵＣの算出には、Systatversion10.0(SPSS,Chicago,IL)を使用し、Hanley及びMcNeilの
手法により、ＡＵＣ、標準エラー（ＳＥ）、感度、特性及び正診率を求めた。
【００４６】
本実施例におけるアルツハイマー病患者と非アルツハイマー病患者とのチオフラビンＴ
の蛍光レベルの比較は、Welch補正したunpaired t testに基づいて行った。Pearson相関
係数及びSpearman相関係数を計算し、相関分析を行った。０．０５よりｐ値が小さい場合
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、有意であるとみなす。
【００４７】
以下、実験結果について説明する。
先ず、図１ＡにＡβ(1‑40)のインキュベート時間と反応溶液のチオフラビンＴによる蛍
光強度との相関図を、図１ＢにＡβ(1‑42)の重合時間と反応溶液の蛍光強度との相関図を
示す。なお、図１中、黒丸（●）はＣＳＦ未添加（０％）の場合（ｎ＝１０）、白丸（○
）は反応混合物中にアルツハイマー病患者のＣＳＦを７８体積％含有する場合（ｎ＝４０
）、白角（□）は、反応混合物中に非アルツハイマー病患者のＣＳＦを７８体積％含有す
る場合（ｎ＝４０）を表す。
【００４８】
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図１Ａから明らかなように、アルツハイマー病患者から得られたＣＳＦ（ＡＤ−ＣＳＦ
）及び非アルツハイマー病患者から得られたＣＳＦ（ｎｏｎ−ＡＤ−ＣＳＦ）の両方とも
、ｆＡβ(1‑40)形成の最終蛍光平衡値を減少させた。また、図１Ｂに示すように、ＣＳＦ
による重合抑制効果は、ｆＡβ(1‑42)においても観察された。すなわち、非アルツハイマ
ー病患者のＣＳＦ（ｎｏｎ−ＡＤ−ＣＳＦ）は、アルツハイマー病患者のＣＳＦ（ＡＤ−
ＣＳＦ）より、ｆＡβ(1‑40)形成及びｆＡβ(1‑42)形成に対する抑制効果は強いものであ
った。
【００４９】
なお、図１に示すように、Ａβ(1‑40)又はＡβ(1‑42)のインキュベート後のチオフラビ
ンＴの蛍光強度は、独特のシグモイド曲線を描いていた。この曲線は、重合核依存性重合
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モデルと一致している（Jarrett及びLansbury（１９９３）；Naiki等（１９９７））。な
お、ｆＡβ(1‑40)及びｆＡβ(1‑42)を赤色色素コンゴレッドで染色したところ、偏光顕微
鏡での観察では典型的な橙緑色の複偏光を示した。
【００５０】
また、図２に、インキュベート９日目（ｆＡβ(1‑40)）、又はインキュベート２４時間
目（ｆＡβ(1‑42)）のチオフラビンＴによる蛍光を、非アルツハイマー病患者（ｎ＝４０
）及びアルツハイマー病患者（ｎ＝４０）のそれぞれについてプロットした図を示す。
【００５１】
図２Ａに示すように、ｆＡβ(1‑40)形成におけるチオフラビンＴによる最終蛍光平衡値
は、アルツハイマー病患者のＣＳＦでは３．２５±１．０４（平均値±標準偏差）、非ア
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ルツハイマー病患者のＣＳＦでは１．６３±０．２７であり、有意にアルツハイマー病患
者の方が高い値を示した（ｐ＜０．００１）。また、図２Ｂに示すように、ｆＡβ(1‑42)
形成についても、アルツハイマー病患者のＣＳＦでは９．００±１．５５であり、非アル
ツハイマー病患者のＣＳＦでは５．６９±１．０２であり、ｆＡβ(1‑40)形成と同様に、
有意にアルツハイマー病患者の方が高い値を示した（ｐ＜０．００１）。
【００５２】
また、ＲＯＣ分析によって得られるＡＵＣ値は、アルツハイマー病患者のＣＳＦのｆＡ
β(1‑40)の最終蛍光平衡値は０．９６６（ＳＥ＝０．０１８）、ｆＡβ(1‑42)の最終蛍光
平衡値は０．９８０（ＳＥ＝０．０１７）であり、Ａβ(1‑42)（０．８６７、ＳＥ＝０．
０４２）及びタウ（０．８１、ＳＥ＝０．０４９）で得られるＡＵＣ値より高値であった
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。ｆＡβ(1‑40)形成の最終蛍光平衡値のカットオフ値を２．１１に設定すると、感度、特
異性及び正診率は、それぞれ９５％、９０％及び９２．５％であった。同様に、ｆＡβ(1
‑42)形成の最終蛍光平衡値のカットオフ値を７．３６に設定すると、感度、特異性及び正
診率は、それぞれ９２．５％、９２．５％及び９２．５％であった。
【００５３】
以上のように、ＣＳＦ存在下でアミロイドβ蛋白の重合を進め、形成したβアミロイド
線維をチオフラビンＴ等の蛍光色素で検出することによって、精度、特異性及び正診率の
いずれにおいても優れ、アルツハイマー病の正確な検査が可能となることが明らかとなっ
た。すなわち、本発明による検査方法は、例えば近年アルツハイマー病の補助診断法とし
て利用されているＣＳＦ中のＡβ(1‑42)レベルの測定やタウレベルの測定法に比べ、アル
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ツハイマー病の検査及び診断上優れていることが示された。
【００５４】
また、図３にアルツハイマー病患者のＣＳＦを用いたインキュベート後のｆＡβ形成の
最終蛍光平衡値と臨床痴呆評価（ＣＤＲ）との相関を示す。図３に示すように、アルツハ
イマー病患者のＣＳＦを用いたインキュベート後のｆＡβ(1‑42)形成の最終蛍光平衡値と
ＣＤＲとの間には有意な相関があった（ｒｓ＝０．３９８、ｐ＜０．０５）。以上のよう
に、痴呆の全般的な進行度の評価の１つであるＣＤＲと、アルツハイマー病患者のＣＳＦ
を用いたインキュベート後のｆＡβ(1‑42)形成の最終蛍光平衡値との間に相関があること
から、本発明のアルツハイマー病の検査方法によれば、痴呆の進行の程度も測定可能であ
ることが明らかとなった。
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【００５５】
次に、重合アッセイ後の反応溶液を電子顕微鏡で分析した結果について、図４を参照し
ながら説明する。５０μＭのＡβ(1‑40)、５０ｍＭのリン酸塩緩衝液（ｐＨ７．５）、及
び１００ｍＭのＮａＣｌを含む反応混合物を調製し、３７℃で９日間インキュベートした
後の反応溶液の電子顕微鏡写真を、図４Ａに示す。ＣＳＦ未添加でインキュベートした場
合、図４Ａに示すように明瞭な小線維が観察された。この小線維は、周期約２２０ｎｍ、
幅約７ｎｍの無分枝らせん状フィラメント構造であると考えられる。
【００５６】
また、５０μＭのＡβ(1‑40)、５０ｍＭのリン酸塩緩衝液（ｐＨ７．５）、１００ｍＭ
のＮａＣｌ、及びアルツハイマー病患者又は非アルツハイマー病患者のＣＳＦ（７８％）
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を含む反応混合物を調製し、３７℃で９日間インキュベートした。アルツハイマー病患者
のＣＳＦを用いた場合の電子顕微鏡写真を図４Ｂに、非アルツハイマー病患者のＣＳＦを
用いた場合の電子顕微鏡写真を図４Ｃに示す。アルツハイマー病患者のＣＳＦを添加しイ
ンキュベートした場合、図４Ｂに示すように、短くせん断された多数の小線維が観察され
た。同様の形態は、他の２名のアルツハイマー病患者のＣＳＦを用いた場合にも観察され
た。一方、非アルツハイマー病患者のＣＳＦを添加しインキュベートした場合、図４Ｃに
示すように、小さい不定形の凝集体が時折観察されたが、小線維はほとんど観察されなか
った。同様の形態は、他の２名の非アルツハイマー病患者のＣＳＦを用いた場合にも観察
された。なお、データは示さないが、Ａβ(1‑42)を用いて検討を行ったところ、Ａβ(1‑4
0)と同じ結果が得られた。図４Ｄは、アルツハイマー病患者のＣＳＦを含む反応溶液の重
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合アッセイ前の写真である。非アルツハイマー病患者のＣＳＦの場合も、図４Ｄと同様の
形態が見られた。
【００５７】
以上のように、アルツハイマー病患者のＣＳＦを用いてアミロイドβ蛋白の重合を進め
た場合と非アルツハイマー病患者のＣＳＦを用いてアミロイドβ蛋白の重合を進めた場合
とで最終的に異なる形態の線維が形成され、電子顕微鏡で程度を調べた結果をアルツハイ
マー病の検査に利用可能であるとわかった。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】アミロイドβ蛋白の重合反応の進行と反応溶液のチオフラビンＴによる蛍光強度
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との関係を示す特性図であり、図１Ａはアミロイドβ蛋白としてＡβ(1‑40)を用いた場合
の特性図、図１Ｂはアミロイドβ蛋白としてＡβ(1‑42)を用いた場合の特性図である。
【図２】アルツハイマー病患者（ｎ＝４０）及び非アルツハイマー病患者（ｎ＝４０）の
ＣＳＦ存在下でＡβ(1‑40)又はＡβ(1‑42)を重合させたときの最終蛍光平衡値をプロット
した図であり、図２Ａはインキュベート９日目のｆＡβ(1‑40)の形成レベルを示す図、図
２Ｂはインキュベート２４時間目のｆＡβ(1‑42)の形成レベルを示す図である。横棒は夫
々の平均値であり、ｐ＜０．００１である。
【図３】アルツハイマー病患者のＣＳＦを用いてインキュベートした後のｆＡβ形成の最
終蛍光平衡値と臨床痴呆評価（ＣＤＲ）との相関を示す特性図である。
【図４】重合アッセイ前又は後の反応溶液の電子顕微鏡写真であり、ＡはＣＳＦを含まな
い反応溶液のアッセイ後の写真、Ｂはアルツハイマー病患者のＣＳＦを含む反応溶液の重
合アッセイ後の写真、Ｃは非アルツハイマー病患者のＣＳＦを含む反応溶液の重合アッセ
イ後の写真、Ｄはアルツハイマー病患者のＣＳＦを含む反応溶液の重合アッセイ前の写真
である。写真中の横棒は長さ２５０ｎｍを表す。
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