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新生好期脳内アセチブ♭ヨリン系損傷動物の
行動に関する研究の動向

野中
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1．脳内アセチルコリン系について

（＝ コリン作動性ニューロンと脳内アセチル
コリン系
中枢神経系には，ニューロン間の情報伝達を担う
化学物質がいくつか存在する．このうち，アセチル
コリンを神経伝達物質として合成・達雄する神経細
胞をコリン作動性ニューロンと呼ぶ．
アセチルコリンは，前駆物質であるコリンから合
成される．コリン作動性ニューロンは，神経終末に
位置する高親和性コリン取り込み部位（bigb−
a銭nitycholineuptakesite：HACU部位）からコリ
ンを選択的に取り込み，合成酵素であるコリンアセ
テル基転移酵素（cholineacetyltransferase：CbÅr）
と，アセチル補酵素Aを介してアセチルコリンを細
胞内で合成する．合成されたアセチルコリンは，シ
ナプス小胞によってシナプス前膜まで運ばれ，神経
終末まで伝わってきた神経インパルスが引き金と
なってシナプス間隙に放出される．
シナプス間隙に放出されたアセチルコリンは，シ

ナプス後膜にあるアセチルコリン受容体に受け渡さ
れ，後シナプス側のニューロンに情報伝達を行う．
受容体と結合した後，再遊離したアセチルコリン

は，分解酵素であるアセチルコリンエステラーゼ
（acetylcholinesterase：ACbE）によって，速やかに
コリンと酢酸に分解される．この分解過程で生成さ
れたコリンは，再びHACU部位から取り込まれ，
アセチルコリン合成の基質として再利用される．
脳内アセチルコリン系は，コリン作動性ニューロ
ンによって形成される神経細胞集団である．前脳に
おけるコリン作動性ニューロンの主要な分布および
投射経路は，内側中隔から海馬への投射（中隔一海
馬アセチルコリン系），巨大細胞基底核を主とする
前脳基底部から大脳皮質への投射（前脳基底部一皮
質アセチルコリン系），そして線条体内部の介在
ニューロンの3つである．

（2）脳内アセチルコリン系と学習
動物実験において，海馬へのコリン系投射の起始
領域である中隔を電気破壊損傷されたラットが空間
弁別課題の障害を示す（DeckeちM勾chrzak＆
Anderson，1992），あるいはアセチルコリン受容体
括抗薬であるスコポラミンが受動的回避学習
（Meyers＆Anderson，1964）や空間学習（Hiraga
＆Iwasaki，1984）を阻害するなどの知見が報告さ
れており，脳内アセチルコリン系機能不全と学習・
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記憶障害の関連が示唆されてきた．
また，ヒトに神経病理学的研究においても，同根
の関連が示唆されている．著しい認知・記憶障害を
特徴とする神経疾患であるアルツハイマー病患者の
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きるためである．本稿では，コリンのアナログ物質
であるAF64A，および免疫抗体反応を利用した
192IgG−SapOrin，これら2つの神経毒を用いた研究
の動向を概説する．

死後脳において，マイネルト基底核および内側中隔
のコリン作動性ニューロンに神経変性がみられるこ
とが組織学的研究によって示されて以来，アルツハ

2．コリンのアナログ物質による新生仔期脳内
アセチルコリン系損傷の効果

イマー病患者の認知・記憶障害が脳内アセチルコリ
ン系機能不全に起因するものであるという仮説（コ
リン仮説）に注目が集められるようになった．

（3）脳内アセチルコリン系の発達と，新生仔
期脳内アセチルコリン系損傷効果研究の
意義
ラットの場合，出生は受精21日目であるが，受精
15巨柑前後の間にすでに前脳のコリン作動性ニュー
ロンの発生が始まる（Semba＆Rbigeち1988）．神
経発生の直後から，コリン作動性ニューロンは，皮
質の標的領域へと神経線維を伸ばし始める．前脳コ
リン作動性ニューロンからの神経線維投射が皮質に
到達し始めるのは生後第1週目，一方海馬へと到達
し始めるのは生後第2週目からであるといわれてい
る．これらの領域への神経支配はおよそ生後第5週
目あたりで早くも成体ラットと同等にまで進展し，
また，ChAT／AChE活性などのコリン系マ叶カー
にも充分な機能的成熟が認められる．
このように，脳内アセチルコリン系の構築は，出
生前と出生後にまたがる個体発生初期段階に急速に
進展する．そして，この時期に前脳基底部コリン系
が正常に発達・機能することの重要性を明らかにす
ることは，極めて意義あることである．前述したよ
うに，脳内アセチルコリン系は，学習・記憶との関
わりが深い神経伝達物質系であると考えられてい
る．さらに，ダウン症候群とレット症候群，精神発
達遅滞や自閉症状を特徴とするヒトの脳発達障害の
少なくとも2つが，前脳基底部コリン作動性ニュー

＝）AF64Aの作用磯序
Ethylcboline

mustard
aziridiniumion（AF64A）
は，コリンに類似した構造を持つ物質（アナログ物
質）の一つである．前述したHACU部位は，本質

的にコリンのみを選択的にニューロン内部に取り込
むための機構であるが，AF64Aはコリンに類似し
た構造を持っているため，この部位からコリン作動
性ニューロンに取り込まれてしまう．その後，コリ
ン作動性ニューロン内部において，mRNAの転写な
ど遺伝子機能の阻害に起因する神経毒性を示すこと
により，AF64Aは脳内アセチルコリン系に選択的
かつ持続的な損傷を生じさせる（RsheちMantione，
Abraham
＆ Hanin，1982；Hanin，1996）．また，
HACU部位の阻害薬であるhemicbolinium−3を前処
置しておくと，AF64Aの神経毒作用からコリン作
動性ニューロンを保護することができる
（Chrobak，Spates，Stackman＆鞄Ish，1989）．
（2）新生好期AF64A投与の組織学的。生化学
的効果
これまでに報告された新生仔期AF64A投与の効
果を検討した研究では，全て両側脳室内への投与手
続きがとられている．投与時の日齢は1〜8日齢の
範囲である．投与用量は0．1〜2nmolの範囲であ
り，この範囲の用量では生存率や成育後の体重など
に大きな影響はないことが示されている．
Luiten，1ゐn

der

Zee，GaspaちBuwalda，Strosberg

／マウスの小さな脳の特定領域のみに微小な物理的
損傷を加えることには技術的な困難が伴う．従っ

＆Nyakas（1992）は8日齢のラットに2nmolの
AF64Aを投与し，成育後の被験体の脳に生じた変
化を広範に検討している．AChE染色とChAT免疫
組織化学によって90日齢の被験体の脳を組織学的に
検索したところ，コリン作動性ニューロンの投射線
維が海馬において著しく脱落していることが明らか
となった．皮質と線条体ではそのような変化は認め

て，これらの研究では，新生仔ラット／マウスの脳
室内に，コリン作動性ニューロンに選択的に作用す

られなかった．また，ChATとAChEの酵素活性を
測定したところ，海馬でこれらの活性が統制群のお

る神経毒を投与するという手法がとられることが多

よそ40％にまで低下していた．さらに，［3H］

い．脳室内を循環する脳脊髄液中に選択的な神経毒
を微量投与することにより，脳全体や他の神経伝達
物質系に対するダメージを最小限に止めることがで

quinuclidynylbenzilateを用いて受容体結合実験を
行った結果，海馬のムスカリン性受容体数が，統制
群のおよそ60％にまで減少していることが明らかと

ロンの異常を特徴としている．
新生仔期脳内アセチルコリン系損傷の行動的効果
を検討するためには，発達初期のラットヤマウスを
被験体として使用する必要があるが，新生仔ラット
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なった．

Nonaka，Ichitani＆Iwasaki（1998）は，同じく8
日齢時にAF64Aを投与したラットを用いて150日齢
時にAChE染色による組織学的検索を行い，海馬ア
セチルコリン系の損傷がかなり長期間を経たのちも
回復していないことを示している．新生仔期投与の
場合，脳内アセチルコリン系の神経投射やシナプス
がまだ十分に形成されていない時期に損傷が加えら
れるため，成体期投与の場合よりも回復が困難なの
ではないかと推測される．
新生仔期AF64A投与の効果は，脳内アセチルコ
リン系に選択的であり，脳室内に投与を行った際に
は海馬に選択的なアセチルコリンの渦渇が生じる．
そして，この選択的な損傷効果は，HACU部位の阻
害薬であるhenicholinium−3を前処置することによ
り，ほぼ完全に保護される（Brake＆Pappas，
1994）．

（3）生得的行動に対する新生仔期AF64A投与
の効果
自動行動解析装置で測定された一般活動性では，
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このように先行研究は，少なくとも身体発達が盛
んな時期においては，新生仔期AF64A投与によっ
て活動性が高まることを示唆している．これに対し
8
て，野中（1994）は
日齢時に1〜2nmolの
AF64Aを脳室内投与したラットを用いて，20，50
および80日齢時にオープンフィールド・テストを行
い，いずれの日齢においても移動区画数と立ち上が
り反応数への影響はないという結果を得た．これら
の研究の間では，使用した装置と活動性の定義，
ラットの系統に違いがあるため，一般活動性に対す
る新生仔期AF64A投与の効果をさらに検討する必
要がある．
（4）学習行動に対する新生仔期AF64A投与の
効果
成体ラットに投与を行ったときと同様，受動的回
避学習は新生仔期AF64A投与によって阻害される
（Nonaka et al．，1998；Speiser
et al．，1988；Speiser
et

al．，1989）．これに対して，シャトル・ボックス
における能動的回避学習では遂行障害がみられな
かった（Speiseretal．，1988）．

15〜75日齢および120日齢時において，一貫して
AF64A処置群は統制群よりも高い活動性を示した
Gitter
＆ Cohen，1988；
（SpeiseちAmitzトSondeち

Gasparetal．（1991）は，等間隔にあけられた16
個の窪みを設けた装置を使用し，特定の4偶の窪み

SpeiseちReicbeちGitter＆Cohen，1989）．しかしな

一種の空間学習課題（hole−board test）を行った．
新生仔期にAF64Aを投与されたラットは，セッ

にだけ報酬をおいて，その位置を記憶させるという

がら，GaspaちHeeringa，Markel，Luiten＆Nyakas

（1991）が20日齢と90日齢の2つの発達段階でオー
プンフィールド暮テストを行ったところ，発達の初
期段階ではAF64A処置によって過活動傾向を示す
が，成育後はむしろ統制群よりも低活動になる傾向
があるという結果を得た．
（1991）は高架式十
一方，Armstrong＆Pappas
字迷路を使用して38日齢のラッ
している．高架式十字迷路は，

トの不安傾向を測定

50cm程度の高さの
側壁に囲まれたclosed armと， 約2cmの落下防止
用嫁が付けられただけのopen
armの2本を交差さ
せた装置である．通常，ラットヤマウスはopen

ションごとに学習が進む傾向を示したが，正反応率
は統制群よりもー貰して低いものに留まっていた．
より一般的な空間課題においても，新生仔期
AF64A投与の効果が検討されている．モリス型水
迷路は，円形のプール内部に小さな逃避用プラット
フォームが一箇所設置された装置である．このプ
ラットフォームは水面下数cmのところまでの高さ
しかないため，水面を泳いでいる被験体にはその位
置が見えないようになっている．従って，被験体は
装置が置かれている実験室内の物体配置を手がかり
として利用し，プラットフォームの位置を把捉する

armへの進入を回避して，Closed

armへの偏好を示
すのであるが，ヒトで臨床的に抗不安効果が実証さ

ことを学習しなければならない．標準的な手続きに
おいて，プラットフォームの位置は試行間に渡って

れている薬物の投与によってopen
armへの進入回
数や滞在時間が増加するため，十字型迷路は不安の
信頼ある測定法であるといわれている（Pellow，

固定であるため，この課題は空間的参照記憶を測定
しているものと考えられる．
如mstrong＆払ppas（1991）は，同課避の検討
を行い，新生仔期AF64A処置ラットの逃避潜時が
統制群ラットよりも長いことを報告している．水面

Chopin，File＆Brile沸1985）．如mstrong＆払ppas
（1991）の実験において，新生仔期AF64A投与は
アームへの総進入回数を増加させたが，Open

arm

への進入比率は統制群と同レベルであった．従っ
て，不安傾向自体には変化がないが，移動活動量は
増加したとの解釈がなされている．

上にプラットフォームを突きだして被験体に見える
ようにした手がかり試行では，両群の逃避潜時に有
意差はみられなかった．また，新生仔期AF64A処
置に先立って，HACU部位の阻害薬である
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hemicholinium−3を処置することで，モリス型水迷
路課題の遂行障害が緩和された（Brake＆払ppas，
1994）．
放射状迷路は，中央のプラットフォームに8〜16
本のアームが放射状に配置された装置である．もっ
とも標準的な手続きでは，全てのアームの先端部に
報酬を置いて，被験体にそれらを自由に選択させる
という方法がとられる．この場合，被験体は実験室
内の手がかりをたよりに，すでに選択したアームを
記憶しつつ，セッション中に再度そのアームに進入
しないことを学習することが求められる．つまり，
この課題の標準的な手続きでは，各試行毎に空間的
作業記憶が必要となる．Nonaka
et
al．（1998）は8
方向放射状迷路を用いて，新生仔期AF64A処置が
各試行における誤選択数，および学習基準に到達す
るまでの試行数を増加させることを報告している．
放射状迷路における1選択あたりの走行時間には，
統制群とAF64A投与群の間で差がなかった．
（5）まとめ
AF64Aを新生仔ラットの脳室内処置することに
より，主に中隔仙海馬アセチルコリン系に選択的な
損傷が生じる．また，行動的には，一般活動性と不
安傾向に大きな変化はないが，成育後まで持続する
長期的な学習障害がみられ，作業記憶課題と参照記
憶課題の両方に遂行障害が現れる．

製される物質であるsaporinは，リポゾーム不活性
化作用を有しており，細胞内部におけるタンパク合
成を阻害することによって，その細胞を死に至らし
める．192IgGとsaporinをカップリングさせること

により，1）神経毒作用を有するsaporinをp75
NGF受容体を有するニューロンまで選択的に輸送
すること，さらに，2）本来は簡単には細胞内に入
ることのできないsaporinが，192IgGをベクター分
子として利用することによってニューロン内部に侵
入し，軸索輸送によって神経細胞体まで到達するこ
とが可能となる（Wil印1992）．

（2）新生仔期19219G−SaPOrin投与の組織学
的。生化学的効果
ÅF64Aと同じく，新生仔期192IgG−SapOrin投与
の効果を検討した研究においても，両側脳室内への
投与手続きがとられている．投与時の日齢は1〜7
日齢である．投与用量は0．2〜1．6／∠gの範囲である
が，生存率などに深刻な影響を与えることなく実験
を行うことができる用量の上限は0．8〃g前後のよ
Wiley
＆
うである（Leanza，Nilson，Nikkhれ
Bj6rklund，1996）．
0．8／∠gの192IgG−SapOrinを4日齢時に投与した
Leanza

et
al．（1996）の場合，3ケ月齢時のCbAT
活性は海馬で約80％，前頭皮質で約40％の低下が認

められた．0．2／ノgを7日齢時に投与した托ppas，
Davidson，R）rtin，Nallatbamb沸払rk，Mohr＆Wiley

3．免疫性神経毒による新生仔期脳内アセチル
コリン系損傷の効果

（1996）の研究においては，さらに損傷効果は明白
であり，投与から4ケ月以上が経過した時点で，海
馬のChAT活性は約85％，皮質のChAT活性は約

（＝1921gG−SaPOrinの作用磯序

50％低下していた．両者の研究において，線条体の

脳内アセチルコリン系を損傷するための手段とし

コリン系マーカーには，ほとんど変化がなかった．
これは，線条体のコリン作動性ニューロン上に，
192IgGの標的となるp75NGF受容体が存在しない

て192IgG−SapOrinが有効であることを最初に報告
したのは，Wile）ちOeltmann＆Lappi（1991）であ
る．ラットの前脳基底部のAChE陽性ニューロンの
ほとんどが低親和性NGF受容体（p75NGF受容体）
を持つという事実に着目した彼らは，免疫抑制剤や
ガン治療のために発展してきたimmunolesioningの
手法を応用し，192IgG−SapOrinによるコリン作動
性ニューロンの選択的損傷を試みた．

ためである．

これら2つの研究のいずれにおいても，中隔／対
角帯領域と巨大細胞基底核のコリン作動性神経細胞
体の損傷，およびそれぞれの投射先である海馬と皮
質のコリン作動性神経線維の損傷が，組織学的検索
で確認された．

生体がふつうに産生する抗体と異なり，モノク
ローナル抗体は，特定の1種類の抗原決定基だけに
反応を示す．この性質により，目標とする特定のペ
プチドの選択・消去・標識，あるいは治療にモノク

（3）生得的行動に対する新生仔期192暮gG−
SaPOrin投与の効果
自動行動解析装置とオープンフィールドを用い

ローナル抗体が利用されている．192IgGほ，p75
NGF受容体タンパクのモノクローナル抗体であり，

て，一般活動性が調べられている．19日齢時
（Ricceri，Calaman血ei＆Berger−Sweene沸1997），

p75NGF受容体に対する選択的結合能を有する．
一方，Saponaria O私cinalis（シャボンソウ）から精

50日齢時（Mattsson，Ogren＆01son，2002），3〜
4ケ月齢（Leanza et alリ1996）のいずれの発達段
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階においても，統制群との間に大きな差はみられな
かった．

探索行動に関しては，いくつかの場面で検証が行
われている．オープンフィールドの床面に等間隔に
設けられた16個の窪みに対するnosepoiくe回数に関
しては変化が認められず（Leanza

etal．，1996），壁
のない高さ12cmのプラットフォーム上に16偶の穴
が設けられた装置の場合ほ，新生仔期192IgG−
dip回数の減少が
SapOrin処置ラットにおいてhead
みられた（私ccerietal．，1997）．また，オープン
フィールド内に5個の新奇な物体を置いた場面で
は，3日間に渡る馴化過程においては新生仔期192
IgG−SapOrin処置ラットと統制群ラットの行動に大
きな差はなく，徐々に物体への探索行動を減少させ
ていった．しかしながら，4日目に物体の空間的配
置を変化させたところ，統制群では新奇誘発性の探
索行動増加が観察されたのに対し，新生仔期192
IgG−SapOrin処置群では探索行動の増加が認められ
なかった（Ricceri，Usielio，協ianzano，Calamandrei，
恥ick＆BergeトSweeney1999）．この結果から，
新生仔期192IgG−SapOrin処置により，空間情報の
変化（物体の位置関係の変化）を検出する能力に障
害の生じた可能性が示唆された．
前述した高架式十字型迷路を用いて，不安傾向に
関する新生仔期192IgG−SapOrin処置の効果も検討
されている．払ppas
etal．（1996）が検討を行った
ところ，新生仔期192IgG−SapOrin処置群において，

openarmへの進入回数およびopenarm内での滞在
時間の低下，すなわち不安傾向の増加が認められ
た．一方，Sherren，払ppas＆恥rtin（1999）は雌
雄ラットを用いて同課題を検討し，雌の被験体にお

47

遅延条件0分の場合，直前の見本走行で報酬を呈示
されたアームに対する固執傾向が選択走行において
観察されたが，遅延時間が長くなると，この固執傾
向はみられなく

なった（払ppas

王ねppas，Nguyen，Brownユee，

etal．，1996；

指nasoiu，R汀tin

＆

Sherren，2000）．
モリス塑水迷路課題に関しては，遂行障害がほと
んどみられない（Leanzaetalリユ996；払ppas
al．，1996；払ppas

al．，2000），習得の初期におい
てのみ学習遅滞がみられる（Sherren
et
al．，1999），
訓練期間中に一貫した学習障害がみられる
（Mattssonetal．，2002）というように，見解がはっ

きりしていないというのが現状である．これらの研
究のいずれにおいても，遊泳速度および手がかり試
行の逃避潜時に関しては，新生仔期192IgG−SapOrin
処置群と統制群の間に差がみられなかった．
放射状迷路課題に関しては，Pappas
etal．
（2000）が興味疎い知見を報告している．彼らは，
10方向放射状迷路を装置として使用し，10本のうち
の2本を除く8本のアームにのみ報酬を置いて訓練
を行うという手続きをとった．報酬のない2本の
アームの位置は，訓練期間を通じて固定であった．
このような実験条件下では，被験体は次の2つの記
憶を機能させることが求められる．一つは，報酬が
置かれているアーム（baited arm）と報酬が置かれ
ていないアーム（unbaited arm）の位置を訓練期間
中に記憶保持していること，すなわち参照記憶であ
る．もう叩つは，8本のbaited armのうち試行開始
から進入したものを記憶し，同一試行中にそれらに
再進入しないこと，すなわち作業記憶である．
払ppas

いてのみ，新生仔期192IgG−SapOrin処置による

etal．（2000）の実験において，新生仔期
192IgG−SapOrin処置群は統制群に比べ，baited arm

open

への再進入回数は有意に多かったが，unbaited

arm滞在時間の増加があったことを報告して
いる．雄の被験体においては，不安傾向の変化はみ
られなかった．

（4）学習行動に対する新生仔期19219G−
SaPOrin投与の効果
受動的回避課題に関しては，習得期においては学
習遅滞が認められるが，習得後の回避反応の保持
（24時間後の再テスり に関しては障害がみられな
いとの報告がなされている（Berger−Sweeny，1998；
Ricceriet

al．，1997）．また，習得期においても有意
な学習障害がなかったという報告もある（Ricceri

et

al．，1999）．
T字迷路などを用いた遅延非見本合わせ課題（遅
延0〜3分間）に関しては，新生仔期192IgG−
saporin処置ラットに遂行障害が認められなかった・

et

et

arm

への進入回数に関しては両群に差がみられなかっ
た．つまり，作業記憶に関しては障害がみられたも
のの，参照記憶には影響が生じていなかったことが
示唆された．
（5）まとめ
192IgG−SapOrinを新生仔ラットの脳室内に投与
することにより，中隔一海馬アセチルコリン系と前
脳基底部】皮質アセチルコリン系に極めて重篤な損
傷が生じるが，学習障害の程度は比較的軽度であ
る．また，学習障害は，主に作業記憶に関して観察
される．一般活動性と不安傾向には大きな影響がみ
られない．
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現在までの研究の成果と問題点，今後の展望
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