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II. 成果の概要（総括研究報告）
山田正仁教授（金沢大学医薬保健研究域医学系）、篠原もえ子助教（金沢大学医薬保健研究域医学系）
らのグループは、食品関連の認知症危険・防御因子および、その ApoE ɛ4 アレルとの相互作用を明らかに
するため、石川県中島町で 2006 年より実施している前向き地域コホート研究データ（60 歳以上約 3000
名、調査率 90％、10 年間）を縦断的に解析し、ApoE ε４陽性高齢女性では、栄養素 X の血中濃度高値は
将来（平均 7.5 年後）の認知機能低下の抑制と関連することを見いだした（論文作成中）
。また、軽度ア
ルツハイマー病に対するロスマリン酸臨床試験（平成 28 年 8 月試験食品投与終了）のデータの解析のた
め、臨床試験データの固定化する作業を行った。
小野賢二郎教授（昭和大学医学部）らのグループは、サイズ排除クロマトグラフィーを用いて Aβ42 溶
液をインジェクトし、不溶画分である成熟線維をのぞき、主にモノマーである low molecular weight peak
（LMW）とプロトファイブリル（protofibrils:PF）の peak を取り出し、電子顕微鏡や電気泳動で特性を確
認した。また、LMW 画分を 37℃、pH7.5 でインキュベートして、典型的な Aβ42 線維の形成を確認した。
更に、チオフラビン T を用いた分光蛍光定量法を立ち上げてミリセチンの Aβ42 凝集抑制効果を確認し
た。
中山隆宏准教授（金沢大学理工研究域）らのグループは、高速原子間力顕微鏡を用いてアミロイド β142 凝集反応における個別の凝集体の構造動態を天然フェノール化合物の存在下と非存在下で観察したと
ころ、天然フェノール化合物存在下では線維伸長が抑制され、天然フェノール化合物を除去して新しい
Aβ1-42 を加えると、それまで伸長を抑制されていた線維も伸長し始めることを見出した。
濵口毅講師（金沢大学附属病院）らのグループは、食品由来のペプチド Y、Z を試験管内で線維化し、
その線維の Alzheimer 病（Alzheimer’s disease: AD）モデルマウス脳への注入を行った。
小林彰子准教授（東京大学大学院農学生命科学研究科）らのグループは、これまでにクーロメトリック
式 HPLC-ECD を用いた血漿中ロスマリン酸濃度の測定系を確立しているが、脳脊髄液およびロスマリン
酸の生体内代謝物の分析にクーロメトリック式 HPLC-ECD は適さなかった。そこで、LC-MS/MS による
分析系を検討し、逆相カラムを用いたアセトニトリルのグラジェント溶出で、エレクトロスプレーイオン
化（ESI）法で MS スペクトルを測定した。ロスマリン酸はリテンションタイム 17～18 分の間に溶出さ
れ、0.01ppm まで検出可能となった。また、AD モデルマウスに、1 年間のロスマリン酸投与を行い、行
動試験ではコントロール群では認知機能が低下し、ロスマリン酸摂食群では認知機能低下が抑制された。
このマウスより血漿を採取し、microRNA を抽出精製した。
岩田修永教授（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）らのグループは、Aβ の代謝(産生・分解)に関わ
る遺伝子発現や酵素活性を制御して抗 Aβ 作用を示す 74 種類の天然型ポリフェノール化合物のスクリー
ニングを行い、 9 種類のネプリライシンの活性を増強する天然ポリフェノール、6 種類の α セクレター
ゼ活性増強と β セクレターゼ活性低下作用を有し抗 Aβ 作用を示す天然ポリフェノールを同定した。本ス
クリーニングにおいてポジティブな作用を示した化合物およびネガティブな作用を示した化合物を総合
的に評価して、ネプリライシン活性増強および α セクレターゼ活性増強及び β セクレターゼ活性低下作
用に必須となる最小構造を決定した。

The data from community-based cohort study revealed that among high aged female with ApoE ɛ4, persons
who have high concentrations of nutrient X in their blood were less cognitive decline in the future (mean of 7.5
years later).
We have been analyzing the data from clinical trials using Melissa officinalis extract which contains rosmarinic
acid in patients with mild Alzheimer's disease (AD). We have compared the amyloid markers (amyloid PET, CSF
Aβ) before and after the administration of Melissa officinalis extract which contains rosmarinic acid.

We have

been fixing clinical trials data.
We injected fresh Aβ42 solution, and collected low molecular weight peak (LMW) which was monomer mainly,
and peak of protofibrils after the removal of insoluble fraction of the mature fibrils. We confirmed each specific
feature by electron microscopy and electrophoresis. In addition, we confirmed the formation of typical Aβ42 fibrils
after the incubation of LMW fraction at pH 7.5, 37℃. Furthermore, we set up the fluorescence spectroscopic
analysis with thioflavin T, and confirmed the inhibitory effect of myricetin on Aβ42 aggregation.
Recent biochemical studies have revealed that many species of Aβ1-42 aggregates with different structures
coexist in the aggregation reaction and that some of natural phenolic compounds inhibit assembly of monomeric
Aβ1-42 into oligomeric states and destabilize amyloid fibril structures. However, the bulk-phase assays for the
coexistence of various Aβ1-42 aggregates limit identification of drug-target steps in the reaction. Here, using the
single-aggregate observation technique by high-speed atomic force microscopy, we show Aβ1-42 fibrils are hard to
grow in the presence of natural phenolic compounds whereas those fibrils can elongate after removal of the
polyphenols. These results suggest that those compounds can also reversibly inhibited Aβ1-42 fibril growth and that
the habitual intake of natural phenolic compounds also possibly repress the growth of amyloid plaques in AD
brains.
We reported that aggregates of peptide Y and Z derived from diet could promote Aβ aggregation in vitro. To
elucidate if these peptides have seeding effect of cerebral β-amyloidosis in vivo, we prepared peptide Y and Z
aggregates in vitro, and injected them into brains of AD model mice.
We already established an analytical method of rosmarinic acid in plasma by HPLC-ECD with a coulometric
detection system. However, the HPLC-ECD method was not suitable to analyze rosmarinic acid in cerebrospinal
fluid and rosmarinic acid metabolizes, generated by intestinal microbiota. We tried to establish an analytical method
using LC-MS/MS, and the detection limit for rosmarinic acid on this method was 0.01 ppm.
AD model mice were fed rosmarinic acid feeding (RA) for 1 year, and control feeding group was shown by
behavioral tests to have decreased cognitive function; however, RA treatment suppressed this decrease in cognitive
function. Plasma was collected from these mice, and micro-RNA was isolated and purified from them.
We screened natural polyphenols modulating activities and/or gene expression of neprilysin, α-secretase and βsecretase, which are involved in brain Aβ metabolism, using a natural product library and a cell culture system, and
found that nine polyphenols up-regulating neprilysin via gene expression, and six compounds upregulation of αsecretase and downregulation of β-secretaset. Finally, we determined minimal structures of natural polyphenols to
upregulate neprilysina and α-secretase or downregulate β-secretase by evaluating their positive and negative effects
inclusively.
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