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は じ め に
我が国では急速な高齢化に伴い，アルツハイ

マー病を始めとした認知症は早急に解決すべき
社会問題の一つになっている．本年6月に発表
された厚生労働省研究班（筑波大学：朝田隆班
長）の疫学調査報告では，65歳以上の高齢者の
うち，認知症の人は推計15％で，2012年時点で
約462万人に上り，さらにその予備軍とされる
軽度認知障害（MCI）の高齢者も約400万人い
ると推計された．この結果は，65歳以上人口の
4人に1人が認知症およびその予備軍であるこ
とになる．
その約6割がアルツハイマー病と考えられて

いる．アルツハイマー病の中心症状は記憶障害
であり，その責任病巣は，側頭葉内側面海馬へ
のグルタミン酸作動性神経および前脳基底野―
海馬コリン作動性神経と考えられている．神経
病理学的特徴は，老人斑・神経原線維変化・顆

粒空胞変性・平野小体と神経細胞死である．家
族性アルツハイマー病およびダウン病の研究結
果より，老人斑の主要構成成分であるAβタン
パクが主病因であるとするアミロイドカスケー
ド仮説（オリゴマー仮説）を基に，世界的に研
究が行われているが，未だ不明な点が多く，根
本的な治療法の開発には至っていない．一方，
コリン仮説を基に創薬されたコリンエステラー
ゼ阻害剤は，根本的治療法でないとされるが，
臨床的にも認知機能を改善することが確認さ
れ，現在世界的に治療薬として使用されてい
る．

記憶と海馬
種々の情報は，側頭葉内側嗅内野，海馬歯状

回を介して，海馬CA3-CA1神経細胞に至る．
海馬において増幅・修飾を受けた情報は，再び
嗅内野皮質を経由して大脳皮質に至り記憶が保
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要 約

海馬由来コリン作動性神経刺激ペプチド（HCNP）は，生体内海馬においてもコリンアセチル転
写酵素を増加させる．HCNP前駆体の過剰発現は，興奮性コリン作動性神経前シナプスの神経小
胞を増加させ，後シナプスのムスカリン受容体を介し，グルタミン作動性神経活動である長期増強
効果（LTP）の神経活動を促進している可能性が示唆される．また，HCNPおよびHCNP前駆体
蛋白は，双極性障害の病態に関与する可能性がある．
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存される1）．これらには，海馬内興奮性グルタ
ミン酸神経，抑制性介在GABA神経に加えて，
前脳基底野からのコリン作動性神経や脳幹から
の興奮性カテコールアミン作動性神経が関与し
ている．
海馬グルタミン酸作動性神経活動では，N-

methyl-D-aspartate（NMDA）受 容 体 や，α-
amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propion-
ate（AMPA）受容体を介して惹起される長期
増強（Long-term potentiation: LTP）や長期抑
制（Long-term depression: LTD）が知られる．
この現象は，シナプス効率の変化や海馬神経細
胞の可塑性と関連し，記憶形成や消去に重要な
働きをすると考えられている2）．LTPには，
early phase LTP（E-LTP）と late phase LTP
（L-LTP）に分けられ，神経の可塑性，記憶の
固定には，後者の L-LTPがより重要であると
される7）．NMDA受容体を介して細胞内に流
入したカルシウムにより，AMPA受容体がシ
ナプス内に移動し，ナトリウムの透過性が亢進
する．一方，流入したカルシウムによって，Erk
のリン酸化，転写の誘導および新規タンパク新
生に伴い，dendritic spine の質的・量的変化を
もたらし，記憶の固定化に繋がると考えられて
いる7）．
前脳基底野から投射されるコリン作動性神経

により，このグルタミン酸神経活動の活動効率
は修飾されることが知られている．しかし，そ
のアセチルコリンの制御メカニズムの詳細につ
いては未だ不明な点が多い．

海馬由来コリン作動性神経刺激ペプチドの
単離
これまでに我々は，target-derived trophic

factor 仮説をもとに，内側中隔核組織培養系を
用いて海馬可溶成分内に特異的に前脳基底野内
側中隔核のアセチルコリン産生を促進する因子
が存在することを明らかにした．その後，単離
精製したところ11アミノ酸（Acetyl-Ala-Ala-
Asp-Ile-Ser-Gln-Trp-Ala-Gly-Pro-Leu）よ り な
る新規ペプチドであることを確認し，海馬由来
コリン作動性神経刺激ペプチド（Hippocampal

Cholinergic Neurostimulating Petide: HCNP）
と命名した12，13）（図1）．

アセチルコリン産生を調節するHCNPの生
理活性
合成HCNPおよびN末端非アセチル化 free

HCNPによる生理活性の検討では，Ach 産生
half max dose は，1．0±0．3×10－10g／ml および
1．2±0．4×10－11g／ml で あ り，こ れ はNerve
growth factor（NGF）よりも低濃度で活性を
有するものであった．また，酵素学的検討では，
cholineacethyl transferase（ChAT）の acethyl
CoAに対するVmax を増加させるものの，Km
値を変化させなかった．このことから，HCNP
は ChAT産生を誘導してAch 産生を増加する
と考えられる．一方，cholinesterase 活性には
影響を与えないことが確認されている13）（図
2）．
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HCNP前駆体蛋白とその生理活性
遺伝子解析により，HCNPは186アミノ酸よ

り成る前駆体タンパクが存在し，そのN末端
に存在することが確認された13）（図3）．HCNP
は，このタンパクから特異的酵素により切断さ
れる14）．
免疫組織学的・遺伝子発現の検討では，脳内

神経細胞に広く分布し，特に海馬・小脳および
視床下部に多く分布する．一般臓器では，自律
神経，腸管神経叢，腺細胞や生殖組織に広く分
布する13）．
このタンパク質は，HCNPの前駆体蛋白で

あるばかりでなく，ATP binding protein13）,
phosphatidylethanolamine binding protein
（ PEBP ）, c-Raf Kinase Inhibitory Protein
（RKIP）や内因性 serine oritease の阻害剤で
あることなど多機能タンパクであることが報告
されてきている3，10，16）．
更に他の研究室の知見では，153番目のアミ

ノ酸（ser）がリン酸化されることにより，cRaf
／MEKから解離し，G-protein coupled receptor
kinase2（GRK2）と結合してそのリン酸化機
能を抑制することによって，Gタンパク結合型
受容体（G-protein coupled receptor）を介した
細胞内シグナルを促進することが明らかにされ
た8）．

生体海馬におけるHCNPおよび前駆体蛋白
（HCNP precursor protein: HCNPpp）の生
理機能
HCNPおよびその前駆体蛋白の生体海馬に

おける機能を明らかにするために，生後2週よ
り海馬組織特異的に強発現するCaM Kinase II
プロモーターを用いたトランスジェニックマウ
スを作成した．まず，HCNPが生体内におい
ても前脳基底野内側中隔核のChAT量を増加
させることを確認した15）（図4）．
次に行動薬理学的解析を行った．当初，学習

機能に影響を及ぼすことを期待したが，Water
Maze 試験やY-maze 試験など記憶学習はコン
トロール群と比較して有意な改善や悪化を示さ
なかった．一方，tail suspension 試験や強制水
泳試験などにより，HCNP前駆体トランスジェ
ニックマウスでは，無動時間の有意な延長が認
められ，うつ様行動を示すことが明らかになっ
た9）（図5）．
HCNPpp floxed マウスおよびAAV-Cre ウイ

ルスを用いたコンディショナルノックアウトマ
ウスにおいて，反対に無動時間の有意な短縮が
認められ，HCNPおよびHCNP前駆体蛋白が
うつ様行動もしくは抗うつ様行動（双極性障害
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モデル）に関与していることが確かめられた（未
発表データ）．

生体海馬における新たな生理機能
行動薬理学的解析により学習機能以外の表現

系が示されたことから，アセチルコリン産生の
誘導以外の何らかの機能を有している可能性も
考えられた．
HCNP前駆体蛋白の生体海馬における新た

な機能を明らかにするために，HCNPpp トラ
ンスジェニックマウスを用いた proteomics 解
析を行った．その結果，HCNP前駆体蛋白の
過剰発現海馬では，Collapsin Response Media-
tor Protein（CRMP）-2のリン酸化が抑制され，
その全タンパク量が増加していることが明らか
になった5）（図6）．更に，HCNP前駆体蛋白は，
海馬前神経終末で非リン酸化CRMP-2と共存し
ていることが明らかになった6，11）（図7）．
CRMP-2は，発生段階で神経極性の決定に重要
な働きをすること，また神経軸索成長円錐に存
在 し，microtuble-associated protein（MAP）
としてその進展に重要であることが報告されて
いる．また，その活性はCRMP-2のリン酸化に
より制御されていることが明らかにされている
（非リン酸化体が活性体）．最近では，生体神
経においては，前神経シナプスにおいてCa
チャネルと相補的に機能し，その神経活動効率
を促進する機能を有することが明らかにされて
きた17）．

HCNP前駆体過剰発現マウス海馬の神経活
動
我々はこれまでに，ラットスライス標本を用

いて，電気刺激によって海馬CA1錐体神経細
胞のHCNP前駆体の遺伝子発現が調節される
ことを明らかにした．HCNP前駆体の遺伝子
発現は，NMDA受容体の活性化により抑制さ
れ，AMPA受容体，ムスカリン性アセチルコ
リン受容体や L型カルシウムチャネルの活性
により増加する4）．
今回生体海馬前シナプスに非リン酸化

CRMP2と共存していることが明らかになった
ことから，HCNPもしくはHCNP前駆体が海
馬神経活動に関与している可能性が示唆され
た．そこで，海馬スライス標本を用いて，電気
生理学的検討を行った．その結果，HCNP前
駆体過剰発現海馬において，長期増強効果が誘
導されやすいことが明らかになった．その効果
は，グルタミン酸前神経活動によらず，グルタ
ミン酸後神経シナプスの活動効率の亢進による
（未発表データ）（図8）．更に，この効果は薬
理学的にムスカリン受容体の阻害剤であるアト
ロピンにより完全に抑制されること，ニコチン
酸受容体阻害剤により全く影響を受けないこと
から，アセチルコリンを介した後シナプスの神
経活動の亢進によることが明らかになった（未
発表データ）．
また，HCNP前駆体過剰発現海馬において

海馬内のシナプトフィジンが増加することか
ら，コリン作動性前シナプス量の増加している
ことが示唆される（図9）．
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海馬神経活動におけるHCNPお よ び
HCNP前駆体の働き
HCNP前駆体過剰発現は，興奮性コリン作

動性神経前シナプスの神経小胞を増加させ，後
シナプスのムスカリン受容体を介し，グルタミ
ン作動性神経活動である LTPの神経活動を促
進している可能性が示唆された（図10：メカニ
ズムシェーマ）．
今後，コリン作動性神経前終末の神経活動亢

進におけるHCNP／HCNP前駆体蛋白とCRMP
2/カルシウムチャネルの関連について更なる検
討が必要である．

お わ り に
前脳基底野内側中隔核―海馬コリン作動性神

経（記憶調節系）における，HCNPおよびHCNP
前駆体蛋白の働きについて概説した．HCNP
前駆体の発現抑制により，トランスジェニック
とは反対の行動が示されており，HCNPおよ
びHCNP前駆体が双極性障害に関連している

可能性があり，非常に興味深い．今後，この海
馬神経活動の亢進と抑制がどのように双極性行
動（うつ様行動と抗うつ様行動）に関与してい
るか明らかにしていく必要がある．更には，海
馬機能障害を示す認知症（アルツハイマー病）
や神経精神疾患の病態への関与を明らかにして
いく必要がある．
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