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１． 研究計画の概要 

 
 脳アミロイドアンンギオパチー（CAA）は
高齢者に好発する脳血管へのアミロイド沈
着症であり脳出血等の原因となる。CAA 関連
脳出血のリスク評価法は確立しておらず、ま
た予防法もない。本研究の目的は次の 2点で
ある：(1) CAA 関連脳出血発症リスクの評価
法の確立: CAA 関連脳出血を将来生じるリス
クの評価を、(a)脳画像（MRI、アミロイドイ
メージング）、(b)バイオマーカー（脳脊髄液
および血液中のアミロイド関連蛋白や遺伝
子多型解析）、(c)その他の随伴する疾患ない
しは病態（高血圧の合併など）の 3つの観点
から行い、それらを統合したリスク評価法を
提案し、その有用性を検証する。(2) CAA 及
び CAA 関連脳出血の予防法の開発：新たに開
発する CAA の in vitro モデル及び in vivo
モデルを用い、CAA に対して有効な化合物を
スクリーニングし、さらに in vivo のモデル
動物を用いてその効果を確認する。 
 
２． 研究の進捗状況 

 
（１） CAA 関連脳出血リスク評価法開発 
 世界初の CAA 関連脳出血の全国調査を
行い、わが国における CAA 関連脳出血の
疫学、危険因子、臨床像、予後等を報告
し、出血リスク評価法構築のための基盤
データを得た。 
 地域在住ボランティアおよびアルツハイ
マー病（AD）/CAA 患者の臨床データ（神経心
理 検 査 を 含 む ）、 画 像 デ ー タ
（MRI/FDG-PET/PIB-PET）、血液および脳脊髄
液サンプルの収集・蓄積が数百名規模で進行

した。地域在住ボランティアから認知機能正
常 者 を 抽 出 し 正 常 対 照 と し た 。
MRI/FDG-PET/PIB-PET の 3 者を用いた画像解
析研究では、AD における CAA の合併パターン
などが明らかになり、更に、CAA 合併例に特
徴的な脳代謝の変化、脳アミロイド沈着パタ
ーンの解析が進行した。さらに、収集したサ
ンプルを用い、CAA のリスクであるアポリポ
蛋白 E遺伝子型等の生化学・遺伝子マーカー
の解析が進行した。 
 
（２）CAA 及び CAA 関連脳出血の予防法の開
発 
 CAA の in vitro モデル構築を目的とした研
究で、生体条件に近づけるため試験管内 Aβ
重合反応の Aβペプチドを低濃度にすると、
気液界面で線維の重合核を形成することを
見いだした。反応容器の気液界面をなくすこ
とでこの問題を回避し、生体内の Aβ線維形
成をより正確に模倣しうる反応系を構築し
た。In vitro 研究により、天然フェノール化
合物（ミリセチン、NDGA、フェルラ酸、クル
クミン、ロスマリン酸）に Aβ凝集（オリゴ
マー及び線維形成）抑制作用があることを解
明した。これらのフェノール化合物を CAA モ
デルである脳アミロイドーシスマウスに投
与したところ、Aβ斑および CAA を抑制ない
しは軽減する傾向を認め、一方、CAA 関連脳
出血は認めなかった。 
 
３． 現在までの達成度 

 
①当初の計画以上に進展している。 
（理由） 
 CAA 関連脳出血リスク評価に関しては、全
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国調査によって明らかにした CAA関連脳出血
の実態に関するデータ（国際誌に報告）を参
考に、患者及び地域健常高齢者の臨床及び画
像データやサンプルの収集が順調に進展し
ている。CAA 関連脳出血例の血液・脳脊髄液
サンプル収集については、研究代表者の施設
だけでは数が不十分であったで、全国の諸施
設に協力を依頼し、貴重な CAA サンプルをご
送付いただく方式を確立し、検体収集を継続
している。こうした CAA の大規模研究は世界
的にみても稀なものとなっている。 
 予防法開発については、in vitro 実験系の
構築、それに基づく Aβ凝集抑制作用化合物
の探索、さらに in vivo 動物モデルによる抗
アミロイド効果の検討にまで研究は進み、そ
の成果を国際誌に報告した。 
 
４． 今後の研究の推進方策 

 
 CAA 関連脳出血リスク評価法に関しては、
臨床、画像データ、生化学・遺伝子マーカー
等を統合した検討を行う。 
 予防法に関しては来年度までに作用機序
の分子メカニズムを含めた基礎的検討を終
える。 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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