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研究成果の概要（和文）：一般住民の連続剖検症例を用いて、認知症の病理変化と生活習慣

病関連因子との関連を病理疫学的に検討した。アルツハイマー病は病理学的に老人斑と神

経原線維変化を特徴とする神経変性疾患であり、耐糖能異常、特にインスリン抵抗性が主

に老人斑の形成に関与することを明らかにした。続いて脂質代謝異常とアルツハイマー病

の病理所見との関連を解析し、総コレステロール高値、特に LDL コレステロール高値の場

合、老人斑形成のリスクが高まることを示した。 
 
研究成果の概要（英文）：The	 epidemiological	 studies	 indicate	 that	 the	 prevalence	 of	 
Alzheimer	 disease	 is	 increasing	 at	 an	 accelerating	 pace	 in	 parallel	 with	 an	 increase	 
of	 metabolic	 disorders.	 We	 reported	 that	 insulin	 resistance	 is	 associated	 with	 the	 
plaque-type	 pathology	 of	 Alzheimer	 disease.	 Next,	 we	 have	 shown	 that	 dyslipidemia	 
may	 also	 be	 an	 independent	 risk	 factor	 for	 neuritic	 plaque	 formation. 
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１．研究開始当初の背景 
(1)	 久山町研究は、久山町（人口約 8000	 人）
の 40	 歳以上の住民を対象とし、1961	 年より
今日まで継続している疫学調査である。特徴
として、追跡率が 99%を越え、さらに対象者
の死因を原則として病理解剖にて検討して
いることにある。1985	 年に 65	 歳以上の高齢
者を対象に認知症の疫学調査が始まった。そ
の後 1992	 年、1998	 年、2005	 年にも同様の

有病率調査を行ったが、受診率は 92％～99％
と極めて高い。健診項目についても急速な人
口の高齢化と生活習慣の欧米化によって糖
尿病患者が増加している状況をふまえ、1988	 
年の健診で、40-79	 歳の約 80％に当たる住民
に 75g	 経口糖負荷試験を実施し、耐糖能異常
の正確な頻度をわが国で初めて報告した。糖
尿病のアルツハイマー病(AD)に対する相対
危険度は久山町研究（2.18	 倍、1995	 年）、
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ロッテルダム研究（1.9	 倍、1999	 年）、ホノ
ルルアジアエイジング研究（1.8	 倍、2002	 
年）で、およそ 2倍前後という結果が得られ
ている。一方、糖尿病と AD 病理の関連に関
する報告は少なく、関連を認めたものはホノ
ルルアジアエイジング研究だけで、APOEε４
と糖尿病を有する群で、海馬の老人斑、皮質
および海馬の神経原線維変化で有意差を認
めると報告されている。	 
(2)	 変性型認知症の病型については臨床所
見のみではその分類に限界があり、剖検によ
る病理学的診断が精度を高めるためには必
須である。しかも病理診断の基準についても、
1990	 年代以降に新たな病理所見の定量的な
診断基準が追加提唱され、その都度、その基
準に照らした精度の高い診断が求められる。
本研究では最新の臨床病理学的診断基準を
適用するために必要な追加標本作製を行い、
一般住民における認知疾患の病型を精度高
く決定し、脳病理所見のデータベースの構築
を日々更新している。	 
 
２．研究の目的 
日本人の認知症は欧米に比べて、脳血管性認
知症(VD)の割合が高かったが、生活習慣が欧
米型に移行するにしたがって、AD の割合が増
加しており、耐糖能異常などの生活習慣病危
険因子と AD	 発症との関連が注目されている。
本研究では久山町研究で得られた一般住民
の連続剖検症例について老人斑、神経原線維
変化などの詳細な神経病理学的定量解析を
行ない、これまで蓄積してきた生活習慣病の
危険因子に関する健診データとの相関を統
計学的に解析し、生活習慣がどのような変性
型認知症の病理所見の形成に関与し、その有
病率を増加させているかを解明する事を目
的としている。	 
	 
３．研究の方法 
(1)	 認知症の病理学的病型分類と病理所見
の定量的データベースの構築	 
	 AD	 の評価：老人斑の評価を CERAD	 診断基
準に基づき、また神経原線維変化の評価を改
訂された Braak	 の stage	 分類に基づいて行
う。最終的に NIA-Reagan	 institute	 Criteria	 
(NIA-RI)により老人斑と神経原線維変化を
組み合わせて AD	 の病理学的変化を評価する。	 
染色は	 HE	 染色、Bielschowsky	 染色変法（平
野銀染色）、Aβ免疫染色、tau 免疫染色(AT-8)
を行う。	 
	 レビ−小体型認知症(DLB)の評価：DLB	 の神
経病理学的診断は、国際ワークショップ
(2005)でまとめられた新たな病理診断基準
に基づいて行う。染色はα-synuclein	 免疫
染色を行う。	 
	 VD	 の評価：脳血管障害病変の発症年齢、
部位と大きさ、脳動脈硬化の強度を記録する。

この所見をもとに NINDA-AIREN	 診断基準を
使用する。	 
	 混合型認知症の評価：混合型認知症の診断
は現在、疾病分類学的に確定した診断名では
ない。そこで NINDA-AIREN	 診断基準に合致す
る脳血管性認知症病理所見と重度の AD	 病理
所見（CERAD	 診断基準の”Definite”または
NIA-RI	 診断基準の”High	 likelyhood”）を
合わせ持つ場合を便宜的に混合型認知症と
診断する。	 
(2)	 認知症スクリーニングのための住民健
診項目と生活習慣病関連因子	 
高次機能調査として改訂版長谷川式簡易知
能スケール	 (HSD-R)、Mini-Mental	 State	 
Examination	 (MMSE),	 CDR による一次調査を
行なった。	 
	 生活習慣病に関する健診項目：空腹時血糖、
糖負荷後血糖、空腹時インスリン、糖負荷後
インスリン、HbA1c、収縮期、拡張期血圧、
総コレステロール、HDL コレステロール、LDL
コレステロール、中性脂肪、BMI、腹囲、
HOMA-IR、喫煙、飲酒、運動習慣の有無、経
口糖尿病薬の使用、インスリン使用、降圧薬
使用	 
	 
４．研究成果	 
(1)	 認知症の病理学的病型分類と動向	 
	 近年の認知症病型の動向をより詳細に検
討するために、1986 年から 2003 年までの認
知症連続剖検 205 例と、	 2005 年から 2012 年
までの認知症連続剖検 97 例の病理診断を比
較検討した（図１）。	 
図１	 認知症連続剖検例の病型別分類	 

1986 年から 2003 年においては,	 AD が 73 例
（35.6%）で最も多く、次に VD59 例(28.8%)
であった。以下、DLB が 3 番目に多く、次に
その他の中に含まれる神経原線維型認知症
と続いた。AD と VD に関しては,	 それぞれが
他の認知症を混合した病理診断を検討して
も、ADが 52.7%でありVDの 42.9%を上回った。
2005 年から 2012 年においても、AD は 52 例
(53.6%)であり最も多かった。2003 年までと
比較すると、AD は 35.5%から 53.6%と顕著な
増加を示していた。一方でVDは13.4%であり,	 
2003 年までの 28.8%と比較すると大幅に減少
していた。AD の上昇と VD の減少は,	 それぞ
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れ他の認知症を混合した病理診断において
も同様の傾向であった。臨床的な AD の有病
率は 1998 年の時点で既に有意な上昇傾向を
示していた。2005 年から 2012 年までの近年
の剖検診断による検討で AD の病理診断率が
更に高くなっており、	 AD の有病率の上昇傾
向は持続している可能性が高い。	 
	 性差別の病理診断の検討も行った（図２）。	 
図２	 性差における認知症病型別分類	 

	 
1986 年から 2003 年において、男性では VD の
病理診断率が 44.9%と最も高かった.	 次いで
AD の 26.9%であった。一方女性においては,	 
AD が 41.7%と最も高く、次いで VD は 18.9%
であった。2005年から2012年においては,	 男
性では AD が 38.2%と増加し、VD の 11.8%を上
回り最も多くを占めていた。VD は 2003 年ま
での 44.9%から顕著に減少した。女性におい
ては AD が 61.9%で最も多く。2003 年までの
41.7%から更に増加していた。VD に関しては
2012 年までにおいては 14.3%であり軽度の減
少を示していた。AD の病理診断率は近年にな
り急速に増加しており、その傾向は男女どち
らにもみられた。VD は男女共に減少している
が、特に男性においてその減少が目立ってい
た。	 
	 (2)	 耐糖能異常と認知症の関係	 
糖尿病は，脳血管障害を進展させて脳血管性
認知症を引き起こすことが知られているが、
糖尿病と AD の関係も注目されるようになっ
た。1998	 年以降に行われた健診では，40	 歳
以上を対象に 75g	 経口糖負荷試験（OGTT）を
用いて耐糖能レベルを正確に判定している。
その結果、糖尿病の頻度は 1988	 年では男性
15.0%、女性 9.9%	 であったが、2002	 年では
それぞれ 23.6%，13.4%	 に増加していた。糖
尿病と AD がともに急速に増加していること
に注目し、連続剖検脳データベースを用いて
老人斑などの病理変化と耐糖能異常との関
連について検討した。1998 年から 2003 年の
約 5 年間に死亡した住民 290 名のうち、連続
剖検は 211 例であり（解剖率：73％）、その
うち 1988 年に 75gOGTT を施行した 135 名を
対象とした。糖尿病関連因子として、空腹時

血糖、負荷後血糖、空腹時インスリン、
HOMA-IR（インスリン抵抗性指標）と病理所
見との関連を統計学的に解析した。その結果、
負荷後血糖や HOMA-IR の上昇といった耐糖能
異常、特にインスリン抵抗性が老人斑出現の
リスクを有意に増加させた（表１）。さらに
アポリポ蛋白Eの遺伝子多型APOEε４の有無
による層別解析の結果、APOEε４とインスリ
ン抵抗性を示すグループでは老人斑出現の
オッズ比が相乗的に高くなることを見出し
た。老人斑の蓄積に空腹時血糖上昇よりイン
スリン抵抗性が関係している点が注目され
る。	 
表１	 血糖値,空腹時インスリン値および
HOMA-IR と老人斑との関連	 

	 オッズ比	 95%信頼区間	 P値	 

空腹時	 

血糖値	 

1SD 上昇	 

1.41	 (0.88,	 2.26)	 0.15	 

糖負荷後	 

血糖値	 

1SD 上昇	 

1.71	 (1.04,	 2.80)	 0.03	 

空腹時	 

インスリン	 

1log 上昇	 

2.03	 (1.11,	 3.70)	 0.02	 

HOMAHM-IR	 

1log 上昇	 
2.11	 (1.18,	 3.79)	 0.01	 

(3)	 脂質代謝異常症との関連	 
	 1998 年から 2003 年の期間の連続剖検例
211 例のうち、1988 年の健診で中性脂肪に対
する食事の影響を除外するため空腹時採血
をした 147 例を対象とした。脂質関連因子と
して、総コレステロール、LDL コレステロー
ル、HDL コレステロール、中性脂肪と AD 病理
との関連を統計学的に解析した。老人斑の出
現頻度別における総コレステロール、LDL コ
レステロール、HDL コレステロール、中性脂
肪の平均値（mg/dl）を性、年齢調整をして
共分散分析(ANCOVA)をした結果を表２に示
す（†P<0.10,	 *P<0.05	 vs	 none）。	 

総コレステロールと LDL コレステロール平均
値は老人斑なしの群に比べると老人斑が出
現すると上昇しており、一方 HDL コレステロ
ールの平均値は,老人斑なしと比較して、老
人斑が出現すると低下していた。	 

表２.	 

老人斑	 
none	 sparse	 moderate	 frequent	 

総コレス

テロール	 
188.4	 211.5*	 218.9*	 205.8†	 

LDL コレス

テロール	 
118.0	 137.0†	 148.2*	 133.7†	 

HDL コレス

テロール	 
52.7	 48.5	 51.5	 47.4†	 

中性脂肪	 89.3	 116.1†	 88.4	 108.7†	 
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図３	 脂質関連因子の 4分位毎のオッズ比	 
老人斑のリスクについてロジスティック解
析でオッズ比を算出した。老人斑の有無は
CERAD における none を無し、sparse 以上を
有りと定義した。モデル１：性年齢調整。モ
デル２：モデル１＋収縮期血圧、空腹時血糖、
空腹時インスリン、BMI、喫煙、運動、脳血
管障害調整。モデル３：モデル２＋APOE4 キ
ャリア調整。	 

総コレステロールと LDL コレステロールで一
定の値を超えると老人斑形成のリスクが有
意に高まり，この関連は APOEε４アレルとは
独立していた。HDL コレステロールでは、値
が 40mg/dl 以上に上昇した群で、オッズ比が
低下したが、多変量解析後は有意差がなくな
った。中性脂肪でも最も高い群（139mg/dl 以
上）でオッズ比が上昇したが、有意差は認め
なかった。	 
	 	 脳内のコレステロール代謝に関わるアポ
リポ蛋白 Eは老人斑に沈着すると共に、その
遺伝子多型がアルツハイマー病の強力な危
険因子である事が知られている。しかも血液
中と脳内のコレステロール代謝は血液脳関
門により隔絶されていて、脳内のコレステロ
ールは血清コレステロールとは別の代謝･輸
送系を有している。今後は脂質代謝異常症が
脳内の脂質代謝に及ぼす影響を合わせて検
討する事が必要である。	 
	 生活習慣病関連因子である耐糖能異常と
脂質代謝異常の両方が老人斑の形成を通し
て、AD 病態に関与している可能性を示した。
生活習慣病の予防および改善といった介入
が AD の発症リスクを実際にどの程度軽減で
きるかを疫学研究で明らかにすることが重
要な目標となる。	 
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