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要旨
アルツハイマー病の発症機序において, β アミロイドタンパク（Aβ）の脳内蓄積が中核的な役割を持
つと考えられている. 一方, アルツハイマー病の病理とコレステロールに関連があることが指摘され
ている. 最近の研究により, Aβ 生成に直接的に関わるプロテアーゼである β セクレターゼ（BACE）と
γ セクレターゼ（プレセニリン複合体）がともに脂質ラフトと呼ばれるコレステロールに富む膜領域
に優位に局在することが明らかにされた. さらに, 脂質ラフトが Aβ 蓄積の開始部位であることも示唆
されている. 従って, 脂質ラフトは Aβ の生成・蓄積に非常に重要な部位といえる. このような観点か
ら, アルツハイマー病の病態と脂質ラフトの関連性について考察する. 鳥取臨床科学 1(1), 143-151,
2008

Abstract
The accumulation and deposition of amyloid β peptide (Aβ) play a central role in the pathogenesis of
Alzheimer’s disease (AD). On the other hand, it is suspected that cholesterol is involved in the AD pathogenesis.
Recent evidence has suggested that β secretase (BACE) and γ secretase (presenilin complex), both of which
directly participate in Aβ production, are colocalized predominantly in a specific cell membrane region, lipid
raft, which is rich in cholesterol. Furthermore, lipid raft is suggested to be the starting point of Aβ accumulation.
Consequently, lipid raft should be a very important part in cells for production and accumulation of Aβ. From
this point of view, we discuss a relationship between molecular mechanisms of AD and the lipid raft. Tottori J.
Clin. Res. 1(1), 143-151, 2008
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図 1.

Aβ の生成経路.

APP が β セクレターゼにより切断されると, N 末側の分泌型 APP（sAPPβ）と C 末側の βCTF

（β C-terminal fragment）が産生される. 次に βCTF が γ セクレターゼにより膜内で切断され, Aβ（Aβ40，Aβ42）と AICD
（APP intracellular domain）が産生される. 一方, APP が α セクレターゼによる切断を受けると, sAPPα と αCTF が産生さ
れる. 次に αCTF は γ セクレターゼにより切断され, p3 ペプチドと AICD が産生される.
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