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アルツハイマー患者数

2006年： 26,000,000人
2050年： 100,000,000人以上

Brookmeyer et al., Alzheimers Dement. 3, 186-191, 2007

アルツハイマー病(AD)は世界的に最も多い神経変性疾患

アルツハイマー病とは

認知障害、人格の変化
↓

意思疎通も困難になる

Plassman et al., Neuroepidimiology 2007; 
29: 125-132 

認知症の7割がアルツハイ
マー病であるとのデータも

認知症の社会的コスト

14.5兆円！
2014 厚労省発表
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アルツハイマー病とは

[2]

記憶や空間学習能力
に関わる

海馬

医療法人永仁会 入間ハート病院 HPより引用

Oakley et al., J. Neurosci. 26, 10129-10140, 2006.

老人斑
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老人斑はアミロイドβ (Aβ)が凝集沈着したもの

Patterson et al., CMAJ 178, 
548-556, 2008.

Aβ凝集体は神経毒性を持つため
Aβ凝集はアルツハイマー病発症の

引き金となる（アミロイド仮説）
↓

Aβ凝集阻害物質は
アルツハイマー病の予防や治療に有効

Aβ凝集体を選択的に標的

とする抗体アデュカヌマブ
が、Aβ沈着を抑制し、認知
機能低下を鈍化させた。

Sevigny et al., Nature 537, 50-
56, 2016.
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量子ドット（QD）を用いたAβ凝集過程の可視化

量子ドット（QD）：蛍光性半導体ナノ結晶

【特徴】

ナノサイズの大きさ

有機蛍光色素より明るい

長期光安定性（退色しない）
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QD

Aβ

Aβ

量子ドット（QD）を用いたAβ凝集過程の可視化
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QDAβによるイメージングの応用

顕微鏡レベルで凝集体形成やその阻害を観察可能
↓

凝集阻害物質の微量ハイスループットスクリーニングに応用できるのでは？

Tokuraku, Marquardt, & Ikezu, PLOS ONE 4, e8492, 2009. 
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Aβ凝集阻害物質の微量ハイスループットスクリーニング法
Microliter-Scale High-Throughput Screening法（MSHTS法）

コントロール 阻害無し 凝集阻害

インキュベート

＋凝集阻害候補物質
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植物類等より
溶媒抽出

抽出物を設定した
濃度に希釈

抽出物溶液とAβ溶液とを
それぞれ3 μlずつ混合

サンプル3 μl
+

Aβ溶液3 μl
60 μM Aβ42

60 nM QDAβ
1×PBS

Buffer
1×PBS
10%EtO
H

1536 ウェルプレートに
Aβ溶液+サンプル溶液を
5 μl ずつ注入

ウェル内液面を
平らに

遠心分離
4 ℃、10,000 g ，2 min

ウェルプレート遠心機
3,700 rpm ，5 min

蛍光顕微鏡で観察
線維量を画像解析より
定量化

24時間
インキュベート

EC50（50%効果濃度）を算出
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Aβ凝集阻害物質によるAβ凝集阻害の直接観察

0 µM               1.0 µM               10 µM    100 µM

100 µm

凝集前

凝集後

37 ℃
24時間

ロスマリン酸濃度
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新技術の特徴・従来技術との比較

1536 ウェルプレート

9 cm

13 cm

微量（5 μL）
1536ウェルプレートの使用により5 µLのサンプル量で解析が可能
（原理的にはさらなる微量化も可能）

ハイスループット
1536ウェルプレートの使用により、最大1536サンプルの解析が可能
（チップ化することでさらなるハイスループット化も可能）

不純物の影響を受けにくい
蛍光強度ではなく、画像解析により凝集体量を数値化するため、内
部フィルター効果を示すような夾雑物を含むサンプル（天然物質由
来の粗抽出物やドレッシングなどの加工食品など）
の解析も可能
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想定される用途

天然物質からのAβ凝集阻害物質の探索
• 香辛料からの探索（Ishigaki et al.,  PLOS ONE 8, e72992 , 2013）

• 北海道近海の生息する海藻からの探索（Ogara et al., J. Biosci. Bioeng.120, 45-50, 2015）

• シソ科植物からの探索（徳楽、上井、特願2015-047017）

• 北海道産植物抽出物ライブラリーからのAβ凝集阻害活性の網羅的評価

• アイヌ民族有用伝承植物のAβ凝集阻害活性の網羅的評価（地方創生加速化交付金事業）

化合物群からのAβ凝集阻害物質の探索
• 低分子芳香族有機化合物ライブラリーからの探索

Aβ凝集阻害物質の構造活性相関の解析
• ロスマリン酸のAβ凝集阻害メカニズムの解析

機能性食品開発を指向したAβ凝集阻害活性の評価
• 食品加工残渣のAβ凝集阻害活性の評価（企業との受託研究）

• 天然素材のAβ凝集阻害活性の評価（企業との受託研究）

• 道東地域の生物資源を活用した抗認知症機能性食品の開発（JST採択事業）
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ローズマリー、セージ、レモンバーム、
サルビアなどのハーブが老化に伴う脳
の衰えを防ぐ効果があることが古くから
知られていた。
これらは、全てシソ科の植物。

シソ科ハーブ系香辛料が高い
Aβ凝集阻害活性を示した。

サマーサボリーの活性本体はロ
スマリン酸だった。

Ishigaki et al.,  PLOS ONE 8, e72992 , 
2013

香辛料52種類のAβ凝集阻害活性の評価
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シソ（紫蘇）のAβ凝集阻害活性の評価

チリメンアオジソ（青ちりめん）
Perilla frutescens

var. crispa ‘Viridi-crispa’

チリメンジソ（赤ちりめん）
Perilla frutescens

var. crispa

北海道白糠郡白糠町より提供
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赤、青ちりめんのサンプル処理

赤ちりめん 青ちりめん

葉 葉茎 茎花

エタノール抽出
熱水抽出

エタノール抽出
熱水抽出

エタノール抽出

青ちりめん

葉 1056.2 g + エタノール6 l （一斗缶内）

茎 541.4 g + エタノール3 l （ガロンビン内）

赤ちりめん

葉 751 g + エタノール4.3 l （一斗缶内）

茎 505.2 g + エタノール3 l （ガロンビン内）

花 57 g + エタノール400 ml （1000 ml 茶瓶内）

青ちりめん
・薄い、青っぽい緑色の色
素が溶けだした。

葉 906.2 g + 熱水4.5 l

茎 500.1 g + 熱水2.8 l

赤ちりめん
・熱水に入れるとすぐ透明の
赤い色素が溶けだし、
10分後には赤青く濁っていた。
→冷えると青紫色に

葉 748.5 g + 熱水3.7 l

茎 524.4 g + 熱水3.0 l

エタノール抽出

熱水抽出

熱水抽出

エタノール抽出
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タイム サボリ－ スペアミント 葉 EtOH 葉 熱水 茎 EtOH 茎 熱水 花 EtOH 葉 EtOH 葉 熱水 茎 EtOH 茎 熱水

EC
50

[m
g/

m
l] 

z

赤ちりめん 青ちりめん

0.027
±0.035

0.016
±0.007 0.014

±0.012

0.0061
±0.082

0.0018
±0.0012 0.00048

±0.00024

0.0038
±0.0027

0.006
±0.002

0.0054
±0.0043

0.018
±0.005

0.049
±0.056

0.035
±0.015

活性の高かった
シソ科香辛料 [1]

[1] Yukako Ishigaki ,et al, issue8, e72992 , (2013)
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北海道産植物504種類のAβ凝集阻害活性の網羅的評価

504種類のデータ 植物の分類ごとの活性

「アイヌ民族伝承

有用植物の機能
性評価」に活用

アイヌ民族伝承薬用植物
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化合物ライブラリーの評価

• 解析した114サンプル中、9サンプルが
阻害活性を示した。

• 高い阻害活性を示したものは2サンプルで、
どちらも共通の骨格を含んでいた。
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ロスマリン酸の構造活性相関

アルコキシ基 

カルボキシ基  フェノール性水酸基 

フェノール性水酸基  

不飽和結合 

結合様式 

O

O
OHO OH

OH
HO

HO



20

実用化に向けた課題

• システムの自動化

• Aβ凝集阻害物質の神経細胞に対する効果

• Aβ凝集阻害物質の動物に対する効果

• Aβ凝集阻害物質のヒトに対する効果
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企業への期待

• 蛍光プローブの開発

• 画像解析法の最適化

• 分析ベンチャー企業

• 様々な素材の評価
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：アミロイドβタンパク質の

凝集阻害組成物

• 出願番号 ：特願2015-047017
• 出願人 ：国立大学法人室蘭工業大学

• 発明者 ：徳楽清孝、上井幸司
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産学連携の経歴

• 2014年-2015年 民間企業1社との共同研究実施

• 2014年-2015年 JST A-STEP【FS】探索タイプに採択

• 2015年- 北海道白糠町と包括連携協定の締結

• 2015年-2016年 ノーステック財団、イノベーション創出研究

支援事業に採択

• 2016年-2019年 白糠町地方創生加速化交付金事業

• 2016年-2017年 民間企業3社との受託研究実施

• 2016年-2017年 JST マッチングプランナー事業採択
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お問い合わせ先（必須）

室蘭工業大学

地域共同研究開発センター

准教授 柴田 義光

ＴＥＬ ０１４３－４６ － ５８６５

ＦＡＸ ０１４３－４６ － ５８７９

e-mail y_shibata@mmm.muroran-it.ac.jp


