●これからの展望

認知症研究

はじめに
16

催された︒

秋 山 治 彦

ランは︑認知症サミットに対応した日本政府の

具体的行動のひとつと位置づけられる︒

﹁認知症に対する世界的アクションに関する

第１回ＷＨＯ大臣級会合﹂

ＷＨＯの会合には世界の様々な地域から カ

ント︵表︶と︑それに関連したＧ７各国の取り

０１５年に実施された認知症サミット後継イベ

カ国の代表が︑それぞれの国の現状︑先進諸

るＷＨＯや︑ＯＥＣＤ︑Ｇ７諸国に加えて︑約

国以上の医療行政責任者が参加し︑主催者であ

る︒

国々に拡げることを意図して行われたものであ

組みを総括し︑さらに︑その成果をＧ７以外の

けるＧ８認知症サミットを受けて２０１４〜２

２０１５年の初めに発表された新オレンジプ

これからの展望

この会合は︑２０１３年 月のロンドンにお
12

ションに関する第１回ＷＨＯ大臣級会合﹂が開

ヴのＷＨＯにて︑
﹁認知症に対する世界的アク

２０１５年３月 〜 日の２日間︑ジュネー
17

2)

た家族会をはじめとして認知症の問題に取り組

国への要望や意見等について発表を行った︒ま
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1)

認知症サミット後継イベントの開催
2014年

6月
テーマ

イギリス（ロンドン）
社会的影響への投資（Finance and social impact investment）
9月
テーマ

カナダ＆フランス（オタワ）
学術界と産業のパートナーシップ（Harnessing the power of discovery:
maximizing academia-industry synergies）
11月
テーマ

日本（東京・六本木アカデミーヒルズ）
新しいケアと予防のモデル（New care and prevention models）
2015年

んでいる様々な組織・団体︑それに学術界から
の参加や発言もあった︒

主要な議題として︑認知症介護や社会的支援

における諸問題とそれらへの対応︑国や社会の

認知症への取り組みのあり方等が取りあげられ

会合では︑一般市民の認知症への理解不足や

た︒

それに伴う偏見を解消し︑認知症への関わりを

促進することが重要な課題であるとの指摘が︑

いくつもの国・団体からなされた︒

その流れにおいて︑日本の原勝則厚生労働審

議官がプレゼンテーションの中で︑審議官自身

の右手首につけたオレンジリングを示し︑
﹁私

も受講しました﹂と説明した認知症サポーター

“CALL FOR

研修は︑具体的かつ実行可能な取り組みのひと
つとして注目を集めた︒

ＷＨＯの会合は閉会に際して
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3)

を採択したが︑そこでは︑現在︑世
ACTION”
界で４︑
７００万人を超す認知症患者がおり︑

4)

米国（ベセスダ・NIH/NIA）
研究（Research）
2月
テーマ

世界全体のＧＤＰの約１％に達していること︑

等が強調されている︒

尊重すること︑介護者への支援を強化すること︑

それに伴う社会的損失は６︑
０００億ドル以上︑ な参加を得ること︑同時に認知症の人の権利を
２０３０年には患者数は７︑
５００万人を超す
見込みであること︑その ％以上が低／中所得
国に住んでいること︑これらの結果として︑認

な国際的な活動の背景には︑このままでは︑認

２０１３年の認知症サミット以降のこのよう

認知症研究における﹁データの共有﹂

る︒もちろん︑各研究者の得手不得手を補完す

研究というのは︑研究者間の競争が基本であ

れた点が挙げられる︒

認知症研究における﹁データの共有﹂が強調さ

ベント︵表︶でも︑また前記ＷＨＯ会合でも︑

マに取りあげた米国ＮＩＨでのサミット後継イ

注目すべきこととして︑
﹁研究﹂をメインテー

などが破綻しかねないという危機感が存在する︒

知症の増加により世界中で社会システム︑経済

知症が世界全体にとっての脅威となりつつある

をバランス良く割くこと︑エビデンスにもとづ

に︑予防︑リスク低減︑介護などにもリソース

込むこと︑有効な治療法開発に注力するととも

ための協力を進め︑各国がそれらを政策に組み

動すること︑予防︑介護︑研究の加速・充実の

政府︑関連組織・団体が密接な連携のもとに活

そして︑この深刻な問題の克服に向け︑各国

兆円と推定されている︶
︒

１３年の時点で認知症による社会的損失は約

ことが述べられている︵ちなみに本邦では２０
10

に変わりはない︒

合も研究グループ間で成果を競い合うという点

くアプローチを基本とし︑かつ︑データや成果︑ るために様々な共同研究は行われるが︑その場
経験を世界規模で共有すること︑そして︑これ
らの活動において認知症の人や介護者の積極的
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突きつけられている︑という認識にもとづいて

れないくらいに切羽詰まった課題として人類に

が﹁日常的な﹂研究スキームを維持してはいら

有する︑という考え方は︑ひとつには︑認知症

研究成果の基盤となるデータを世界規模で共

アルツハイマー病について言えば︑このＡβ

ウ︑α シヌクレインなどが分子構造の異常を来

病変の本態は︑アミロイドβ 蛋白︵Ａβ ︶
︑タ

もかなりの数にのぼるが︑両疾患に共通する脳

が占めている︒またレビー小体型認知症の患者

も認知症原因疾患の過半数をアルツハイマー病

いる︒もうひとつには︑米国ＡＤＮＩ
︵ Alzhei- して凝集し︑脳に蓄積することであると考えら
れている︒

︶研究が
mer’s Disease Neuroimaging Initiative
大きな成果を挙げつつあることも関係している

やタウの異常蓄積は認知症の発症より 〜 年

ＡＤＮＩは多数の施設が参加した前向き研究

徐々に進行してゆくことが︑ＡＤＮＩ研究とそ

前から起こり始め︑蓄積の程度︑拡がりともに

かもしれない︒
であるが︑その結果得られた︑画像︑バイオマ

れに続くＤＩＡＮ︵ Dominantly Inherited Alzhei-

の解析にもとづく論文発表は３００件を超えて

明らかになった︒そして︑臨床的に軽度の認知

︶研究などを通じて得られたバイ
mer Network
オマーカー︵脳画像検査を含む︶の進歩により

バイオマーカーの進歩

はすでに重度と呼んでいいほどに進行している

また︑脳萎縮や代謝低下といった神経細胞の

ことが分かってきた︒

血管性認知症が減少し︑今日では本邦において

高血圧や高脂血症のコントロールが進歩して

症を発症した段階では︑Ａβ やタウの異常蓄積

いる︒

研究者に公開され︑今日︑米国ＡＤＮＩデータ

ーカー︑認知機能検査などのデータは世界中の
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早い段階で異常を来し︑認知症の前段階である

明らかになった︵それでも認知症の発症よりは

やタウの異常蓄積より遅れて検出されることも

変性を反映するバイオマーカーの異常は︑Ａβ

２５年までの開発を目標として掲げている︶
︑

かねる状況ではあるが︵Ｇ８サミットでは２０

功がいつになるか︑目途が立ったとはまだ言い

有効なアルツハイマー病根本治療薬の開発成

標準の治験を︑本邦においていつでも実施でき

それを遅滞なく日本のアルツハイマー病患者に
軽度認知機能障害﹇
Mild
Cognitive
Impairment
届けるために︑バイオマーカーにもとづく世界
ＭＣＩ﹈の時点ではすでに陽性を示す︶
︒

さらに︑２０１５年１月に発表された新オレ

るシステムと技術の整備が︑認知症の臨床医学

態修飾薬︶の治験はいずれも﹁軽度認知症﹂の

ンジプランでは︑本邦発の認知症根本治療薬の

認知症治療に求められる〝投資〟

段階にある症例を対象に行われてきたが︑脳病

治験を２０２０年までに開始する︑という野心

への投資として求められている︒

変の進行度という観点からは︑実は﹁すでにか

的な目標が設定されている︒そのためには︵特

これまでのアルツハイマー病根本治療薬︵病

なり進行してしまったアルツハイマー病﹂を対

に新規化合物の場合︑前臨床試験の期間を考慮

する必要があるため︶
︑今後数年以内には候補

象としていたのである︒
今日では︑アルツハイマー病の治験は︑認知

化合物の同定に至っていなくてはならない︒

一般的には︑ひとつの新薬を得るために︑そ

症を発症する前の段階で︑脳病変バイオマーカ
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の 〜 倍の数の候補化合物を用意する必要が

あるとされる︒アルツハイマー病の根本治療薬

15

ー陽性者を対象とし︑したがって効果判定もま
た︑バイオマーカーの変化を指標として実施す
る必要があると考えられている︒

10

開発︑Ａβ ／タウ／α シヌクレイン等の異常蛋
白蓄積の解消にきちんと的を絞った基礎研究へ
の大胆な研究費投入もまた必要である︒
おわりに
認知症サミット以降︑ひとつのキーワードに
なった感もある﹁共有﹂は︑根本治療を目指し
た研究の領域に限らない︒認知症対策︑社会制
度の整備︑介護における経験やノウハウなどの
世界的共有もまた︑促進すべき大きな課題であ
ることが︑ＷＨＯのノートに明記されている︒
研究開発︑介護の両面における大幅な社会資
源の投下拡大と︑知識共有とを世界規模で進め
ること︑日本がその大きな流れの中で先頭集団
を構成するひとりとして重要な役割を果たすこ
とが求められている︒
︵日本認知症学会 理事長︑
公益財団法人東京都医学総合研究所︶
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