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研究成果の概要（和文）： アルツハイマー病(AD)では、脳内アミロイドβ蛋白(Aβ)蓄積の機構の解明が重要
な課題となっている。中年期の高血圧症はADの危険因子とされており、臨床疫学研究では降圧剤投与が認知障害
の発症を抑制という結果が報告されている。しかし、一部の降圧剤は、ADの発症を増悪するとの報告もある。
我々は、血圧制御に重要なアンギオテンシン受容体 (AgtrIa)に着目し、AgtrIaの欠損が脳内Aβ蓄積を顕著に阻
害することを明らかにした。さらに、AgtrIa欠損のマウス初代培養線維芽細胞では、Aβ産生が著しく減少した
ことを見いだした。以上の結果から、AgtrIaがAD発症に関与していることが示唆された。

研究成果の概要（英文）： Alzheimer's disease (AD)is characterized by neuronal loss and cerebral
accumulation of amyloid‑β protein (Aβ) and lowering the generation of Aβ is a pivotal approach in
the strategy of Alzheimer's disease treatment. Midlife hypertension is a major risk factor for the
future onset of sporadic AD and the use of some antihypertensive drugs may decrease the incidence of
AD. However, it is largely unknown how the blood pressure regulation system is associated with the
pathogenesis of AD. Here we found that the deficiency of angiotensin type 1a receptor (AT1a), a key
receptor for regulating blood pressure, significantly decreased Aβ generation and amyloid plaque
formation in a mouse model of AD. Our results suggest that removal of life style factors or stresses
that stimulate AT1a to elevate blood pressure may decrease Aβ generation and brain amyloid
accumulation, thereby preventing the pathogenesis of AD.

研究分野： 神経科学、生化学
キーワード： アルツハイマー病
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