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アルツハイマー病を引き起こす新遺伝子を捕捉か 
新华网 www.xinhuanet.com 2020-09-29 09:11:18 来源： 健康报 
-------------------------------------------------------------------------------- 

首都医科大学宣武医院の賈建平教授のチームが国際誌『Journal of Alzheimer's Disease』のオンライン上に

過日論文を発表した。 

 

彼らは、全国 30省（区、市）の 15,119人を対象にアポリポプタンパク質 E4（APOEε4）遺伝子の保有状

態を検査、分析、APOEε4とアルツハイマー病との間に強い関連性があることを初めて確認、また、APOEε4

対立遺伝子がアルツハイマー病の 3 つの亜型、特に未知の遺伝子変異を伴う家族性アルツハイマー病にお

いて、異なったリスク効果を発揮することも明らかにした。 この研究は、大規模集団への介入を確立する

ための理論的基礎を提供してくれた。 

 

論文の筆頭著者であり首都医科大学宣武医院の賈龍飛副主任によると、この研究の被験者には、アルツ

ハイマー病の亜型 3種類（既知の遺伝子変異型、散発型、未知の遺伝子変異型）と健常者が含まれている。 

この 4種類のグループ中、APOEε4遺伝子型の頻度分布は、夫々 19.54%、26.19%、36.23%、56.27%の逓増

を示していた。 

 

『APOEε4により確率されたリスク予測モデルは、 APOEε4が既知の遺伝子変異による家族性アルツハ

イマー病に対するリスク効果は持たないのに対し、未知の遺伝子変異を伴う家族性アルツハイマー病に対

して最も強いリスク予測能力を有していることを示唆しています。 このため、APOEε4遺伝子型は、未知

の遺伝子変異を引き起こす家族性アルツハイマー病の主要原因の一つとなる可能性があり、この類の家系

にアルツハイマー病を引き起こすリスク遺伝子を説明し、今後の正確な介入に対する理論的基礎を提供し

てくれるのです。』 と賈龍飛副主任は語る。 

 

論文の連絡先著者である賈建平教授は、この研究は、これまでのところ中国人集団における APOEε4 の

頻度分布に関する最大規模の多施設間共同研究となると述べた。 研究結果は、APOEε4によるアルツハイ

マー病の有病率調整の謎を徐々に明らかにし、中国人集団にけるアルツハイマー病の病因を国際的に理解

するうえで重要な影響を及ぼしている。 また、中国におけるアルツハイマー病の遺伝介入と遺伝子療法に

新たなアイデアを提供するものである。 

 

（記者： 王 潇雨、 特別記者： 王 蕾） 

 

http://www.xinhuanet.com/health/2020-09/29/c_1126555831.htm 

 

 

New gene causing Alzheimer may be caught 
Xinhuanet www.xinhuanet.com 2020-09-29 09:11:18 Source: Health News 

-------------------------------------------------------------------------------- 

The team of Professor Jia Jianping from Xuanwu Hospital of Capital Medical University recently published an article 

online in the international journal "Alzheimer's Disease". They tested and analyzed the carrying status of the 

apolipoprotein E4 (APOE ε4) gene in 15,119 people from 30 provinces (autonomous regions and municipalities) across 

the country, which confirmed the strong association between APOE ε4 and Alzheimer's disease for the first time, they 

also revealed that APOE ε4 alleles play different risk effects in the three Alzheimer subtypes, especially in familial 

Alzheimer with unknown gene mutations. This study provides a theoretical basis for establishing large-scale population 

intervention. 

 

According to Jia Longfei, the lead author of the paper and deputy chief physician of Xuanwu Hospital of Capital 

Medical University, the subjects included in the study include normal people and 3 subtypes of Alzheimer's disease 

(already known gene mutation, sporadic, unknown gene mutation). In these four types of population, the frequency 

distribution of APOE ε4 genotype showed an increasing trend, respectively 19.54%, 26.19%, 36.23%, and 56.27%. 

 

"The risk prediction model established by APOE ε4 suggests that APOE ε4 has no risk effect on familial Alzheimer 

http://www.xinhuanet.com/health/2020-09/29/c_1126555831.htm


with known gene mutations, but has the strongest risk prediction capability for familial Alzheimer with unknown gene 

mutations. Therefore, the APOE ε4 genotype may be one of the main causes of familial Alzheimer that causes unknown 

gene mutations. It explains a large number of risk genes in such families and provides a theoretical basis for precise 

intervention in the future.” Jia Longfei said. 

 

The corresponding author of the paper, Professor Jianping Jia, said that the study is the largest multi-center study on 

the frequency distribution of APOE ε4 in the Chinese population so far. The research results have gradually revealed 

the mystery of APOE ε4's regulation of the prevalence of Alzheimer’s disease, and has an important impact on the 

international understanding of the pathogenesis of Alzheimer’s disease in the Chinese population. It also provides new 

ideas for genetic intervention and gene therapy of Alzheimer's disease in Chinese. 

 

(Reporter Wang Xiaoyu, Special Reporter Wang Lei) 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

阿尔茨海默病新致病基因或被捕捉 
新华网 www.xinhuanet.com 2020-09-29 09:11:18 来源： 健康报 
-------------------------------------------------------------------------------- 

首都医科大学宣武医院贾建平教授团队日前在国际期刊《老年痴呆症》在线发表论著。他们对来自全国 30

个省（区、市）的 15119 人进行载脂蛋白 E4（APOE ε4）基因的携带情况进行检测和分析，首次证实了 APOE 

ε4 与阿尔茨海默病之间的强关联性，并揭示了 APOE ε4 等位基因在 3 种阿尔茨海默病亚型中起到了不同风险

效应，尤其在未知基因突变的家族性阿尔茨海默病中起到突出的风险效应。该研究为建立大规模人群干预提

供了理论依据。 

 

论文第一作者、首都医科大学宣武医院副主任医师贾龙飞介绍，研究纳入的受试者包括正常人和 3 种阿尔

茨海默病亚型（已知基因突变型、散发型、未知基因突变型）。在这 4 类人群中，APOE ε4 基因型的频率分布

呈递增趋势，分别为 19.54％、26.19％、36.23％、56.27％。 

 

“根据 APOE ε4 建立的风险预测模型提示，APOE ε4 对已知基因突变的家族性阿尔茨海默病无风险效应，

而对未知基因突变的家族性阿尔茨海默病具有最强的风险预测能力。因此，APOE ε4 基因型可能是造成未知

基因突变的家族性阿尔茨海默病主要原因之一，解释了大量此类家系致病的风险基因，为今后精准干预提供

了理论基础。”贾龙飞说。 

 

论文通讯作者贾建平教授表示，该研究是迄今关于中国人群 APOE ε4 频率分布最大规模的多中心研究。研

究结果逐步揭开了 APOE ε4 对阿尔茨海默病患病率调控的奥秘，对国际上理解中国人群中 APOE ε4 对阿尔茨

海默病的发病机制产生了重要影响，也对国人阿尔茨海默病遗传干预和基因治疗提供了新思路。（记者王潇雨 

特约记者王蕾） 
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