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研究成果の概要（和文）：孤発アルツハイマー病解明には、加齢変化を念頭に入れた検討が重要である。海馬・海馬傍
回の平野小体・顆粒空胞変性は加齢変化の一つで、認知症によって急激に増加する。本研究では、海馬神経機能調節因
子である海馬由来コリン作動性神経刺激ペプチドの前駆体タンパクが軽度酸性化された細胞内において平野小体形成に
関与する可能性およびそのリン酸化体が顆粒空胞変性の形成過程にp62と共に関連している可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：To elucidate the mechanism of sporadic Alzheimer s disease pathogenesis, the
consideration and research in accordance with age change may be of important. The number of both Hirano
body and granulovacuolar degeneration, being age change in hippocampus and parahippocampal gyrus, are
gradually increased in Alzhemier s disease when compared with non‑demented individuals. In this study,
our results suggested that the precursor of hippocampal cholinergic neurostimulating peptide (HCNP), one
of regulating gene for hippocampal neuronal activity, may be involved in the formation of Hirano body
under acidulous cellular cytoplasm, and HCNP‑related components may be also related with p62 in formation
process of granulovacuolar degeneration.

研究分野： 神経内科
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