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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
レビー小体型認知症治療剤の候補物質の効果を評価する方法であって、
候補物質投与前の非ヒト動物の血液中のデスモステロール（ＤＥＳ）レベル及びコレス
テロール（ＣＨＯ）レベルを測定する工程と、
候補物質投与後の非ヒト動物の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測定する工程
と、
前記候補物質投与前の非ヒト動物の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルと比較して
、前記候補物質投与後の非ヒト動物の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルから選択さ
れる少なくとも１つが上昇している場合、前記候補物質がレビー小体型認知症治療に有効
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である可能性があるとの指標を提供する工程、
を含む、前記方法。
【請求項２】
レビー小体型認知症治療剤の候補物質の効果を評価する方法であって、
候補物質を投与されていない第一の非ヒト動物の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベ
ルを測定する工程と、
候補物質を投与された第二の非ヒト動物の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測
定する工程と、
前記候補物質を投与されていない第一の非ヒト動物の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯ
レベルと比較して、前記候補物質を投与された第二の非ヒト動物の血液中のＤＥＳレベル
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及びＣＨＯレベルから選択される少なくとも１つが高い場合、前記候補物質がレビー小体
型認知症治療に有効である可能性があるとの指標を提供する工程、
を含む、前記方法。
【請求項３】
レビー小体型認知症治療剤の候補物質の効果を評価する方法であって、
候補物質投与前の被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測定する工程と、
候補物質投与後の被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測定する工程と、
前記候補物質投与前の被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルと比較して、前
記候補物質投与後の被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルから選択される少な
くとも１つが上昇している場合、前記候補物質がレビー小体型認知症治療に有効である可
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能性があるとの指標を提供する工程、
を含む、前記方法。
【請求項４】
レビー小体型認知症の診断を補助する方法であって、
被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測定する工程と、
基準値と比較して、前記被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルから選択され
る少なくとも１つが低い場合、レビー小体型認知症である可能性があるとの指標を提供す
る工程、
を含む、前記方法。
【請求項５】
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レビー小体型認知症治療剤の候補物質の治療効果を期待できる患者を選択する方法であ
って、
被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測定する工程と、
基準値と比較して、前記被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルから選択され
る少なくとも１つが低い場合、レビー小体型認知症の候補物質を投与すべき患者であると
の指標を提供する工程、
を含む、前記方法。
【請求項６】
レビー小体型認知症、アルツハイマー病及び前頭側頭葉変性症を区別する方法であって
30

、
被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測定する工程と、
（１）基準値と比較して、前記被験者の血液中のＣＨＯレベルが低い場合、アルツハイマ
ー型認知症及び前頭側頭葉変性症型認知症ではなく、レビー小体型認知症である可能性が
ある；又は
（２）基準値と比較して、前記被験者の血液中のＤＥＳレベルが低く、且つ、ＣＨＯレベ
ルに対するＤＥＳレベルの比（ＤＥＳ／ＣＨＯ）に差がない場合、アルツハイマー型認知
症及び前頭側頭葉変性症型認知症ではなく、レビー小体型認知症である可能性がある、
との指標を提供する工程、
を含む、前記方法。
【請求項７】
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レビー小体型認知症、アルツハイマー病及び前頭側頭葉変性症を区別する方法であって
、
被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測定する工程と、
（１）基準値と比較して、前記被験者の血液中のＣＨＯレベルが低い場合、アルツハイマ
ー病及び前頭側頭葉変性症ではなく、レビー小体型認知症である可能性がある；
（２）基準値と比較して、前記被験者の血液中のＤＥＳレベルが低い場合、前頭側頭葉変
性症ではなく、レビー小体型認知症又はアルツハイマー病である可能性がある；
（３）基準値と比較して、前記被験者の血液中のＤＥＳレベルが低く、且つ、ＤＥＳ／Ｃ
ＨＯに差がない場合、アルツハイマー病及び前頭側頭葉変性症ではなく、レビー小体型認
知症である可能性がある；又は
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（４）基準値と比較して、前記被験者の血液中のＤＥＳ／ＣＨＯが低い場合、レビー小体
型認知症及び前頭側頭葉変性症ではなく、アルツハイマー病である可能性がある、との指
標を提供する工程、
を含む、前記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、レビー小体型認知症（dementia

with

Lewy

bodies：ＤＬＢ）の診断に有

用なバイオマーカーに関する。より詳細には、ＤＬＢの治療剤の候補物質の効果を評価す
る方法、ＤＬＢの診断を補助する方法、ＤＬＢを診断する方法、ＤＬＢの治療剤の候補物
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質の治療効果を期待できる患者を選択する方法、ＤＬＢとアルツハイマー病（Alzheimer
s disease：ＡＤ）及び前頭側頭葉変性症（frontotemporal lobar degeneration：ＦＴ
ＬＤ）を区別する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
バイオマーカーは疾患の診断及び病態の進行状況の把握に非常に有用であり、治療対象
となる患者の選別、適切な治療の選択の支援、副作用の監視及び新薬の発見に関して重要
である。
【０００３】
レビー小体型認知症の病理学的特徴は、大脳皮質、扁桃体及びマイネルト基底核などの
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中枢神経系並びに自律神経系に広範に多数のレビー小体が出現することである。レビー小
体型認知症は、進行性の認知機能の低下、注意、覚醒レベルの顕著な変動、具体的な幻視
に基づく妄想、特発性のパーキンソン症状（手のふるえ、歩行障害など）、ＲＥＭ睡眠行
動障害、抗精神病薬への過敏性、自律神経症状、抑うつなどの症状を呈する。レビー小体
型認知症では、高齢健常者と比較して脳脊髄液中に酸化型α−ヘリカルＡβ１−４０が有
意に増加すること及び血液中のα−シヌクレインが減少することが報告されている（非特
許文献１及び２）。また、高齢健常者と比較して血清中のコエンザイムＱ１０（ＣｏＱ１
０）がレビー小体型認知症患者で統計的に有意に減少しているものの、ＣｏＱ１０とコレ
ステロール（ＣＨＯ）の比（ＣｏＱ１０／ＣＨＯ）には統計的有意差はなく、さらには、
ＣｏＱ１０及びＣｏＱ１０／ＣＨＯと発症年齢、ＭＭＳＥ（Mini

Mental

State

Exami
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nation）スコアなどとの相関はないという報告がある。また、その実験結果では、ＣＨＯ
には触れておらず、その考察のところで、高齢健常者と比較してレビー小体型認知症患者
のＣＨＯの数値がわずかに減少していることに言及しているが、統計的に有意であるとは
述べていない（非特許文献３）。
【０００４】
アルツハイマー病は、早期からの近時記憶の障害を特徴とする緩徐な発症と持続的な認
知機能低下を特徴とする神経変性疾患である。脳脊髄液のアミロイドベータ（Ａβ）１−
４２及びリン酸化タウタンパク質が、アルツハイマー病の有用なバイオマーカーと考えら
れている（非特許文献４及び５）。また、アルツハイマー病では、同様にコレステロール
代謝の異常が起きていると考えられている。アルツハイマー病患者では高齢健常者と比較
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して血漿中のデスモステロール（ＤＥＳ）レベルは変化しないが、脳脊髄液中のデスモス
テロールレベルが低いことが報告されている（非特許文献６）。一方、アルツハイマー病
患者の血漿中のデスモステロールレベルが高齢健常者と比較して低いという報告もある（
非特許文献７及び特許文献１）。
【０００５】
前頭側頭葉変性症は、前頭葉及び側頭葉に限局して進行性の変性を呈する疾患であり、
臨床的に行動異常や言語障害を主徴とする非アルツハイマー型変性性認知症を含む。脳脊
髄液中のバイオマーカーとして、タウタンパク質、TAR

DNA

binding

protein

of

43

kD（ＴＤＰ−４３）が同定されている（非特許文献８）。さらに、血漿リン酸化ＴＤＰ−
４３が脳のリン酸化ＴＤＰ−４３病理の重症度スコアと有意な相関があり、重症度バイオ
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マーカーとして有用である可能性が指摘されている（非特許文献９及び１０）。
しかし、レビー小体型認知症、アルツハイマー病又は前頭側頭葉変性症の区別において、
上記バイオマーカーの特異性については明確になっていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１３／０２６６５８９号明細書
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Bibl, M. et al., "CSF amyloid‑beta‑peptides in Alzheimer's disea
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se, dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease dementia" Brain,(2006) 129
, 1177‑1187
【非特許文献２】Laske, C. et al., "Decreased alpha‑synuclein serum levels in pat
ients with Lewy body dementia compared to Alzheimer's disease patients and contr
ol subjects. Dement.Geriatr.Cogn.Disord. (2011) 31, 413‑416.
【非特許文献３】Molina, J.A. et al., "Serum levels of coenzyme Q in patients wit
h Lewy body disease. J.Neural Transm. (2002) 109, 1195‑1201.
【非特許文献４】Ibach,B. et al., "Cerebrospinal fluid tau and beta‑amyloid in Al
zheimer patients,disease controls and an age‑matched random sample" Neurobiol.Ag
ing (2006), 27(9), 1202‑1211
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【非特許文献５】Bouwman,F.H. et al., "CSF biomarker levels in early and late ons
et Alzheimer's disease", Neurobiol.Aging (2009), 30(12), 1895‑1901
【非特許文献６】Koelsch,H. et al., "Alterations of cholesterol precursor levels
in Alzheimer's disease", Biochim.Biophys.Acta (2010), 1801(8), 945‑950
【非特許文献７】Sato,Y. et al., "Identification of a new plasma biomarker of Alz
heimer's disease using metabolomics technology", J.Lipid Res. (2012), 53(3), 567
‑576
【非特許文献８】Hu,W.T. et al., "Novel CSF biomarkers for frontotemporal lobar d
egenerations", Neurology (2010), 75, 2079‑2086
【非特許文献９】Foulds,P. et al., "TDP‑43 protein in plasma may index TDP‑43 bra
in pathology in Alzheimer
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s disease and frontotemporal lobar degeneration", Act

a Neuropathol. (2008), 116, 141‑146
【非特許文献１０】Foulds,P. et al., "Plasma phosphorylated‑TDP‑43 protein levels
correlate with brain pathology in frontotemporal lobar degeneration", Acta Neur
opathol. (2009), 118, 647‑658
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
レビー小体型認知症の診断に有用なバイオマーカーが求められており、また、アルツハ
イマー病、前頭側頭葉変性症及びレビー小体型認知症を区別するために有用なバイオマー
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カーが求められている。さらには、バイオマーカーの測定のために、脳脊髄液を採取する
ことは患者への負担が大きいため、血液等を用いたより低侵襲性のバイオマーカーが求め
られている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者らは、レビー小体型認知症患者では、血液中のコレステロールレベル及びデス
モステロールレベルが高齢健常者のレベルと比較してそれぞれ統計的に有意に低いことを
明らかにし、血液中のコレステロールレベル及びデスモステロールレベルがレビー小体型
認知症患者のバイオマーカーとして利用できることを見出した。
【００１０】
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レビー小体型認知症患者では、血液中のコレステロールレベルが高齢健常者のレベルと
比較して統計的に有意に低く、一方、アルツハイマー病患者及び前頭側頭葉変性症患者の
血液中のコレステロールレベルが高齢健常者のレベルと比較してそれぞれ統計的に差がな
いことに基づいて、レビー小体型認知症患者とアルツハイマー病患者又は前頭側頭葉変性
症患者が区別できることを本発明者らは見出した。
【００１１】
レビー小体型認知症患者及びアルツハイマー病患者では、血液中のデスモステロールレベ
ルが高齢健常者のレベルと比較して統計的に有意に低く、一方、前頭側頭葉変性症患者の
血液中のデスモステロールレベルが高齢健常者のレベルと比較して統計的に差がないこと
に基づいて、レビー小体型認知症患者及び前頭側頭葉変性症患者、並びに、アルツハイマ
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ー病患者及び前頭側頭葉変性症患者の区別にデスモステロールレベルが利用できることを
本発明者らは見出した。
【００１２】
アルツハイマー病患者では、血液中のコレステロールレベルに対するデスモステロールレ
ベルの比が高齢健常者の比と比較して統計的に有意に低く、一方、レビー小体型認知症患
者及び前頭側頭葉変性症患者の血液中のコレステロールレベルに対するデスモステロール
レベルの比が高齢健常者の比と比較して統計的に差がないことに基づいて、アルツハイマ
ー病患者及びレビー小体型認知症患者、並びに、アルツハイマー病患者及び前頭側頭葉変
性症患者の区別にコレステロールレベルに対するデスモステロールレベルの比が利用でき
ることを本発明者らは見出した。
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【００１３】
すなわち、本発明は、以下の［１］〜［８］を提供する。
［１］レビー小体型認知症治療剤の候補物質の効果を評価する方法であって、
候補物質投与前の非ヒト動物の血液中のデスモステロール（ＤＥＳ）レベル及びコレス
テロール（ＣＨＯ）レベルを測定する工程と、
候補物質投与後の非ヒト動物の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測定する工程
と、
前記候補物質投与前の非ヒト動物の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルと比較して
、前記候補物質投与後の非ヒト動物の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルから選択さ
れる少なくとも１つが上昇している場合、前記候補物質がレビー小体型認知症治療に有効
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である可能性があるとの指標を提供する工程、
を含む、前記方法。
［２］レビー小体型認知症治療剤の候補物質の効果を評価する方法であって、
候補物質を投与されていない第一の非ヒト動物の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベ
ルを測定する工程と、
候補物質を投与された第二の非ヒト動物の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測
定する工程と、
前記候補物質を投与されていない第一の非ヒト動物の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯ
レベルと比較して、前記候補物質を投与された第二の非ヒト動物の血液中のＤＥＳレベル
及びＣＨＯレベルから選択される少なくとも１つが高い場合、前記候補物質がレビー小体
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型認知症治療に有効である可能性があるとの指標を提供する工程、
を含む、前記方法。
［３］レビー小体型認知症治療剤の候補物質の効果を評価する方法であって、
候補物質投与前の被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測定する工程と、
候補物質投与後の被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測定する工程と、
前記候補物質投与前の被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルと比較して、前
記候補物質投与後の被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルから選択される少な
くとも１つが上昇している場合、前記候補物質がレビー小体型認知症治療に有効である可
能性があるとの指標を提供する工程、
を含む、前記方法。
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［４］レビー小体型認知症の診断を補助する方法であって、
被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測定する工程と、
基準値と比較して、前記被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルから選択され
る少なくとも１つが低い場合、レビー小体型認知症である可能性があるとの指標を提供す
る工程、
を含む、前記方法。
［５］レビー小体型認知症を診断する方法であって、
被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測定する工程と、
基準値と比較して、前記被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルから選択され
る少なくとも１つが低い場合、レビー小体型認知症であると判定する工程、
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を含む、前記方法。
［６］レビー小体型認知症治療剤の候補物質の治療効果を期待できる患者を選択する方法
であって、
被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測定する工程と、
基準値と比較して、前記被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルから選択され
る少なくとも１つが低い場合、レビー小体型認知症の候補物質を投与すべき患者であると
の指標を提供する工程、
を含む、前記方法。
［７］レビー小体型認知症、アルツハイマー病及び前頭側頭葉変性症を区別する方法であ
って、
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被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測定する工程と、
（１）基準値と比較して、前記被験者の血液中のＣＨＯレベルが低い場合、アルツハイマ
ー型認知症及び前頭側頭葉変性症型認知症ではなく、レビー小体型認知症である可能性が
ある；又は
（２）基準値と比較して、前記被験者の血液中のＤＥＳレベルが低く、且つ、ＣＨＯレベ
ルに対するＤＥＳレベルの比（ＤＥＳ／ＣＨＯ）に差がない場合、アルツハイマー型認知
症及び前頭側頭葉変性症型認知症ではなく、レビー小体型認知症である可能性がある、
との指標を提供する工程、
を含む、前記方法。
［８］レビー小体型認知症、アルツハイマー病及び前頭側頭葉変性症を区別する方法であ
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って、
被験者の血液中のＤＥＳレベル及びＣＨＯレベルを測定する工程と、
（１）基準値と比較して、前記被験者の血液中のＣＨＯレベルが低い場合、アルツハイマ
ー病及び前頭側頭葉変性症ではなく、レビー小体型認知症である可能性がある；
（２）基準値と比較して、前記被験者の血液中のＤＥＳレベルが低い場合、前頭側頭葉変
性症ではなく、レビー小体型認知症又はアルツハイマー病である可能性がある；
（３）基準値と比較して、前記被験者の血液中のＤＥＳレベルが低く、且つ、ＤＥＳ／Ｃ
ＨＯに差がない場合、アルツハイマー病及び前頭側頭葉変性症ではなく、レビー小体型認
知症である可能性がある；又は
（４）基準値と比較して、前記被験者の血液中のＤＥＳ／ＣＨＯが低い場合、レビー小体
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型認知症及び前頭側頭葉変性症ではなく、アルツハイマー病である可能性がある、との指
標を提供する工程、
を含む、前記方法。
【発明の効果】
【００１４】
血液中のコレステロールレベル及びデスモステロールレベルは、レビー小体型認知症の
バイオマーカーとなり得る。より詳細には、上記バイオマーカーは、レビー小体型認知症
の診断を補助することが可能であり、レビー小体型認知症を診断することが可能であり、
レビー小体型認知症の候補物質の治療効果を期待できる患者を選択することが可能であり
、レビー小体型認知症の治療剤の候補物質の効果を評価することが可能である。
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さらには、レビー小体型認知症患者、前頭側頭葉変性症患者及びアルツハイマー病患者
の区別が可能である。
【００１５】
上記バイオマーカーは、血液中のコレステロールレベル又はデスモステロールのレベル
を利用するものであるため、脳脊髄液を採取する必要がなく、低侵襲性である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】高齢健常者及びレビー小体型認知症患者における、血漿中のコレステロールレベ
ルに関する受信者動作特性曲線を表す図である。
【図２】アルツハイマー病患者及びレビー小体型認知症患者における、血漿中のコレステ
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ロールレベルに関する受信者動作特性曲線を表す図である。
【図３】前頭側頭葉変性症患者及びレビー小体型認知症患者における、血漿中のコレステ
ロールレベルに関する受信者動作特性曲線を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
本発明の実施形態に係る、レビー小体型認知症治療剤の候補物質の効果を評価する方法
は、非ヒト動物又は被験者を対象に行う。非ヒト動物は、哺乳動物であることが好ましく
、レビー小体型認知症のモデル動物であることがより好ましい。被験者は、レビー小体型
認知症が疑われるヒト患者であることが好ましい。
【００１８】
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レビー小体型認知症のモデル動物として、アルツハイマー病のモデル動物及びパーキン
ソン病のモデル動物を利用できる。具体的には、アルツハイマー病のモデル動物としては
、例えば、アミロイド前駆体タンパク質（ＡＰＰ）及びプレセリニン２等を改変すること
で、アミロイドベータの産生が増大している動物及びＡＰＰを過剰発現する遺伝子改変マ
ウスであるＴｇ２５７６が挙げられる。さらに、パーキンソン病のモデル動物としては、
α−シヌクレインを過剰発現するα−シヌクレイン−トランスジェニックマウスが挙げら
れる。
【００１９】
本発明の実施形態に係る、レビー小体型認知症治療剤の候補物質の効果を評価する方法
は、まず、非ヒト動物又は被験者を用いて、候補物質投与前後の同一個体の血液中のデス
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モステロールレベル及びコレステロールレベルを測定する。候補物質投与後の血液中のデ
スモステロールレベル及びコレステロールレベルの少なくとも１つが、候補物質投与前の
レベルと比較して高い場合、当該候補物質がレビー小体型認知症治療に有効である可能性
があるとの指標が提供される。提供された指標に基づいてレビー小体型認知症治療剤の候
補物質の効果を評価することができる。
【００２０】
別の実施形態では、レビー小体型認知症治療剤の候補物質の効果を評価する方法は、ま
ず、異なる個体の非ヒト動物又は被験者を用いて、候補物質を投与されていない１又は複
数の個体（候補物質非投与群）の血液中のデスモステロールレベル及びコレステロールレ
ベルを測定し、候補物質を投与された別の１又は複数の個体（候補物質投与群）の候補物
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質投与後の血液中のデスモステロールレベル及びコレステロールレベルを測定する。候補
物質非投与群及び候補物質投与群におけるデスモステロールレベル及びコレステロールレ
ベルを比較する。候補物質投与群の血液中のデスモステロールレベル及びコレステロール
レベルの少なくとも１つが、候補物質非投与群のレベルと比較して高い場合、候補物質が
レビー小体型認知症治療に有効である可能性があるとの指標が提供される。提供された指
標に基づいて候補物質の効果を評価するができる。
【００２１】
本発明の実施形態に係るレビー小体型認知症治療剤の候補物質は、特に限定されないが
、コレステロール代謝経路修飾物質又はＡβ仮説に基づく修飾物質、好ましくはβ−セク
レターゼ阻害剤、γ−セクレターゼ阻害剤、γ−セクレターゼ修飾剤、抗Ａβ抗体、抗Ａ

50

(8)

JP 6569919 B2 2019.9.4

βオリゴマー抗体などである。さらには、レボドーパ、ドパミン作働薬、又はモノアミノ
酸化酵素Ｂ阻害薬などである。
【００２２】
本発明の実施形態に係る、レビー小体型認知症の診断を補助する方法は、被験者を対象
に行う。被験者は、レビー小体型認知症が疑われるヒト患者であることが好ましい。上記
方法は、まず、被験者の血液中のデスモステロールレベル及びコレステロールレベルを測
定し、基準値と比較することで判定を行う。被験者のデスモステロールレベル及びコレス
テロールレベルの少なくとも１つが、それぞれの基準値と比較して低い場合、レビー小体
型認知症の可能性があるとの指標を提供する。提供された指標に基づいてレビー小体型認
知症の診断を補助することができる。
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【００２３】
本発明の実施形態に係る、レビー小体型認知症を診断する方法は、被験者を対象に行う
。被験者は、レビー小体型認知症が疑われるヒト患者であることが好ましい。上記方法は
、まず、被験者の血液中のデスモステロールレベル及びコレステロールレベルを測定し、
基準値と比較することで判定を行う。すなわち、被験者のデスモステロールレベル及びコ
レステロールレベルの少なくとも１つが、それぞれの基準値と比較して低い場合、レビー
小体型認知症であると判定する。その判定に基づいて当該被験者がレビー小体型認知症で
あると診断することができる。
【００２４】
本発明の実施形態に係る、レビー小体型認知症の治療剤の候補物質の治療効果を期待で
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きる患者を選択する方法は、被験者を対象に行う。被験者は、レビー小体型認知症と診断
されたヒト患者であることが好ましい。上記方法は、まず、被験者の血液中のデスモステ
ロールレベル及びコレステロールレベルを測定し、基準値と比較することで判定を行う。
すなわち、被験者のデスモステロールレベル及びコレステロールレベルの少なくとも１つ
が、それぞれの基準値と比較して低い場合、レビー小体型認知症の治療剤の候補物質を投
与すべき患者であるとの指標が提供される。提供された指標に基づいて、レビー小体型認
知症の治療剤の候補物質を投与すべき患者、すなわち治療効果を期待できる患者を選択す
ることができる。
【００２５】
本発明の実施形態に係る、レビー小体型認知症、アルツハイマー病及び前頭側頭葉変性
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症を区別する方法は、被験者を対象に行う。被験者は、レビー小体型認知症、アルツハイ
マー病又は前頭側頭葉変性症が疑われるヒト患者であることが好ましい。上記方法は、ま
ず、被験者の血液中のデスモステロールレベル及びコレステロールレベルを測定し、コレ
ステロールレベルを基準値と比較することで判定を行う。すなわち、被験者の血液中のコ
レステロールレベルが基準値と比較して低い場合、当該被験者はアルツハイマー病及び前
頭側頭葉変性症ではなく、レビー小体型認知症である可能性があるとの指標が提供される
。提供された指標に基づいて、レビー小体型認知症、アルツハイマー病及び前頭側頭葉変
性症を区別することができる。
【００２６】
別の実施形態では、レビー小体型認知症、アルツハイマー病及び前頭側頭葉変性症を区
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別する方法は、まず、被験者の血液中のデスモステロールレベル及びコレステロールレベ
ルを測定し、デスモステロールレベル及びコレステロールレベルに対するデスモステロー
ルレベルの比をそれぞれの基準値と比較することで判定を行う。すなわち、被験者の血液
中のデスモステロールレベルが基準値と比較して低く、且つ、コレステロールレベルに対
するデスモステロールレベルの比が、基準値と比較して差がない場合、当該被験者はアル
ツハイマー病及び前頭側頭葉変性症ではなく、レビー小体型認知症である可能性があると
の指標が提供される。提供された指標に基づいて、レビー小体型認知症、アルツハイマー
病及び前頭側頭葉変性症を区別することができる。
【００２７】
また、別の実施形態では、レビー小体型認知症、アルツハイマー病及び前頭側頭葉変性
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症を区別する方法は、まず、被験者の血液中のデスモステロールレベル及びコレステロー
ルレベルを測定し、基準値と比較することで判定を行う。すなわち、被験者の血液中のデ
スモステロールレベルが基準値と比較して低い場合、当該被験者は前頭側頭葉変性症では
なく、レビー小体型認知症又はアルツハイマー病である可能性があるとの指標が提供され
る。提供された指標に基づいて、レビー小体型認知症、アルツハイマー病及び前頭側頭葉
変性症を区別することができる。
【００２８】
さらに、別の実施形態では、レビー小体型認知症、アルツハイマー病及び前頭側頭葉変
性症を区別する方法は、まず、被験者の血液中のデスモステロールレベル及びコレステロ
ールレベルを測定し、基準値と比較することで判定を行う。すなわち、被験者の血液中の
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デスモステロールレベルが基準値と比較して低く、且つ、コレステロールレベルに対する
デスモステロールレベルの比が基準値と比較して差がない場合、当該被験者はレビー小体
型認知症及び前頭側頭葉変性症ではなく、アルツハイマー病である可能性があるとの指標
が提供される。提供された指標に基づいて、レビー小体型認知症、アルツハイマー病及び
前頭側頭葉変性症を区別することができる。
【００２９】
本発明の実施形態に係る、レビー小体型認知症、アルツハイマー病及び前頭側頭葉変性
症を区別する方法は、上記指標を２以上組み合わせてよい。例えば、被験者の血液中のコ
レステロールレベルが基準値と比較して低い場合に提供される、当該被験者はアルツハイ
マー病及び前頭側頭葉変性症ではなく、レビー小体型認知症である可能性があるとの指標

20

と、被験者の血液中のデスモステロールレベルが基準値と比較して低く、且つ、コレステ
ロールレベルに対するデスモステロールレベルの比が、基準値と比較して差がない場合に
提供される、当該被験者はアルツハイマー病及び前頭側頭葉変性症ではなく、レビー小体
型認知症である可能性があるとの指標とを組み合わせることができる。また例えば、これ
らの指標に加え、被験者の血液中のデスモステロールレベルが基準値と比較して低い場合
に提供される、当該被験者は前頭側頭葉変性症ではなく、レビー小体型認知症又はアルツ
ハイマー病である可能性があるとの指標と、被験者の血液中のデスモステロールレベルが
基準値と比較して低く、且つ、コレステロールレベルに対するデスモステロールレベルの
比が基準値と比較して差がない場合に提供される、当該被験者はレビー小体型認知症及び
前頭側頭葉変性症ではなく、アルツハイマー病である可能性があるとの指標を、さらに組
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み合わせることもできる。
【００３０】
本発明の実施形態に係る、血液中のコレステロールレベル及びデスモステロールレベル
は、液体クロマトグラフィー／質量分析法（ＬＣ／ＭＳ）により測定することができる。
より詳細には、実施例に記載した条件で測定することができる。
【００３１】
また、血液中のコレステロールレベル及びデスモステロールレベルは、Enzyme‑Linked
lmmunoSorbent

Assay法（ＥＬＩＳＡ）やガスクロマトグラフィー／質量分析法（ＧＣ

−ＭＳ）でも測定することができる。
【００３２】
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血液中のコレステロールレベル及びデスモステロールレベルは、全血中のレベル、血清
中のレベル又は血漿中のレベルであり、好ましくは血清中のレベル又は血漿中のレベルで
あり、より好ましくは血漿中のレベルである。
【００３３】
上記方法において、血液中のコレステロールレベル及びデスモステロールレベルをバイ
オマーカーとして用いてもよく、コレステロールレベル及びデスモステロールレベルの相
互の比をバイオマーカーとして用いてもよい。
【００３４】
高齢健常者は、年齢が６５歳以上であり、且つレビー小体型認知症、アルツハイマー病
及び前頭側頭葉変性症の症状を呈していない成人である。
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【００３５】
バイオマーカーの基準値は、高齢健常者のレベルとレビー小体型認知症、アルツハイマ
ー病又は前頭側頭葉変性症と確定診断された患者のレベルを参照することにより導き出す
ことができる。
【００３６】
バイオマーカーの基準値は、高齢健常者又はレビー小体型認知症、アルツハイマー病若
しくは前頭側頭葉変性症と確定診断された患者の値を参照することにより導き出すことが
できる。バイオマーカーの基準値の具体例としては、特に限定されないが、高齢健常者又
はレビー小体型認知症、アルツハイマー病若しくは前頭側頭葉変性症の患者のバイオマー
カーの平均値、平均値±１標準偏差、平均値±２標準偏差、又は、平均値±３標準偏差が
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挙げられる。
【００３７】
さらに、バイオマーカーの基準値のその他の具体例として、高齢健常者及びレビー小体
型認知症、高齢健常者及びアルツハイマー病、又は、高齢健常者及び前頭側頭葉変性症に
関する受信者動作特性曲線（Receiver Operating Characteristic Curve：ＲＯＣＣ）か
ら求めたカットオフ値（Akobeng,A.K.,Acta Paediatr.(2007)96,644‑647）などが挙げら
れる。
【００３８】
受信者動作特性曲線は、Ｙ軸に感度（ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ）、Ｘ軸に１−特異性（
ｓｐｅｃｉｆｉｃｉｔｙ）を使用してグラフ化する。感度を最大化すると、受信者動作特
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性曲線のＹ値が最大化する。特異性を最大化すると、対応して受信者動作特性曲線のＸ値
が最小化する。そのため、カットオフ値の第一候補としては受信者動作特性曲線の左上隅
に最も近いＹ上のポイントの値が適していることになる。しかしながら、カットオフ値を
基準値として用いる場合も、レビー小体型認知症、アルツハイマー病又は前頭側頭葉変性
症患者の見逃しを少なくするか、あるいはレビー小体型認知症、アルツハイマー病又は前
頭側頭葉変性症患者の可能性の少ないものを除去するかによって基準値の設定が異なる。
例えば、レビー小体型認知症、アルツハイマー病又は前頭側頭葉変性症患者の見逃しを少
なくするためには、特異性よりも感度を最大にする（偽陰性を最小にする）ことが重要に
なり、この場合、受信者動作特性曲線上で適切なカットオフ値は左上隅付近から右上隅に
移る。一方、レビー小体型認知症、アルツハイマー病又は前頭側頭葉変性症患者の可能性
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の少ないものを除去するためには、特異性を最大にする（偽陽性を最少にする）ことが重
要になり、この場合、受信者動作特性曲線上の適切なカットオフ値は左下隅に移ることに
なる。
【００３９】
上述したように、基準値は特に限定されないが、高齢健常者の値とアルツハイマー病、
前頭側頭葉変性症又はレビー小体型認知症と確定診断された患者の値を参照することによ
り導き出すことができる。
【実施例】
【００４０】
実施例１：高齢健常者、レビー小体型認知症、アルツハイマー病又は前頭側頭葉変性症
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患者における血液中のコレステロールレベル及びデスモステロールレベルの測定
（１）測定サンプル
高齢健常者３０例、アルツハイマー病患者１１８例、前頭側頭葉変性症患者４８例及び
レビー小体型認知症患者１２例の血漿を測定に用いた。
（２）コレステロールレベル及びデスモステロールレベルの測定
高齢健常者、レビー小体型認知症、アルツハイマー病又は前頭側頭葉変性症患者の血漿
２５μＬに、内部標準として２００μｇ／ｍＬのコレステロール−ｄ７（関東化学株式会
社）を１００μＬ及び２００ｎｇ／ｍＬのデスモステロール−ｄ６（Ａｖａｎｔｉ
ｌａｒ

Ｐｏ

Ｌｉｐｉｄｓ，Ｉｎｃ．）を１００μＬ添加し、さらに５０％水酸化カリウム水

溶液を１００μＬ添加し、７０℃にて６０分インキユベー卜した。その後、液液抽出法又

50

(11)

JP 6569919 B2 2019.9.4

は固相抽出法にて、目的物を濃縮し、液体クロマトグラフィー／大気圧化学イオン化質量
分析（ＬＣ／ＡＰＣＩ−ＭＳ）を行った。液液抽出法では、インキュベート後のサンプル
（溶液）にヘキサン２ｍＬとリン酸緩衝生理食塩水（ｐＨ６．８）０．５ｍＬを添加し、
撹拌、遠心分離後、ヘキサン層を取り出した。この抽出操作を２回繰り返した。得られた
ヘキサン層をまとめ、窒素ガスにて溶媒を蒸発乾固後、ペレットをエタノールに溶解させ
た。固相抽出法では、インキュベート後のサンプル（溶液）をＣ１８の固相抽出カートリ
ッジに通過させた後、４５％エタノールにて洗浄し、１００μＬのエタノールにて目的物
を溶出させた。
ＬＣ／ＡＰＣＩ−ＭＳの装置は、オートサンプラーＳＩＬ−２０ＡＣ、カラムオーブン
ＣＴＯ−２０ＡＣ及び四電極型質量分析計ＬＣＭＳ−２０１０ＥＶを備えたＬＣ−２０Ａ
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Ｄシステム（島津製作所製）を使用した。カラムとしてＹＭＣ−ＰａｃｋＰｒｏＣ１８Ｒ
Ｓｃｏｌｕｍｎ（内径４．６ｍｍ、長さ２５０ｍｍ、ＹＭＣ社製）又はＫｉｎｅｔｅｘ
２．６

ＸＢ−Ｃ１８（内径３．０ｍｍ、長さ１５０ｍｍ、島津製作所製）を用い、カラ

ム温度を５０℃又は４０℃とした。ＹＭＣ−ＰａｃｋＰｒｏＣ１８ＲＳによる分析の際に
は、移動相として水とメタノールの混合溶媒（流速１ｍＬ／分）を用いた。より詳細には
、溶媒Ａ（水：メタノール＝５０：５０）及び溶媒Ｂ（メタノール）を使用し、０−４５
分を８５％Ｂとし、４５−５５分を１００％Ｂとし、５５−７０分を８５％Ｂとした。Ｋ
ｉｎｅｔｅｘ

２．６

ＸＢ−Ｃ１８による分析の際には、移動相として水、アセトニト

リル及びメタノールの混合溶媒（流速０．９ｍＬ／分）を用いた。より詳細には、溶媒Ａ
（水：アセトニトリル＝５０：５０）及び溶媒Ｂ（メタノール：アセトニトリル＝５０：
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５０）を使用し、０−２０分を７０％Ｂとし、２０．１−２２分を１００％Ｂとし、２２
．１−３２分を７０％Ｂとした。
ＭＳ分析は、モニタリングイオンとして、ｍ／ｚ３６９．３（コレステロール）、３７
６．３（コレステロール−ｄ７）、３６７．３（デスモステロール）、及び３７３．３（
デスモステロール−ｄ６）を用いるSelective Ion Monitoring（ＳＩＭ）モードで実施し
た。各サンプルの濃度は、測定対象物の検量線を基に算出した。
（３）統計解析
血漿中のコレステロールレベル、デスモステロールレベル又はデスモステロールレベル
とコレステロールレベルの比に関して、高齢健常者の平均値に対するレビー小体型認知症
、アルツハイマー病又は前頭側頭葉変性症患者の平均値について、統計的有意差をTukey'
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s multiple comparisons testで解析した。結果を表１に示す。
（４）受信者動作特性曲線
高齢健常者、レビー小体型認知症、アルツハイマー病及び前頭側頭葉変性症患者のコレ
ステロールレベル、デスモステロールレベル及びデスモステロールレベルとコレステロー
ルレベルの比に関する診断精度について、受信者動作特性曲線を用いて評価した。コレス
テロールレベル、デスモステロールレベル、デスモステロールレベルとコレステロールレ
ベルの比の受信者動作特性曲線はＲの基本パッケージ受信者動作特性を利用して作成した
。図１に、高齢健常者及びレビー小体型認知症患者における、血漿中のコレステロールレ
ベルに関する受信者動作特性曲線を示す。図２に、アルツハイマー病患者及びレビー小体
型認知症患者における、血漿中のコレステロールレベルに関する受信者動作特性曲線を示
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す。また、図３に、前頭側頭葉変性症患者及びレビー小体型認知症患者における、血漿中
のコレステロールレベルに関する受信者動作特性曲線を示す。
【００４１】
【表１】
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データは、平均値±標準偏差で示した。
＊＊：高齢健常者のレベルと比較して統計的に有意差あり（Ｐ＝０．０１）
ｎ．ｓ．：高齢健常者のレベルと比較して統計的に有意差なし
ＡＤ：アルツハイマー病患者
ＤＬＢ：レビー小体型認知症患者
ＦＴＬＤ：前頭側頭葉変性症患者
ＤＥＳ：デスモステロールレベル
ＣＨＯ：コレステロールレベル
ＤＥＳ／ＣＨＯ：コレステロールレベルに対するデスモステロールレベルの比

【図１】

【図２】
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【図３】

JP 6569919 B2 2019.9.4

(14)

JP 6569919 B2 2019.9.4

フロントページの続き
(74)代理人 100211199
弁理士 原田 さやか
(72)発明者 池内 健
新潟県新潟市中央区旭町通１番町７５７番地 新潟大学脳研究所内
(72)発明者 桑野 良三
新潟県新潟市中央区旭町通１番町７５７番地 新潟大学脳研究所内
(72)発明者 佐藤 義明
茨城県つくば市東光台５丁目１番地３ エーザイ株式会社筑波研究所内

10

(72)発明者 ベルニエ フランソワ
茨城県つくば市東光台５丁目１番地３ エーザイ株式会社筑波研究所内
審査官 高田 亜希
(56)参考文献 欧州特許出願公開第０２６３１６４６（ＥＰ，Ａ１）
Yoshiaki Sato et al.，Identifi cation of a new plasma biomarker of Alzheimer sdisease
using metabolomics technology，Journal of Lipid Research，２０１２年，Volume 53，P567
‑576
Yoshiaki Sato et al.，Reduced plasma desmosterol‑to‑cholesterol ratio and longitudinal

20

cognitive decline in Alzheimer s disease，Alzheimer s & Dementia: Diagnosis, Assessm
ent & Disease Monitoring 1，２０１５年，P67‑74
Andrew O. Koob et al.，Lovastatin ameliorates α‑synuclein accumulation and oxidation
intransgenic mouse models of α‑synucleinopathies，Experomental Neurology，２０１０年
２月 １日，P267‑274
Pazit Bar‑On et al.，Effects of the cholesterol‑lowering compoundmethyl‑b‑cyclodextrin
in models of α‑synucleinopathy，Journal of Neurochemistry，２００６年，98，P1032‑104
5
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｇ０１Ｎ

３３／４８−３３／９８

ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）

30

