
“タウ”の不思議に迫り
国内の認知症研究に弾みをつける

◉井原　アルツハイマー病の発症メカニズムははっきりと分
かっていませんが、一つは「アミロイドβ」というペプチドが
長期間かけて脳内に凝集・蓄積することで、神経細胞の
働きが阻害されると考えられています。数年前まで、ワクチ
ンでアミロイドβを取り去る治療法の開発が盛んに進められま
したが、これは予防的なもので、認知症状を呈するよりもか
なり早期に治療を開始する必要があります。そこで、私たち
がフォーカスしたのが、「タウ」というタンパク質が関与する、
認知症の程度と関係する＊タウオパチーの解明です。アルツ
ハイマー病患者脳内の神経細胞を見ると、リン酸化したタウ
が主成分の、おびただしい
数の神経原線維変化が認
められます。タウは認知症
の発症に直接的に関与し
てくるので、タウを制御する
ことができれば治療法の確
立につながる可能性が高い
でしょう。本プロジェクトにお
いて、私たちは抗タウオパ
チーの創薬を実際に経験し、臨床試験の段階までステップ
アップさせたいと考えています。従来のような論文主体では
なく、アカデミアの枠を超え、特許出願や事業化を目指す！ 
そこを5 年間の最終ゴールに設定しています。
＊�神経原線維変化が主な病理像を「タウオパチー」と総称する。多
くの疾患が知られており、アルツハイマー病はその中の一つである。

◉高島　井原先生がおっしゃるように、タウに注目して創薬
を目指すということが本プロジェクトの大きな意義だと思いま
すね。私は以前から「タウの研究をしましょう！」と井原先生
にお願いしてきたんです。タウはもともと私たちの頭の中に
あって、恐らく何らかの機能を持った重要なタンパク質です。
それが、なぜある日突然、おかしなことを始めるのか？ 近
年、欧米ではタウの研究が盛んになってきていますが、日
本ではまだ動き出したばかりです。アミロイドβと違って、タウ
は試験管の中で容易に重合せず、動態が見えにくかったな
ど難しい部分があります。そうしたことも、今まで研究が進ま
なかった一つの要因かもしれませんね。今後、創薬につな
がる成果が生まれれば、大きなムーブメントとなって社会的
な注目度も高まっていくでしょう。私たちの取り組みは、国
内のタウ研究の先鞭をつけるという意味もあるんです。

◉杉本　私は以前、ある製薬会社で日本発のアルツハイ
マー型認知症治療薬の開発に成功しました。その経験とノ
ウハウを生かし、本プロジェクトではタウをターゲットとした有効
化合物の合成を担当しています。通常、アルツハイマーの
薬を事業化するためには、1 年以上の歳月をかけ、2 ～ 3
千例の患者さんの臨床試験を経なければなりません。莫大
な時間とコストがかかるため、相当な覚悟が必要で、その後
の開発が滞っているのが現状です。症状の進行を食い止
めるだけでも根本治療薬と言われるアルツハイマー病の厳し
い世界。その一方で、これまで同志社大学で培われてきた
脳研究に関するシーズと、日本を代表するプロフェッショナル
が一つのチームとなって、どのような成果を生み出していけ
るのか…。そういう意味では、夢とやりがいにあふれた仕事
だと言えますね。

“産”と“学”が持つ強みを掛け合わし
同志社大学ならではの社会価値を発信

◉宮坂　私は、線虫の神経細胞にタウを発現させることで
タウオパチーの疾患モデルを構築し、そこからアルツハイ
マー病に有効な化合物をスクリーニングしていこうと考えてい
ます。実は、タウは微小管という細胞骨格と結合して、神
経細胞の形を整える役割を果たしています。普段は神経の

　平成 20 年度より文部科学省では、「社会に貢献する脳科学」の実現を目指し、社会への幅広い応用を見据
えた大学研究機関等の脳科学研究をバックアップする「脳科学研究戦略推進プログラム」に取り組んでいます。
　4 年目にあたる平成 23 年度には、「精神・神経疾患の克服を目指す脳科学研究」研究開発拠点事業の代表
機関の一つとして同志社大学が選ばれ、今や社会的な課題となりつつあるアルツハイマー病のメカニズムの解
明と治療薬の開発に向けて取り組みを開始しています。
　今回は、本プロジェクトで最先端の研究に取り組むチームのメンバーをお招きし、プロジェクトの目的と意義、
アルツハイマー病克服へのロードマップ、そして将来の市場や産学連携の可能性など、多方面からディスカッ
ションを行いました。

「脳科学研究戦略推進プログラム」

脳の老化のメカニズムを解き明かし
アルツハイマー病治療薬の開発を目指す！
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軸索に存在していますが、何らかの変性が生じると細胞体
およびその周辺突起に蓄積して異常を引き起こします。この
際に微小管がなくなることがよく知られています。もし微小管
を安定させて消失を防ぐことができれば、アルツハイマー病
で苦しんでいる患者さんを救うことができるかもしれない…。
線虫を使った実験では、既にいくつか有望な化合物も見つ
かりつつあります。肝心なことは、見つかったシーズを創薬
へと結びつけるために、より最適な構造へと展開していくと
いうこと。海外では既に臨床試験を始めている研究グルー
プもあり、これからはグローバルを見据えた取り組みをしなけ
ればならないと思っています。

◉高島　Mn-MRIと呼ばれる装置を使って、モデルマウス
の行動実験や脳機能の評価を行っています。タウのリン酸
化そのものを止めることは（生じる副作用との関係で）難し

いので、リン酸化したタウが
神経細胞体の中に凝集す
るのを防ぐ候補化合物をい
くつか突き止めました。タウ
オパチーモデルマウスに投
与してみたところ、行動や
脳機能が改善されるなど有
意な結果が表れています。

今後はタウ凝集以外の作用に対応する化合物を見つけて
いきたいですね。タウの場合、ただ単に神経細胞の骨格を
支えているだけでなく、ほかに機能があることが分かっていま
す。まずはその全体像を明らかにすることで、もしかすると
脳の老化など未知のメカニズムが見えてくるかもしれません。
基礎から臨床まで幅広い学問にチャレンジできるのが、タウ
研究の魅力と言えるでしょう。

◉杉本　これまでの研究の中で、「X」「Y」という二つの
リード化合物が見つかっています。もちろん、これがそのまま
応用できるかどうかは、これからじっくりと構造を見ていかな
ければなりませんが、私自身、今後の展開には大きな期待
を寄せているんです。例えば、高島先生が持っているタウ
の凝集を抑える化合物は「D 体」と「L 体」という一対
の光学異性体（生体は L 体から成っているので、通常 L
体が効果をもつ）の混合ですが、L 体はアルツハイマー病
以外の治療薬として現在幅広く使用されています。私たち
は今 D 体が効果あるかどうか確かめています。もしD 体で
同様の効果が有るのならば副作用は最小限に抑えられるで
しょう。治療薬を実用化するには多大な時間がかかります

服は難しいでしょう。臨床試験の在り方を含めて、今後ど
のように認知症にアプローチしていくのか、改めて考え直す
時期に差しかかっています。

◉宮坂　今、「アミロイドPET」というスキャンで、アミロイド
βが脳内にどれくらい蓄積しているかを正確に診断すること
ができます。例えば、PET で診断したアミロイド貯留者 100
人のうち50 人に薬を投与し、残りの 50 人にプラセボーを
投与する。5または 10 年後、アルツハイマー病がどれくら
いの時期で発症するかをカウントする。もし、予防的な治療
を継続してきたグループの発症を数年でも遅らせることができ
れば、それだけで薬が効いたという有意な証拠になります。

が、こうした既知の化合物をさらにブラッシュアップすることが
できれば、同志社大学から世界初のアルツハイマー病根本
治療薬を発信できるかもしれませんね。

◉井原　本当にアルツハイマー病を克服できるのか？ 研究
者の中には、そんな疑問を抱く人もいます。確かに、アル
ツハイマー病を完全に治療することは容易でないかもしれま
せん。しかし、例えば 80 歳の人の病気の発症を5 年間遅
らすことができれば、現在の平均寿命から考えるとほとんど
の人が安らかな最期を迎えることができるでしょう。これは根
本治療薬と同じ効果を持つのではないでしょうか。これまで
の創薬の歴史を眺めると、まずはその場の知識で病気に効
きそうな化合物をピックアップし、それが当たればメカニズム
に立ち返るという作用重視のアプローチで発展してきたよう
に思います。最近では、メカニズム・オリエンテッドなもので
なければ科学的でないという風潮がありますが、もう一度創
薬のスタートラインに戻ってみることで、アルツハイマー病治
療薬開発の新しい道筋が見つかるかもしれません。

予防医学の思考を取り入れ
来るべき高齢社会の問題解決を示す

◉井原　現在、アルツハイマー病の患者の数は国内だけ
で約 400 万人。2050 年には約 1.5 倍に増えることが予想
されています。蛇口を閉じる方法を考えなければならない。
実は、認知症を発症していなくても、60 歳以上の日本人の
2 ～ 3 割くらいは脳内にアミロイドβの蓄積が見られます。 
アメリカでは 4 ～ 5 割と言われ、大きな社会問題となってい
ます。FDA（アメリカ食品医薬品局）では、まだ発症して
いないこのような潜在患者のことを「プレクリニカル（前臨
床期）アルツハイマー病」と呼んで、様々な対策を講じよう
と考えています。もちろん、治療薬の開発は急務ですが、
わが国においても予防的な考えを取り入れないと病気の克
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代表者／宮坂知宏、井原康夫

タウオパチーモデル線虫を用いた
神経機能の改善を指標とした有効化合物スクリーニング

　アルツハイマー病というものを突き詰めて考えると、その問題の本質は神経機
能障害に集約される。したがって、この神経機能障害を抑える化合物こそが治療
薬の候補となる。注意すべきは、神経機能障害は生体 (in vivo) を使わなけれ
ば評価出来ないという点だ。同志社大学の解析チームでは線虫 (C. elegans) 
を疾患モデル生物として用い、タウによって引き起こされる神経機能障害を抑え
る化合物を探索する。
　有効な化合物が見つかればそれを基に、種々の誘導体を合成し、解析をさら
に進めていく。このような実験を繰り返すことで、最も有効な化合物を探し当て
る。線虫はよく使われる実験動物で、このような in vivo スクリーニングに適し
た生物である。創薬と同時に、有効化合物をツールとし、タウオパチー神経変
性機構に迫ることを考えている。

代表者／高島明彦

動物モデルを用いた
化合物スクリーニング、 及び新規標的分子の検索

　これまでの研究から、図に示すような認知症の分子機構が明らかになってき
た。βアミロイドや老化が引き金となりタウのリン酸化酵素である GSK-3βを
活性化することで、過剰にリン酸化したタウを形成する。過剰にリン酸化したタ
ウが凝集し線維を形成する過程で、それぞれの凝集体によってシナプス消失、
神経脱落が生じる。このタウ凝集体によるシナプス消失、神経脱落は記憶障害
やタウオパチーなど認知症の直接の原因となる。
　本プロジェクトでは、抗タウオパチー薬の開発のためタウ凝集を阻害する化合
物をスクリーニングし、動物モデルを用いてシナプス脱落、神経細胞脱落を阻
止する抗タウオパチーの創薬を目指す。

代表者／杉本八郎

ポリフェノール（Y）を
リード化合物としたドラッグデザイン

　本プロジェクトの中で、（株）ファルマエイトが担当する研究は主に合成
研究に関すること、及びスクリーニングから薬効を示した化合物の体内動
態の研究を実施することである。シーズとなる化合物はすでに医薬品とし
て使われているものだが、抗タウオパチーとして優れた薬効を示すものを
得ている。また、天然ポリフェノールの誘導体の中にも薬効を示す化合物
を見出している。
　また、企業からの参加であるので、大学とは異なる切り口で研究から
事業化という橋渡しになる役割を重視したい。基礎研究から開発研究、
さらには臨床研究まで幅広い視野を持つことが成功の鍵を握っているか
らだ。抗タウオパチーに最も近い疾患はアルツハイマー病である。日本
から再びアルツハマー病治療薬を発進したい。

こうした治験を行うために
は、少なくとも一つはアル
ツハイマー病を治療する技
術を確立しなければなりま
せん。ですが、もしこのよう
な試みが許されるのならば、
みるみるうちに様々な予防
法、治療法が開発されるで
しょう。何枚ものカードを準備し、組み合わせることによって
かなり有効な発症のコントロールが可能になるでしょう。井原
先生がおっしゃったように、これが根本治療と同じ効果を持
つことになるのかもしれません。
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脳のはたらきを支える分
子の役割とメカニズムを
解明する。

神経細胞機能、回路機能
の異常・破綻によって生じ
る様々な脳神経疾患の基
本メカニズムを明らかにし
て、治療への道を開く。

神経細胞が作る回路ネット
ワークの成り立ちと作動原
理を解明する。

問合せ先

http://brainscience.doshisha.ac.jp/

同志社大学 脳科学研究科 事務室
住所  木津川市木津川台 4-1-1
TEL  0774-65-6046 FAX  0774-73-1911

E-mail  jt-nkgjm@mail.doshisha.ac.jp

　2012 年 4月、同志社大学は大学院脳科学研究科
（発達加齢脳専攻）を立ち上げ、5年一貫制の博士課
程を開設します。
　脳のはたらきは人間の実存の根幹であり、その仕組み
を明らかにすることは自然科学と精神科学の双方におい
て最重要の課題となっています。特に、脳の発達障害、
老化に関わる「発達・加齢」を対象とした脳科学研究

は科学的、社会的意義が高く、この分野を牽引する基
礎科学研究者の養成が求められています。
　本研究科では、分子細胞・システム・病態の3分野
にわたる8部門を配置し、同志社大学がこれまで培って
きた学際的な研究成果を生かし、ダイナミックかつ柔軟
な協力体制のもとに研究と大学院教育を行い、次世代
の脳科学を担う研究者を育成します。

同志社大学大学院「脳科学研究科」開設
5年一貫の博士課程で脳科学研究のリーダーを育成

◉高島　アミロイドβが蓄積されていても、認知機能は正常
という人はたくさんいます。では、「その人は病気なのか？」
という倫理的な問題をどう克服するか。現在の日本のシステ
ムでは、はっきりとした症状がない人を集めて治験を繰り返
すことは極めて難しい状況です。しかし、健康診断で身体
のどこかに癌が見つかれば、自覚症状がなくても何らかの
処置が必要になるでしょう。まず、予防医学に対する社会
的な意識を高めていくことが大切。アミロイドβやタウのよう
に、アルツハイマー病の存在や進行度を反映するバイオ
マーカーを明らかにすることができれば、予防薬の開発は一
気に進むかもしれませんね。

社会貢献と新市場創出、
二つの視点で世の中にない創薬を実現

◉杉本　今回、私は “ 産 ” の立場から、本プロジェクトに
関わっています。以前開発した治療薬の経験から言えば、
後を追うようにして他の製薬会社が参入し、今まで何もな
かったところに約 1 兆円の市場が生まれました。かつて、日
本は認知症研究の拠点としてトップランナーだったのです。
今、認知症の創薬を取り
巻く環境は厳しいものがあり
ますが、もし根本治療薬の
開発に曙光を差し込むこと
ができれば数兆円規模の
市場が見込めるでしょう。
本プロジェクトは、アルツハ
イマー病で苦しむ患者さん
を救うという社会的意義のある取り組みであると同時に、再
びわが国を認知症研究のリーディング・カントリーへと導く役
割を担っていると考えています。

◉宮坂　私自身、学生時代からずっとタウの研
究に取り組んできました。今までずっとマイノリティ
だったのですが、ここ数年の間に急激に注目され
るようになり、今後はアルツハイマー病研究におい
て重要な位置を占めるようになると思います。先
ほど、高島先生がおっしゃっていましたが、生体
に必要であるはずのタウがなぜ異常を引き起こす
のか？ まずはこの点を解明しなければなりません。
さらに多くの神経細胞は人間が生まれてから死ぬ
まで入れ替わることがないと言われていますが、タ
ウを蓄積した細胞は寿命を全うした神経細胞の最

後の姿ではないかと考えております。神経細胞の寿命の謎
を解き明かすことにもつながる、ロマンあふれる研究だと思い
ます。

◉高島　最初に言ったように、本プロジェクトで私たちは、
これまで培ってきたタウの基礎研究を磨き上げ、最終的に
創薬という形にまでもっていきたいと考えています。もちろ
ん、創薬には様々なアプローチがあると思いますが、その道
筋はこれまでの基礎科学の在り方を大きく変えるものになる
のではないでしょうか。面白そうなシーズを見つければそれ
で終わりではなく、社会から何が望まれているのか、どのよ
うな化合物が必要なのか…。その先にあるアウトプットを見据
えながら、すそ野の広い取り組みを進めていく。基礎科学
の研究手法そのものについて、世に問いかけを発していき
たいと思いますね。

◉井原　2012 年 4月、同志社大学大学院に脳科学研究
科（発達加齢脳専攻）が開設されます。全国でも珍しい
5 年一貫性の博士課程で、「分子細胞脳科学分野」「シ
ステム脳科学分野」「病態脳科学分野」の 3 分野 8 部門
を配し、最先端の生理学や分子生物学、疫学など学際的
な研究教育を通して、明日の脳科学を担う人材を育成した
いと考えています。加齢や発達に関わる脳科学の解明は、
今や社会的課題となっています。今後、同志社大学に寄
せられる期待はますます大きなものになっていくでしょう。私
自身、この 5 年の間にアルツハイマー病の治療薬を世の中
に出すところまでもっていって、若い世代にバトンタッチして
いきたい。他の企業や研究者が参入するきっかけづくりにな
ればと思っています。将来的には、本プロジェクトで生まれ
たシーズを活用して、社会に有用な研究成果が発信できれ
ば素晴らしいですね。本日は、どうもありがとうございました。

【研究室代表】髙橋 智幸

【研究室代表】高森 茂雄

【研究室代表】元山 純

シナプス分子機能部門

神経膜分子機能部門

神経発生分子機能部門

・シナプス前末端における機能分子動態メカニズム
・シナプス伝達調節機構の生後発達分子メカニズム
・シナプス前末端と周辺細胞のクロストーク

研究
テーマ

・�シナプス小胞の神経伝達物質再充填・酸性化の分子メカニズムの解明
・脳内有芯顆粒の分子解剖学的解析と新規生理活性物質の探索
・生後発達期のシナプス形成における膜制御因子の役割

研究
テーマ

・神経幹細胞の発生制御過程を制御する分子機構の理解
・生後神経幹細胞の損傷後修復過程の分子機構の理解
・脳内毛細血管ネットワークと神経幹細胞間の相互作用の理解

研究
テーマ

【研究室代表】御園生 裕明

【研究室代表】井原 康夫

チャネル病態生理部門

認知記憶加齢部門

・細胞内チャネル局在の分子機構�
���（小胞輸送メカニズム、live-cell�imaging）
・ K+チャネルによる睡眠行動の制御
���（ノックアウト・マウスを使った行動実験）
・K+チャネルによる病理的過興奮の制御機構
���（パッチクランプ電気生理学）

研究
テーマ

・γセクレターゼの酵素学的性質の解明
・基質特異的阻害剤開発の可能性
・線虫タウオパチーモデルの解析

研究
テーマ

【研究室代表】坂場 武史

【研究室代表】藤山 文乃

【研究室代表】水谷 健一

神経回路情報伝達機構部門

神経回路形態部門

神経分化再生部門

・大脳皮質 -大脳基底核 -視床ループの解明
・大脳基底核局所回路の解明
・大脳基底核疾患モデルの解析

研究
テーマ

・大脳皮質細胞構築における血管発生制御機構の解析
・神経幹細胞の細胞運命を決定付ける分子機構の解析
・サブタイプ特異的な大脳皮質ニューロンの培養技術の開発

研究
テーマ

・�シナプス伝達のメカニズム、特に多様性に関して、
局所神経回路の機能に関する研究

研究
テーマ

分子細胞
脳科学分野

病態
脳科学分野

システム
脳科学分野

2012年
4月
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特集｜「脳科学研究戦略推進プログラム」　脳の老化のメカニズムを解き明かしアルツハイマー病治療薬の開発を目指す！


