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まえがき

本稿の研究は、北海道医学部解剖学第一講座において、 1994年4月から 1998年3月ま

での4年間に行われた。

研究成果の多くはは稿を分けて以下の論文として誌上にて報告しており、一部は現在投

稿中である。

Shin Nakagawa， Masahiko Watanabe and Y oshiro Inoue. (1996) Reginal variation in expression of 
calbindin and inositol 1.4.5ぺrisphosphatereceptor type 1 mRNAs in the cerebellum of the staggerer 
mutant mouse. Eur. J. Neurosci.. 8.1401-1407. 

Shin Nakagawa‘Masahiko Watanabe and Yoshiro Inoue. (1996) Altered gene expression of the N時

methyl-D-aspartate receptor channel subunits in Purkinje cells of the staggerer mutant mouse. Eur. 1. 

Neurosci..8‘26牛ふ2651.

Shin Nakagawa， Masahiko Watanabe and Yoshiro Inoue. (1997) Prominent expression of nuclear 

hormone陀 ceptorRORαinPurkinje cells from eary development. Neurosci. Res.‘28‘l77-184. 

Shin Nakagawa， Masahiko Watanabe‘Toshiaki Isobe. Hisatake Kondo and Yoshiro Inoue. 
Cyto1ogical compartmentalization in the staggerer cerebeIlum‘as revealed by calbindin 
immunohistochemistry for Purkinje cells.(in press) 

本稿では、これらの研究成果を示すとともに、さらなる実験研究結果を含めて考察をす

すめる。

本稿をまとめるにあたりー

まず、研究の機会を与えていただき、研究の方向について指導いただいた北海道大学医

学部解剖学第一講座井上芳郎教授ならびに北海道大学窓学部精神科神経科小山司教授に感

謝の意を表します。そして、この研究期間、終始直接指導をいただいた解剖学第一講座渡

辺雅彦助教授に深部致します。



この研究の一部は日本学術振興会からの特別研究員奨励費による援助を受けた。
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大要

スタゲラー(staggerer)ミュータントマウスの小脳ブルキンエ細胞は三次樹状突起上の

椋突起が欠損しており、平行線維とのシナプス形成が障害されている。また、この細胞で

は形態学的・生化学的・電気生理学的特性における未熟性が指摘されている。近年、スタ

ゲラーマウスの原因遺伝子が核ホルモン受容体として転写調節に関わっているRORαで、あ

ることが判明した。本研究は、プルキンエ細胞分化とRORαとの関連を追求する目的で、

スタゲラーマウスおよび野生型マウスを用いて、ブルキンエ細胞の形態特性及び遺伝子発

現特性を免疫組織化学法とinsituハイブリダイゼーション法により比較検討した。

生後21日齢の野生型マウスでは、プルキンエ細胞は大型の細胞体を有し、小脳皮質に

一列に配列し、発達した樹状突起を分子層に広げていた。この野生型形態と比べるとスタ

ゲラーマウスのプルキンエ細胞は全体的に未熟な形態を示しており、さらに形態分化震の

異なるプルキンエ細胞が領域特異的に集団をなして矢状方向の帯状コンパートメントを形

成していた。特に、前葉では 7個の帯状コンパートメント(zoneトVII)が明瞭に識別さ

れ、小脳正中部を含も、zone1ではプルキンエ細胞は発達した樹状突起を持ち、細胞体が

大きく、分子庸と頼粒細胞層の関に一列に配列した。このような野生型に近似する分化し

た細胞形態は、 zone111とVIIにも見られた。一方、その間に位置するzone11及びIVの

プルキンエ細胞は、樹状突起の分枝形成に乏しく、細胞体は小さく、不規則な異所性配置

を示した。また、 zoneVは両者の中間的な形態特性を有する細胞群により構成されてい

た。スタゲラープルキンエ細胞に発現するカルシウム関連蛋白(カルビンジンとイノシ

トーjレ1，4，5-三リン接受容体)の遺伝子発現レベルもコンパートメント潤で大きく異な
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り、 zoneI、111、VIIでは強く、 zone11、IVでは弱く、 zoneVではそれらの中間的な

強さを示した。コンパートメント間での遺伝子発現様式の変化は、 NMDA型グルタミン接

受容体サブユニットにも認められた (zoneI、111、V、VIIのブルキンエ細胞にはけ、件

、と1サブユニット遺伝子が発現し、 zone11、IVでは発現陰性)。さらに、コンパートメ

ント形成とRORα発現との関連性を追求する自的で、野生型マウス小脳におけるRORα遺

佳子の発現を胎児期から成熟段階に至るまで追求した。その結果、胎児期より RORα遺伝

子はプルキンエ細胞に特異的かつ顕著に発現しており、小脳領域による発現レベルの差異

は認められなかった。

以よの結果は、スタゲラーマウス小脳にはプルキンエ細胞の形態分化および遺伝子発現

特性に基づく小脳帯状コンパートメン卜が存在することを示している。このコンパートメ

ントの出現が核ホルモン受容体RORα遺伝子異常の結果生じたことを考慮すると、小脳の

正常な分化・発達には 1)小脳全域でも発達早期より機能するRORα依存的制御機構と 2)

小脳内外方向に帯状分布するRORα非依存的制御機構の両者が必要で-あることを示唆して

いる。
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緒言

成熟動物の小脳皮質は、分子層・プルキンエ細胞窟・穎粒細胞層から成る明瞭な層構造

を形成している1。小脳皮質を構成する神経細胞は、穎粒細胞・プルキンエ細胞・パス

ケット細胞・星状細胞・ゴルジ細胞の5種類である。小脳皮質への入力線維として下オ

リーブ核からの線雑である登上線維、脊様、構や脳幹諸核由来の苔状線維、青斑核、縫線

核由来のモノアミン作動性線維があり、唯一の出力線維はプルキンエ細胞の軸索である。

成熟プルキンエ細胞は、頼粒細胞の軸索である平行線維と登上線維から興奮性入力を受

け、星状細胞とバスケット細胞により抑制性入力を受けている。この比較的単純な細胞構

築と回路構成により、小脳は回路形成や組織細胞構築発達を研究する上での戦略的有利性

を持つ。

特に、プルキンエ細胞の分化と神経支配の過程は詳細に研究されている。マウスでは胎

生賠11-13日頃に第四脳室天井の上位蓋にある脳室匪芽j曹の経芽細抱が分裂増殖し、プ

ルキンエ細胞としての形質発現を開始する。分裂を終了したプルキンエ細胞は胎生178

演までに外套層浅部に移動する。また、この時期に丸い細胞体底部に突程が生じ、登上線

維が接触する。ついで登上線維はプルキンエ細胞の先端部の突起そして伸び始めた樹状突

起へと接触部位を移し樹状突起が伸びるにつれてその先端へと接触を広げていき、締胞体

突起とのシナプス結合は消滅していく。生後7日頃よりブルキンエ細胞の細胞体は一列に

配列し、平行線維による神経支配が始まり、軟膜側に極性を持つ太い一次樹状突起から二

次、三次樹状突起の著しい分枝が起こる。平行線維シナプス形成が活発化すると、複数の

登上線維による重複支配から単一神経支配へと移行し、成熟した回路が完成する。
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スタゲラー(staggerer)マウスはJacksonLaboratoryの肥満マウス系の中から発見さ

れた常染色体劣性遺伝様式をとる小脳奇形ミュータントマウスであるにホモ接合体

(5g/5g)には生後8-12日齢頃より四肢の協調運動障害により横訟を繰り返す小脳失調性

歩行、運動時振戦、筋緊張低下等の症状が認められるに小脳プルキンエ細胞の数が減少

しており、細胞体が小さく、不規則な配列を示している。また、その樹状突起が媛小化し

ている2，3。三次樹状幹の牒突起形成が認められず、結果として平行線維とプルキンエ細

胞聞のシナプス結合が選択的に、ほぽ総て欠損している4-6。このシナプス結合の欠損は

生後3-4適齢の間に穎粒細胞の脱落を引き起こす。また、スタゲラーマウスでは成熟期に

おいても登よ線維の重複神経支配が残存している7，8。キメラマウスを用いた実験系によ

り、変異細胞はプルキンエ細胞である事が指摘されており 9、多くの電気生理学的・生化

学的所見によりその細胞の未熟性が示唆されている10岨 150 また、いくつかのプルキンエ

細抱に豊富に存在する物質の遺伝子発現が減少又は消失していることが報告されている

16嶋 20。

近年、スタゲラーマウスの原因遺伝子が核ホルモン受容体の1種で‘あるRORαである事

が明らかとなった200 高等動物におけるホルモン群には、ペプチドホルモンに代表される

水溶性ホルモンと、ステ口イドホルモンに代表される脂溶性ホルモンが存在する。前者は

膜に特異的な受容体を、後者は膜に局在するものもあるが大部分は核に局在する核内受容

体を有する。核内受容体群はその構造と機能の類似性から、 1つの百大な遺伝子スーパー

ファミリーを形成している21，22 これらは、ステロイドホルモン(グルココルチコイ

ド、プロゲスアロン、アンド口ゲン、エスト口ゲン)、ジハイドロキシビタミン 03

(1，25-(OHh03)、甲状腺ホルモン、レチノイン酸等のリガンドが同定されている核内受
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容体群とリガンド不明のいわゆるオーファン(孤児)受容体に大きく 2種類に分類され

る。 RZR/RORaはレチノイン酸受容体関連オーファン受容体のサブクラスの一つであり

23-26、他のサブタイプとしてRZRs27、RORy28が同定されている。 RZR/RORαにはさら

に共通のリガンド結合部位とDNA結合部位を有し、 N末端領域が異なる5種類のスプライ

ス変異体(RORα1，2，3，4，RZRα)が存在する。これら核ホルモン受容体はリガンドが結

合することにより活性化し、単量体、ホモ2量体、ヘテロ2量体のいずれかで、ゲノムの

標的ホルモン応答性エレメン卜に結合することにより種々の分子の転写活性を調節し、広

範多岐にわたる生理作用を発現させる。

本研究は、プルキンエ細胞の分化と核ホルモン受容体RORαとの関連を追求するため、

スタゲラーマウスのプルキンエ細胞における1)形態、 2)プルキンエ細胞特異的なカルシ

ウム関連蛋白であるカルビンジン、 1型イノシトール 1，4，5-三リン接受容体(inositol

1バ，5-trisphosphatereceptor type 1 ; InsP3R 1 )の遺伝子発現、 3)神経可塑性・分

化に関わると考えられているNMDA受容体チャネルサブユニットの遺伝子発現、 4)野生

型マウスの小脳発達段階におけるRORαの遺伝子発現分布を検討した。
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材料と方法

動物

実験にはホモ接合体 (sg/sg)スタゲ、ラーマウス及びコントロールとして野生型C57

/Bし6J系マウスを用いた。 JacksonLaboratory (Bar Harbor， ME)より購入したヘテロ

接合体 (5g/十)を雌雄交配させる事によりホモ接合体を繁殖させ、ヘテロ接合体はC57

/Bし6J系で維持した。ホモ接合体マウスは生後8-12呂頃より発現する小脳失調性歩行等

の症状より判別した。また、小脳小葉の形成不全、プルキンエ細胞の異所性等の組織学的

所見により確認した。交配の翌日を胎生期O日齢、出生日を生後1日齢として、胎生期15

18日齢、生後L7， 14、21、51臼齢の野生型マウス、議びに生後21、51日齢のス

タゲラーマウスを各実験において適宜使用した。動物は恒常的環境条件のもと、自由飲水

と図形飼料(ラボMRストック:日本農産工業、横浜)で飼育し、動物の扱いは「動物実験

の指針j を遵守した290

抗体の作製

カルビンジンを含む蛋自分罰をラット脳より精製し、 DEAEオープンカラムにより分翻

した。 SDS-PAGEにおける分子量とウサギポリクロナール抗力ルピンジン抗体30による

イムノプロット法によりカルビンジンを含む分闘を判別し、ラットカルピンジンは最終的

!こDEAι5PWカラム(東ソ一、東京)を用いた高速液体クロマトグラフ(high-performa

nce chromatography; HPLC;島津、京都)により精製した。 O.1mgのカルピンジン蛋白

とFreundcomplete adjuvant (DIFCO、Detroit、MI)を混和し、ウサギの皮下!こ2-4

週の間隔で6回注射した。抗血清を最終免疫の2過後に採取し、 -800Cで保存した。
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イムノブロット法

8-10容量の250mMサッカロース液、 25mM塩化カリウム、 50mMトリス緩衝液

(pH 7.5)、4mM塩化マグネシウムを含む氷冷した溶液中で野生型マウス前脳及び小脳

を、ホモジナイザーにより均質化した。 1000x 9、10分間遠心した後、上清を11%

SOSポリアクリルアミドゲルで電気泳動した。ゲル上に分離された蛋白質をこト口セル

ロース膜に電気的に転写し、ツィーン 20-リン援塩緩倍液で20，000倍に希釈されたカル

ピンジン抗血清にて、抗体反応を行った。可視化にはECLchemiluminescence 

detection system (Amersham、 Buckinghamshire、England)を用いた。

免疫組織化学法

ジエチルエーテルで深麻酔した生後21日齢のC57BL/6Jマウス及びスタゲラーマウス

を背臥位に国定、正中間胸にて、心臓を露出し、 26Gの翼状針を心尖部より上行大動脈に

むけて留置した。右心耳を切り取り脱血しつつ、 4%パラフォルムアルヂヒドー0.1Mリ

ン酸塩緩衝液(pH7.2)にて還流国定を行った。還流後に脳を摘出し、同じ液に1時間浸;震

後、パラフィン切片作成用の標本は、アルコール脱水系列から常法により包埋し、マイク

口スライサ一切片作成用の標本は、 30%サッカロースー0.1Mリン酸塩緩衝液(pH7.2)で、

浸漬保存した。 4μm厚のパラフィン切片並び1こ 50~tm厚のマイク口スライサ一切片を作成

した。パラフィン切片は税パラフィン、水和の後、 0.3%過酸化水素メタノー;v溶液で10

分間処理し内因性ぺ;vオキシダーゼを失活させ、 1xリン酸緩衝生理的食塩水 (phosphate

buffer saline; PBS)で洗浄した。 2%正常ヤギ血清を30分間作用させ非特異的反応を阻

止した後、 1xPBSで5分間、 3回洗浄し、一次抗体として10，000-20，000倍希釈の抗力
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ルビンジン抗血清を4
0Cで4日間反応させた。 1xPBSで洗浄後、二次抗体のピオチン化抗

ウサギIgG抗体(HistofineSAB-PO(R) Iくit、ニチレイ、日本)を30分間反応させた。そ

の後、アピジンービオチンーペルオキシダーゼ複合体 (Avidin-biotin叩 peroxidase

complex; ABC)を30分間反応させ、 0.02%過酸化水素加ジアミノベンチジン (3-3'-

diaminobenzidine; DAB: Sigma、St.Louis、MO)処理により発色させた。また、いく

つかの切片をMayerヘマトキシリンで核染色した。

マイクロスライサ一切片は5%正常ヤギ血清で;30分間ブ、ロッキングした後、 0.1%

ツィーン 20-1 xPBSにて洗浄、 1，000-2，000倍希釈の抗力ルピンジン抗血清にて、室

温で一晩抗体反応させた。 2次抗体としてFITC(fluorescein isothiocyanate)標識ヤギ

抗ウサギIgG抗体 (1:200; Jackson ImmunoResearch、WestGrove、PA)を用い、室

温で2時間反応させた。洗浄後グリセリン封入し、共焦点、レーザー顕微鏡 (MRC1024: 

BioRad、Hercules、CA)で鏡検した。

細胞の重径及び細胞密度の計測

40μm間隔のパラフィン切片付ぃm厚)を用いて、生後21臼齢のスタゲラーマウス小脳の

中央部から外側部にかけて第3小葉におけるプルキンエ細胞の直径及び細胞密度を測定し

た。計測にはAxiophot顕微鏡(Zeiss、Oberkochen、Germany)、DXC-930Pモデル

3CCDカラービデオカメラ(ソニー)、イメージングアナライザーMicroComputer 

Imaging Device (MCID) (Imaging Research Inc.， Ontario、Canada)を使用した。

MCIDの額面上で細胞体の辺縁を描画し、その面積と等しい円の直径をプルキンヱ細胞

の細胞体の大きさとした。パラフィン包埋による萎縮がみられるため、各切片ごとの細胞
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体の平均直径は、同じ個体の小脳正中部におけるプルキンエ細胞の平均直径に対する割合

として算出した。また、第3小葉の104~lm2単位面積あたりのプルキンエ細胞数を細胞密

度として算出した。各切片における小葉の箇積は小脳裂の最も陥入したこ点を結んだ直線

と小葉の輪郭とで閉まれる領域とした。得られた値はすべて平均値土標準偏差で表した。

有意差検定としてStudentのt検定を用い、 5%未満を有意差ありと判定した。

オリゴヌクレオチドプロープ

cDNA又はゲ、ノムのエクソンに相補的な45塩基のアンチセンスオリゴヌクレオチドを委

託合成した。それぞれの物質で参考にしたcDNA又はゲノムの塩基配列部位及び作成した

アンチセンスオリゴヌクレオチドの塩基配列は下記の通りである。

カルビンジン:マウスカルビンジンcDNA、167 -211塩基筒31

5 '-GAGATCTGGCTTCATTTCGACGCTGACGGAAGTGGTTACCTGGAA-3' 

InSP3R1 マウスInSP3R1 cDNA、6023-6067塩基間32

5 '-AAAGCCAAAGAGCCCACAACACAGAT AACAGAAGAGGTCCGGGATω3' 

現在までにInSP3R1には数種類のスプライス変異体が生じることが知られている33ω35。

上記のプローブはすべての変異体を認識する。
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NMDA受容体チャネルサブユニット36

ε1サブユニット:マウスリサブユニット cDNA、290ト2945塩基調

5' -GATTCAGTGCTGACAGCCACCTCCACTGTGTTGGGGTTGGACTCA-3' 

dサブユニット:マウス82サブ、ユニット cDNA、3107-3151塩基間

5' -CGTTGCCCTCGA TGTTGCCA T AGGTGACAGT A TGCGTGGAGA TG丁目3'

dサブユニット:マウス83サブユニット cDNA、67-111塩基間

5' -CAGGAAGTTCTGCGGGGTGAGAGGAGTCCGGGCCTGGGCCTGCAG-3' 

Aサブユニット:マウス84サブ、ユニット cDNA、3941-3985塩基間

5 '-CCAACCCATGAGGGTCTTGTCCACTTAGCGCGTCCCCTCGGGTCG-3' 

ロサブユニット:マウスロサブユニット cDNA、ー54--1 0塩基間

5 '-GCAGGAGAAAAGCAGGGCGAATGTCAGCAGCTCCATGGTGCTCAT-3' 

上記の領域以外!こ81サブユニットでは16から60塩基問、 82サブユニットでは-96か

ら-52塩基問、 83サブユニットでは730から2774塩基筒、 84サブPユニットでは2856

から2900塩基問、と1サブユニットでは1685から1729塩基間のアンチセンスオリゴヌ

クレオチドを作製し、プロープの精度を確認した。

RORα(accession number U53228) 

スタゲラーマウスのRORαゲノムには、リガンド結合部位を含む領域に122塩基の欠損

部位(826-947塩基間)が認められる200 以下のプロープの領域は欠損部位に対して、そ

-1 2 -



れぞれprobe1が上流域、 probe2が欠損部位、 probe3が下流竣!こ一致する。

probe1 マウスRORcxゲ、ノム、 699-743塩基潤

5' -TCGGGA TTGGACA TCAA TGGGA TCGGGCCCGAACCCA T A TGTGAC・-3'

probe2 : 867-911塩基調

5 '-TGCCAGTACTTGCGGGAAGAGCTCCAGCAGATAACGTGGCAGACC-3' 

probe3 : 972ぺ016塩基閤

5' -TGTGCCA TCAAGA TT ACAGAAGCT A TCCAGT ATGTGGTGGAGTT了時3'

マウスRORα!こは2種類のスプライス変異体 (RORα1及びRORα4)が知られているが20，

26、作成されたプローブは各々どちらの変異体も認識するものである。

上記のオリゴヌクレオチドにターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフエラーセ、

(BRL、Rockville、MD)を用いて35S-dATP、33P-dATP又は32P-dATPのいずれかを末

端標識した。 insituハイブリダイゼーション法には35S文は33p宋端標識プローブを、

ノーザンブロティング法には32p末端標識プロープを使用した。

RNAの抽出とノーザンブ口ティング法

1. RNAの抽出

ChomczynskiとSacchiの方法に準じて、 C57BL/6Jマウスの小脳より全RNAを抽出

した370 新鮮組織19あたり 10mlのD液 (4Mグアニジンチオシアネート、 25mMクエン

鼓ナトリウム、 0.1M乙メルカプトエタノール、 0.5%N-ラウロイルサルコシン酸ナトリ
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ウム(サルコシル))を加えて十分に均質化した。この材料に、 1/10容量の2M酢酸ナト

リウム、 1容量の水飽和フェノール、 1/5容量のクロロホルム岨イソアミルアルコール

49:1混合液を順次加え、添加ごとに混和した。 15分氷冷した後、フェノール抽出を行

い、水層(上層)に等量のイソプ口パノールを加え、よく混和して之Oocで1時間放置し

た。 4
0

Cで20分間12，000rpm遠心して上清を捨てた後、沈殿物を70%エタノールで洗

浄、乾燥後、 10mMトリス緩衝液 (pH8.0)、1mMエチレンジアミン三酢酸

Cethylenediamine triacetic acid; EOTA)、0.1%ドデシル硫酸ナトリウム

Csodium n-dodecyl sulfate; SOS)に溶解し、再び♂OOcで1時間放置した。 400Cで

25分間静置した後、フェノール抽出、エタノール沈殿を行い、 RNAの沈殿をジエチルピ

オカルボネート (diethylpyrocarbonate;OEPC)処理蒸留水で溶解した。

2.ノーザンブロティング法

全RNA50μgを1.5%アガ口一ス12.2Mフォルムアミド変性ゲルにて電気泳動し、その

後ニト口セルロースフィルターに転写した。紫外線盟定後、ニトロセルロースフィルター

を50%フォルムアミド、 4x SSC (1 x SSC; 150mM境化ナトリウム及び15mMクエン

酸ナトリウム)、 1xデンハールト溶液 (0.02%アイコール、 0.02%ポリピニルピロリド

ン、 0.02%ウシ由清アルブミン)、 0.1M トリス緩衝液 (pH7.5)、250同 Iml変性サケ

精子ONAからなるプレハイブリダイゼーション液で、 37
0

Cで2時間反応させた。反応後こ

の液を捨て、プレハイブリダイゼーション液に最終濃度2x 106 d.p.m.!mlの 32P-dATP

標識オリゴヌクレオチドプローブ、 10%硫酸デキストランを加え、 42
0

Cで一晩反応させ

た。反応終了後、 2x SSC-0.1 % SOS!こて室温で5分間の洗浄を3間行い、 0.1x SSC即
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O.l%SOSIこて550

Cで15分間、洗浄を2回施行した。 MedicalX-ray film (富士フィル

ム、東京)を用いてもOOcで8白間オートラジオグラフィーを実施した。

In situハイブリダイゼーション法

ジエチルエーテルで摺殺したマウスより、無固定で脳を摘出し、粉末状のドライアイス

上で凍結した。クリオスタットで、20um厚の切片を作成後、 3-アミノプロピルトリエトキ

シシラン(Sigma)をコーティングしたスライドグラスに張り付け、乾燥させた。切片は室

温にて4%パラフォルムアルデ、ヒドー0.1Mリン酸緩衝液 (pH7.2)で10分間毘定後、

2mg/mlグリシン-PBSIこ20分間浸潰し、 0.25%無水酢酸ー0.1Mトリエタノールアミン

(pH8.0)で10分間アセチル化を行った。 50%フォルムアミド、 O.lMトリス緩衝液

(pH 7.5)、4x SSC、1xデンハールト溶液、 2%サルコシJl，-， 250μg/ml変性サケ精

子ONAからなるプレハイブリダイゼーション液で、室温2時間反応させた後、 2x SSC-

0.1%サルコシJl，-、 0.1x SSC-0.1 %サルコシルで連続的に矩時間洗浄し、 70%及び

100%エタノールで5分間ず、つ脱水処理を行った。ブレハイブリダイゼーション液に最終

濃度107d.p.m./mlの35S-dATP又は33P-dATP標識オリゴヌクレオチドプロープ、 10%

硫酸デキストラン、 0.1Mジチオトレイトールを加え、 420

Cで10時間ハイブリダイゼー

ション反応を施行した。 2x SSC-0.1 %サルコシルにて室温で30分間洗浄後、 0.1x 

SSC-0.1 %サルコシルにて550

Cで40分間洗浄を2回施行、脱水、乾燥させた。

Hyperfilm-smax (Amersham)を用いて、オートラジオグラフィーを室混で4-7自問施

行した。また、惑光乳剤 (NTB2:Kodak、Rochester、N.Y.)Iこ40Cで1週間一3ヶ月間露

出させたミクロオートラジオグラフィーを行った。 0-19 (Kodak)で、現像した後、いくつ
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かの切片は0.5%トルイジンブルー又はMayerヘマトキシリンにて対比染色を行った。

mRNAの半定量解析

in situハイブリダイゼーション法のミクロオートラジオグラフィーでは、細胞上の銀

粒子数を計測することにより、その細胞のmRNA発現量を推定することができる。本研究

では生後21日のスタゲラーマウスの異なる小脳内領域におけるプルキンヱ細胞のカルビ

ンジン mRNA及び:lnsP3R1 mRNAの発現量(銀粒子数)を計測した。

計測には上述の「細胞の直径及び細胞密度の計測Jと関じ装置を使用し、以下の方法で単

一細胞の銀粒子数を求めた。

1 )対物40倍の明視野画像をアナ口グ信号としてMCID画像解析システムに送った。

2)銀粒子のみを感知するopticaldensityの闇値を設定し、アナログ信号をこ値化した。

3) 1個の銀粒子の蕗積を計測し、平均値を算出した(単位萄積)。

4) 2)の設定上で一つの細胞体における銀粒子の総面積を算出した。

5)銀粒子の総菌積を単位面積で割ることにより、単一細胞における銀粒子数を推定し、

背景にある非特異的に見られる銀粒子の数を減算した。

小脳内の目的の領域から各々 60偲のプルキンエ縮胞を無作為に選択し、一つの細胞にお

ける銀粒子数の平均を計算した。最終的にそれらの平均銀粒子数を野生型マウス小脳正中

部におけるプルキンエ細胞よの平均銀粒子数に対する割合で表示した。総ての標本は同じ

実験操作のもとに行った。得られた値はすべて平均値土標準偏差で表した。有意差検定と

してStudentのt検定を用い、 0.1%未満を有意差ありと判定した。
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結果

1.スタゲラーマウス小脳およびプルキンエ細胞の形態

生後21日齢のスタゲラーマウスの小脳は野生型C57BL/6Jマウスの小脳に比較して、著

しく小さかった(図1)。虫部領域の小葉は低形成であったが、半球部に比較して保たれて

おり、本研究ではを便宜的に虫部の小葉を各々し1-8と命名した。

1 .抗力ルビンジン抗体作製と特異性検定

スタゲラーマウスのプルキンエ細砲の形態を検討するため、高力価の抗力ルビンジン抗

体を作成した。イムノブロティング法で、抗血清は28KDaの単一蛋由貿を認識し、野生型

マウス前脳に比して、小脳から得られた蛋白抽出液に対して強い免疫反応を示した(図

2A)。間接酵素抗体法により、抗血清1:10000-20000という高い希釈率で、成熟マウス

の小脳分子層に強い免疫反応が認められ、嘆糸球体層、大脳皮質上属、上丘、線状体、歯

状回、黒質、台形体、下丘に中等度の反応が見られた(図2B)。小脳皮質においてプルキ

ンエ細胞が特異的に染色され、蛍光抗体法により、そのフラスコ型の大きな細胞体と共に

樹状突起の分枝、軸索の免疫像が明瞭に認められた(図6A)。そして、練突起も点状構造

物として認識された。この分子量と分布は、これまでに報告されたものと一致していた30，

38-41。 また、 insituハイブリダイゼーション法により見られるカルどンジン mRNAの

分布とも一致していた(図8A)。非免疫のウサギ血清では、免疫反応は見られなかった(図

省略)。これらの結果より、この抗血清はカルピンジンに特異的かつ高力価であると判断し

た。
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2.免疫組織化学法による形態解析

水平断切片を用いて、生後21日齢のスタゲラーマウス小脳におけるカルビンジン免疫陽

性のプルキンエ細胞の分布を検討した(図3)。吻側小脳半側のし1、L2、し3には、プルキ

ンエ細胞の配列、カルビンジン免疫反応の強弱により、各々 3、5、7個の明らかな矢状帯

(zones トVII)が認められた(図3)。これら領域は鳴尾側に小葉を貫く帯状構造を示し、

zone 1は小脳正中部を含んでいた。しかし、尾側小脳 (L4-8) においては、この帯状構

造は不明瞭であった。

各矢状帯を構成するプルキンエ細胞の特徴を詳細に検討する呂的で、矢状断切片によ

り、 L3におけるプルキンエ細胞の直径、細胞密震を計測し(函4、5)、共焦点、レーザー顕

微鏡により、その樹状突起の形態を検討した(国6)。

Zone 1では、分子層、プルキンエ縮施援、穎粒細胞層からなる3層構造が他の領域に比

較して最も保たれていた(函4A)。プルキンエ細胞の細胞体は最も大きく(図5A)、ー列

に配列しており、強い免疫反応が見られた(図3、4A)。細胞密度は6.65土0.56/104μm2

であった(図5B)。細胞体はフラスコ状であり、複数の一次樹状突起を有していた(図6B)

。二次樹状突起からは、短い三次樹状突起が軟膜表窟に向かつて伸びていた。しかし、三

次樹状突起に東京突起は認められなかった。この樹状分枝は矢状方向のみならず、水平方向

においても観察された(図3)。細胞体の腐りには点状又は網自状の構造物が認められ、未

熟なプルキンエ細胞に見られる傍細抱体突起に類似していた(図6B)。

zone 11はzone1と111の間の狭い領域であり、そこに含まれるプルキンエ細胞の細胞

体は小さく(図5A)、頼粒細胞層の中に散在し、免疫反応も弱かった(図4B)。また、細

胞密度も低かった(図5B)。樹状突起の極性は不規則で、分枝形成が極めて乏しかった
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(国6C)。

Zone 111 にあるプルキンエ細胞は形態学上zone1のものと似ており、免疫反応の強い

大きな細胞体を持ち、一列に配列し、比較的発達した樹状突起形成が認められた(図3、

4C、5A、6D)。また、細胞密度もほとんど伺じであった(図58)。

ZonelVは小脳の虫部と半球部の中間にあり、最も庫さの薄い部分であった(図3)。こ

の領域のプルキンエ細胞はzone11のものと似ており、異所性配置を示す小さな細胞体、

未発達の樹状突起、低免疫反応、低細胞密度といった特徴を示した(図4D、5、6E)。

Zone Vのプルキンエ細抱はzone1、111のものと同様にカルピンジン免疫皮応が強かっ

た(図3、4E)。しかし、 zone11、IVに見られるプルキンエ細胞のように、細胞体は小さ

く、頼粒細胞層の中に散在していた(図4E、5A)。長い樹状突起が軟膜表面の方向に伸び

ており、分枝形成はほとんど克られなかった(図6F)。また、細胞密度は最も高かった

(図58)。

Zone VIのブルキンエ細胞は、 zone11、IVのものと特徴が似ており、 zoneVIIのも

のは細胞体があまり大きくはないが、 zone1、111におけるプルキンエ細胞と特徴が同じ

であった(函3)。
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L6 

L7 

A 

Fig. 1. Toluidine blue-stained parぜfinsections through the midline of the staggerer (A) and C57BLl6J 

(B) cerebella. L1 through L8 indicate lobules of the staggerer cerebellum. Roman numerals 1 thorough 

X indicate lobules of control mouse cerebell um， according to Marani and Voogd (1979). 

Scale bar， 1 mm. 

Fig. 2. CharactelIzation of anti側 calbindinantibody. (A) Immunoblot analysis against membrane 

extracts from the forebrain (a) and cerebellum (b). Positions of protein size markers (BRL) are shown 

to the left (kDa). (B) Immunohistochemistry for calbindin pr・oteinin the mouse brain. Cb. cerebellum: 

CPu. caudate putamen: Cx， cerebral cortex: Hしhippocampus:10， infelIor olive: OB‘olfactory bulb: 

SC， supelIor colliculus: SN， substantia nigra: Tz， trapezoid body. Scale bar， 5mm. 
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fig. 4. Parasagittal sections showing the distribution of calbindin-immunopositive Purkinje cells 

(alTows) in L3 of the staggerer cerebellum. Zones 1 (A)， II (B)， III (C)， IV (D)， V (E). Note marked 

differences in the alignment‘density， size and calbindin immunoreactivity of Purkinje cells. Rostral is 

to the right. GI二granularlayer: Mol‘molecular layer. Scale bar， 150μm. 
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Fig. 5. CelI size (A) and cell density (8) of Purkinje cells for each zone in L3 of the staggerer 

cerebelIum. The mean diameter of Purkinje cell bodies in the cerebellar midline was measured as 

10.1 um. The cell diameter relative to that obtained from the cerebellar midline ¥vas 83.1 ごと 2.0 %in 

Zone 1. 63.6 ごと 2.3 % in Zone 11. 81.8 土 2.7 % in Zone 111. 73.7:t 2.8 % in Zone IV and 60.8:t 2.3 

% in Zone V (mean :t SEM) (A). The cell density (per 1 Q4μm2) in Zones I-V ¥vas 6.65:t 0.56.斗.55

:t 0.45. 6.77土 0.35.4.94:t0.75 and 1.0玄 0.53(mean土 SEM)，respectively (8). One-tailed 

Student's t-Test. '¥P< 0.05ソド::¥P<0.01. 



Fig. 6. Confocallaser scanning microscopy showing calbindin寸mmunopositivePurkinje cell bodies 

and dendrites. A. wild同 typecerebellum: B-F， staggerer cerebellum. B-F reI力モsentstaggerer Purkinje 

cells in Zones 卜V，respectively. AITOWS in B indicate presumed pelおomaticdendritic processes、while

aITowheads indicate a Purkinje cell axon. Arrows in C and E indicate unbranched thin dendrites stained 

at very lo¥v levels. The pial slllface is to the top. Scale bar， 30~lm. 



11.スタゲラーマウスプルキンエ細胞におけるカルピンジンと i型イノシトール

1 ，4，5-三リン酸受容体 (InsP3R1 )の遺伝子発現

1 プ口一ブ特異性検定

ノーザンブ口ット解析でカルビンジン、 InSP3R1のオリゴヌクレオチドプローブは

C57BL/6Jマウス小脳の総RNA{こ対してそれぞれ1.8kb、10kbの単一バンドを示した(図

7)0 in situハイブリダイゼーション法では、ともに小脳に極めて強い発現シグナルが見

られ、大脳半球、線状体、海馬を含むいくつかの終脳領域には弱い発現シグナルが認めら

れた(図8A、C)。このmRNAの分子量と分布はこれまでに報告されているものと一致して

いた16，31，41。また、 20倍量の過剰量未標識アンチセンスプロープの添加により、これら

の特異的なシグナル分布は完全に消失した(図8B、0)。これらの結果より今回使用した

45塩基のオリゴヌクレオチドプローブはそれぞれカルピンジンmRNA及び:lnsP3R1

mRNAIこ対して特異的であると判断した。

2. In situハイブリダイゼーション法による発現解析

野生型マウス小脳(コント口一ル)

生後21日齢のC57Bし/6Jマウス小脳において、カルビンジンmRNAの発現シグナルはプ

ルキンエ綿胞の細胞体に限局して見られた(図9A)。一方、 InSP3R1mRNAの発現シグナ

ルは、プルキンエ細胞体に加えて分子層の領域にも認められ、樹状突起にもmRNAが分布

していると考えられた(図98)。領域による発現シグナルの強さに違いは認められなかっ

た。
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スタゲラーマウス小脳

生後21日鈴のスタゲラーマウス小脳の水平断切片において、カルヒ、ンジンmRNAの発現

シグナルの強さには、小脳内の領域により明らかな違いが見られた(密10A)。発現シグナ

ルの強さが異なる領域は矢状方向に帯状構造を示し、吻但IJ小脳 (Lト3)の半側において3-

7備の矢状帯域 (zonesI-VII)が認められた。小脳正中部を含むZone1は最も発現シグナ

ルが強く、 zone111、V、VIIにも強い発現シグナルが認められた。また、 zone1、111、

VIIのプルキンエ細胞の細胞体は分子層と頼粒細胞層の間に比較的整然と一列に並んでい

たが(図10A、10C、11A)、zoneVにおけるそれは頼粒細胞患の中に散在していた(図

11 B)。これらの強い発現シグナルを示す矢状帯域の聞には、非常に弱い発現シグナルを示

す領域 (zone11、IV、VI)が見られ、これらの領域のプルキンエ細胞は少数で、小さく、

穎粒細胞層の中に散在していた(図11C)。尾側小脳においても同様の帯状構造が見られた

が、吻側のものより不明瞭であった。 InsP3R1 mRNAの発現シグナル分布にも同様の矢状

帯域が見られたが、 zoneVの発現シグナルは強いものではなかった(図10B)。また、野生

型と比較して分子層のシグナルは明瞭ではなかった。

3. mRNA発現レベルの半定量解析

in situハイブリダイゼーション法のミクロオートラジオグラフィーでzone1、V、11の

矢状帯域にあるプルキンエ細胞の銀粒子数を計測することにより、遺伝子発現量を半定量

化した。カルビンジンプ口一ブによる1個のプルキンエ細胞上の銀粒子の平均数はコント

ロールに比較して、それぞれ21.9%、13.6%、1.6%であった(図12A)o InsP3R 1プロー

プによるそれらの値は、それぞれ27.3%、7.5%、0.8%であった(図12B)。これらの値に

自 21



は有意な差が認められた。 (P< 0.001、Studentの片側jt検定)
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Fig. 7. (Ieft) Northem blot analysis for calbindin mRNA (A) and InsP3Rl mRNA (日)in the 

cerebellum. Positions of 28S and 18S ribosomal subunits are indicated by upper or lower aITowheads， 

respectively. 

Fig. 8. (right) X寸.ayfilm macroautoradiography shovving distributions of calbindin mRNA (A) and 

InsP3R1 mRNA (C) in the C57BLl6J mouse brain. Four adjacent parasagittal sections were hybridized 

in the absence (A‘C) or presence (B， D) of 20-fold excess amollnt of unlabelled each oligonucleotide. 

Fig. 9. Darkfield micrographs showing distriblltions of calbindin mRNA (A) and InsP3R1 mRNA (B) 

in adjacent hOlizontal sections of the C57BLl6J mOllse cerebellum. Roman numerals I through VII 

indicate the lobule number. Scale bar. 1 mm 



Fig.10.Distr-ibtitions of the caibindiI1mRNA(A‘C) and 

InsP3R1 mRNA (B) in adjacent hOlizontal sections (A， B) 

and sagittal section (C) of the staggerer cerebellllm. Note a 

distinct regional variation in the transcliption level of both 

mRNAs in the mediolateral direction (A‘B). Thick anw.vs 

indicate a midline region. At midline region‘ 

calbindin mRNA-positive cells (Purkinje cells) are aligned 

in a monola)百r(C). L1 through L5 indicate the lobllle number 

of the staggerer cerebellllm. Roman numerals I through VII 

represent the zones based on the transcription levels. 

Scale bar‘A andB‘ 1 mm;C‘O.5mm. 
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Fig. 11. Bright四 fieldmicrographs showing the distribution of Purkinje cells expressing calbindin 

mRNA in zones 1 (A)， V (B). and 11 (C) of the staggerer cerebellum. AITOwheads indicate cell 

bodies of the Purkinje cells. Each miCI・ographin this figure was taken from the same horizontal 

section. counterstained with toluidine blue. 01二granularlayer: MoL molecular layer. 

Scale bm二20μm
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Fig. 12. Histograms showing the reJative percentage of mean silver grain COllnts per cell in zones' I . 

V.and 11 (nコ60per group). A， calbindin mRNA: B. InsP3R1 mRNA. The Jinear regression analysis 

bet¥veen visua! grain counting and comput町二assistedcOllnting was pelf0J111ed to check the reliability of 

the computer-based analysis system. A correlation coefficient was calclllated as +0.998. indicating the 

1・aJidityof the present grain cOllnting'i¥キSignificantgrollp difference at p< 0.001. one-tailed Stlldent's 

t -test. 



111.スタゲラーマウスプルキンエ細胞におけるNMDA受容体チャネル

サブユニットの遺伝子発現

グルタミン接受容体チャネルはグルタミン酸の結合により自身の陽イオンチャネルを関

口する受容体ーイオンチャネル複合体で、あり、高等動物の中枢神経系における早い興奮性シ

ナプス伝達に中心的な役割を担っている。 NMDA受容体は3種類あるグルタミン酸受容体

チャネルのサブタイプの一つであり、 Na+とK+(こ加えて、 Ca2+(こも高い透過性を示し、か

つMg2+による電位依存的阻害を受ける。そのために、海馬CAl野のシナプス長期増強など

の機能を有し42，43、経験依存的なシナプス可塑性やシナプス形成に寄与していることが示

唆されている村町500 成熟プルキンエ細胞はNMDA受容体を介する電流応答が見られないこ

とが知られている10，51-540 ところが、 Dupont等は成熟スタゲ、ラーマウス小脳正中部のプ

ルキンエ細胞には、 NMDA(こ対する電流応答があることを報告している10。

本研究ではスタゲラーマウスのプルキンエ細胞における電気生理学的所見の分子的基盤

を明らかとするために、 4種類のE(NR2)及び1種類の乙(NRl)サブユニットで構成される

NMDA受容体チャネルサブユニット55・57の遺伝子発現解析をinsituハイブリダイゼー

ション法により検討した。野生型マウスのプルキンエ細胞は分子層と頼粒細胞窟の間に一

列に並んだ大型の細胞として容易に判別しうる。しかしながら、多くのスタゲラーマウス

のプルキンエ細胞は頼粒細胞層に散在し、細胞体が小さい為にゴルジ細胞11型との産別が

つきにくい2，58。そのため、本項では、 トルイジンブルー染色で細胞体が紫色に異染性を

示すプルキンエ細胞とゴルジ細胞11型をまとめてlargemetachromatic neurons (LMNs) 

と表記することにする。また、隣接切片上のカルビンジンmRNAの分布を参考として、プ
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ルキンエ細胞の同定を試みた。

1.スタゲラーマウス小脳の正中部における遺伝子発現

生後21日齢のスタゲラーマウス小脳虫部正中部で、は、プルキンヱ細胞の細胞体が比較的

大きく、分子震と果実粒細胞麗の間にー列!こ配列している(図4A、10C)。この為、この領

域の矢状断切片を用いて、プルキンヱ細胞における5種類のNMOA受容体チャネルサブユ

ニット (E1、E2、E3、E4、(;1)の遺伝子発現を判定した(図13)0E1サブユニットmRNAの

発現シグナルは頼粒細胞麗の全体に見られた(図13A)。また、その表麿の部分には強いシ

グナルが認められ、明視野において、一列に並んでいるブルキンエ細胞の細胞体に濃厚な

銀粒子の沈着が認められた(図14A)。一方、 E2サブ、ユニットmRNAは穎粒細胞層に極めて

弱い発現のみを示した(図13B、14B)0E3サブユニットmRNAは頼粒細胞層にのみ強く発

現しており、プルキンエ細胞には発現シグナルは見られなかった(回13C、14C)0E4サブF

ユニットmRNAの発現シグナルはプルキンエ細胞にのみ認められた(図130、140)。ロサ

ブユニットmRNAはプルキンエ細胞及び頼粒細胞層に一様に発現していた(図13E，14E) 

これらの所見より、スタゲラーマウス小脳中央部におけるプルキンエ細胞には、 E1、E4

、(;1サブユニットmRNAが発現していると判断した。

2.スタゲラーマウス小脳の内外方向における遺伝子発現変動

水平断切片を用いて、小脳の内外方向におけるNMOA受容体チャネルサブユニット

mRNAの遺伝子発現分布を検討した。生後21自齢のスタゲラーマウス小脳では穎粒細胞眉

但 24-



全体に中等度の強さのけサブユニットmRNAの発現シグナルが晃られた(図15A)。また、

小脳正中部を含む虫部 (V)では、各々の小葉においてーヲIJに並んだしMNslこ強い発現シグナ

ルが認められ、中間部(1M)の中央部でもいくつかのLMNsが弱いシグナルを示していた

(図15A、B)。しかし、中間部の外側、内側部におけるLMNsは、発現シグナルが認められ

ず、細胞体は頼粒細胞麗の中に散在していた(図15A、C)。一方、小脳半球部 (H)では、

殆と、のしMNsが強い発現シグナルを示していた(図15A、D)。このしMNsの分布は一定では

なく、ー列に配列しているものや頼粒細胞層、ときには髄質にいたる領域に散在している

ものが認められた。また、穎粒細胞が殆ど脱落している生後56臼齢のスタゲラーマウス小

脳においても、この内外方向における発現シグナル分布の特徴は向じであった (~16) 。

E4及びと1サブユニットmRNAの発現シグナルは、中間部の内側、外側の部位以外の殆ど

の領域で認められた(図17A、B)。隣接切片におけるカルビンジンmRNAの発現分布で‘

は、中間部の内側、外側の部位にも異所性を示すカルビンジンmRNA陽性細胞(プルキン

工細抱)が存在しており、この領域におけるプルキンエ細胞はc4及びロサブユニット

mRNAを発現していない事が示唆された(図17C)。また、と、の領域のしMNslこもc2並び、!こ

E3サブユニットmRNAのj遺伝子発現は認められなかった(図省略)。
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Fig. 13. Oark-field micrographs showing distributions of the NMDA receptor channel subunit mRNAs 

in the midline region of the staggerer cerebelIum at P21. Five adjacent parasagittal sections were 

hybridized with subunit-specific probes for the EI (A)， E2 (B)， E3 (C)，ε斗(0)orこ1(E) subuni t 

mRNA. Rostral is to the ri2ht. Scale bar‘0.5 mm. 



Mo 

Fig.l斗.Bright叩 fieldmicrographs showing distlibutions of the NMOA receptor channel subunit 

mRNAs in the midline region of the sωggerer cerebellum at P21.ε1 (A)， s2 (B)， E3 (C)， ε斗(0)01' 

こ1(E). An・0¥¥・headsindicate cell bodies of the LMNs decorated with silver grains. while thin an'ows 

indicate those lacking the grains. Note the presence of silver grains for the sl. s斗andこ1subunit 

I11RNA on LMNs iI1a monolayer aligIIII1eflt.GI graniliar ia〉er;l、1"101.molecular 1，りer.

Scale bat二30mm.
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Fig. 15. A horizontal section showing the mediolateral distribution of the EI subunit mRNA in the 

sroggerer cerebellllm at P21. A is a low-power‘dark-field micrograph. B-D are highωpowel¥bright-

field images. taken from the vennis (V). intellllediate (IM) and hemisphere (H) regions， respectively. 

as indicated in A. Lar2e aJTO¥VS indicate the medialmost and lateralmost re2ions in the intennediate 

cerebellum (A). AITowheads indicate cell bodies of the LMNs expressing the EI subllnit mRNA. 

whereas an・o¥vsindicate those lacking the grains (B-D). Note different distlibution of the LMNs 

expressing the EI subunit mRNA by the cerebellar region. Gl二granularlayer: MoL molecular layer. 

Scale bars. A. 1 111m: D. 50 LlI11. 



Fig. 16. A horizontal section showing the distribution of the ε1 subunit mRNA in the staggereJ・

cerebellum at P56. Arrowheads indicate the E1 subllnit mRNA時positiveLMNs. Note a virtual 

disappearance of hybridizing signals for the E1 sllbunit mRNA from the granular la)四二 dueto 

degeneration of the granule cells. Scale bar， 1 mm. 



Fig. 17. Adjacent horizontal sections showing the distribution of the E4 subunit (A)，と1sl1bl1ni t (8) 

and cal bindin mRNAs (C) in the staggerer cerebell um at P21. Arrows indicate na汀owregions. where 

calbindin mRNA-positive LMNs a陀 presentbllt the E4 andこ1subllnit mRNA-positive LMNs are not 

detectable. V‘vermis: 1M. intemlediate region; H. hemisphere region. Scale bar. lmm. 



IV.発達小脳における核ホルモン受容体RORαの遺伝子発現

1.プロープ特異性検定

本研究では、スタゲラーマウスのゲノム欠損部位の上流域、欠損部位、下流域のエキソ

ンに対してそれぞれprobe1， 2、3とする3種類の45塩基アンチセンスオリゴヌクレオチ

ドプローブを作成、使用した20。生後21日の野生型マウスにおいてprobe1では小脳及び

視床に強い発現シグナルが認めれた(図18a)。また、中等度の強さのシグナルが大脳皮

質、上丘、下丘に見られた。小脳の発現シグナルは弱いものの、生後21日齢のスタゲラー

マウスにも同様なシグナル分布が認められた(図18b)0 probe 3ではprobe1と向じ結果

が得られた(図省略)。一方、 probe2では野生型マウスにおいては、 probe1並びに3によ

る発現分布と同じであったが(図18c)、スタゲラーマウスでは発現シグナルが全く認めら

れなかった(図18d)020倍蓋の過剰量未標識アンチセンスプ口一ブの添加により、これら

の特異的な発現シグナルは完全に消失した(図省略)。よって、今回用いたオリゴヌクレオ

チドプロープダはRORαmRNA!こ特異的で、あり、かつprobe2が認識する領域がスタゲラー

マウスのゲノム欠損部位である事が確認された。

2.生後21日鈴の発現分布

生後21日齢の野生型マウス小脳では、プルキンエ細胞層に最も強い発現シグナルが認め

られた(図19a)。明視野において、プルキンエ細胞体に銀粒子の濃厚な集積が克られ、分

子篇、頼粒細胞層にも少数の銀粒子が認められた(図19b)。
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3.発達段階における発現変化

飴生15日齢より生後21日齢まで、の小脳の発達段階におけるRORαmRNAの発現分布を水

平断切片で検討し、隣接切片におけるカルどンジンmRNAの発現分布と比較した。飴生15

臼齢では、カルピンジンmRNAが発現している小脳原基表層に、 RORαmRNAの強い発現

シグナルが見られた(図20a-c)oRORαmRNAの発現分布は小脳の内外方向に一様に認め

られたが(密20a、d、e)、カルビンジンmRNAは小脳原基の内側部に高い遺伝子発現が見

られた(図20b、f、g)。明視野において、これらの発現シグナルは、外穎粒層下のプルキ

ンエ細胞板に認められた(図20d叩 g)。胎生18臼齢から生後21日齢に至る発生段階でも、

RORαmRNAはプルキンエ細胞に強く発現しており、その強度に小脳領域による違いは認

められなかった(図21a-e， 22a， c-e)。一方、カルビンジンmRNAは胎生期18日齢から

生後1日にかけてその発現領域が拡大していき、生後1日齢以降に総てのプルキンエ細胞に

見られるようになった(図21刊， 22b)。生後7日齢からは内頼粒細胞麿にもRORαmRNA

の弱い発現シグナルが見られるが、外穎粒層にはどの発達段階においても認められなかっ

た(図20d，e，22a， c-e)。
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Fig.18.Sagittal secIions of the C57BL/6J(a‘c) and homo之ygousstaggerer(565g)mouse (b‘d) 

bl主lInsshowing the distribution of the RORαmRNA ¥¥・ithuse of probe 1 (a‘b) and probe 2 (c‘d) 

corresponding to the intact and disrupted coding regions， respectively. Cb‘cerebeIlum: Cx. cortex: 

IC inferior coIIiculus: SC superior coIliculus: Th， thalamus. RostraI is to the right. Scale bar二2mm・

b 
-e . 
Mo.'，・

Fig. 19. Darkfield (a) and highωpowel二bIightfield(b) micrographs showing the distribution of the 

RORαmRNA in the sagittaI section of the cerebeIIum at P21. The section b ¥vas NissI stained ¥Vith 

toluidine blue. Note the prominent signals fo1' the RORa. mRNA in the Purkinje cells. The ano¥¥・heads

and al1・o¥¥/sindicate the Purkinje ceIls and Golgi type II ceIls‘respectively. Rostral is to the Iight in a. 

GI¥granular Iayer: Mo， molecular Iayer: PC Purkinje ceIllayer. Scale bars‘a. lmm: b. 50ドm.



Fig. 20. Distributions of RORα(a) and calbindin (b) mRNAs in adjacent hOlizontal sections of the 

C57BLl6J mouse brain at E15. (c) a hematoxy1in stain image of b. Brightfie1d micrographs of the 

medial (d， f) and laterョ1(e， g) region of the cerebellum with expression signals for the RORα(d， e) 

and calbindin (f， g) mRNAs at high magnification. Note that RORa mRNA expresses on1y in a 

multicellular layer of the Purkinje cells (pc) without regiona1 variation in the transcriptiona11evel 

through the cerebellum. Cb‘cerebellum: EGし extemalgranular layer: Te， telencephalon. 

Scale bars‘c.lmm‘2.50um 



Fig. 21. Developmental changes in the expression of RORa (a， b‘C‘d‘e) and cal bindin (f. g， h， L j) 

mRNAs in the cerebellum of mOllse brain. (a‘f) E18: (b‘g) Pl: (c. h) P7: (d， i) Pl斗:(e， j) P21. Note 

no regional differences in the transcIiptionallevel for RORa mRNA in the medio司 lateraldirection of 

cerebella from E18 to P21. Gr， granlllar layer: Mo， moleclllar layer; Purkinje ceI11ayer. Scale bm¥ 

lmm. 
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Fig， 22， Brightfield micrographs showing the cellular distribution of the RORα(a‘c. d‘e)and 

calbindin (b) mRNAs in the cerebellar cOl1ex at E18 (a. b)， Pl (c)‘P7 (d) and Pl斗(e).These sections 

were stained with hematoxylin. Note the significant signals for RORa mRNA in the multicellular layer 

of the Purkinje cells (pc) or Purkinje celllayer (PC) from El8 to P14. EGL extemal granular layer: 

GI二(inner)granular layer: Mo‘molecular laぅer.Scale bars. b. 100トlIn:e， 30~lm. 



考察

スタゲラーマウスブルキンエ細胞の形態学的特徴

スタゲラーマウスの小脳プルキンエ細胞は形態学的・生化学的・電気生理学的所見から

未熟な特徴を有する事が知られている乙8，10ぺ5。本研究では高力儲の抗力ルビンジン抗体

を用いた免疫組織化学法により、プルキンエ細胞を同定し、その樹状突起の分枝形成、細

胞体の大きさ、細胞の配列等の点からその事を確認した。

HerrupとMullenは一般染色(トルイジンブルー染色)を用いて、スタゲラーマウスの小

脳皮質におけるプルキンエ細胞とゴルジ細胞11型を含む中大神経細胞 (mediumぺo-Iarge

neurons)の細胞数、細胞体の大きさ、配列が、小脳の中央部、中間部、外側部で異なるこ

とを去した58。本研究では生後218齢のスタゲラーマウスの吻側小脳(し1-3)には形態の

異なるプルキンエ細胞の集団が、各小葉において3-7個の矢状帯域 (zoneI-VII)を形成し

ていることを明らかにした。 HerrupとMullenが報告した領域とこの帯状構造を比較する

と、 zones1-川は小脳中央部と、 IVは中間部と、 zoneV-VII!ま外側部と各々対応する

と考えられる。 zones1と111!こ含まれるプルキンエ細胞は、樹状突起は短いものの、フラ

スコ型をした大きな細胞体が一列に配列し、樹状突起の下位分枝が発達している点等、成

熟型プルキンエ細胞の特徴に近似している。一方、 zones11， IV， VIに見られるプルキン

エ細胞は細胞体が小さく、異所性を示し、細胞密度が小さく、樹状突起の分枝が認められ

ない。また、 zonesV. VIIにおけるプルキンエ細胞はzone1/111とzoneII/IV /VIに見

られるものの中間的な性格を示していた。

小脳の領域により、プルキンエ細抱の発生由来の違いが指摘されているが59，60、スタゲ
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ラーマウスのプルキンエ細胞に見られるような形態的な違いはいずれの発生段階において

も認められない。また、小脳における帯状構造が報告されている他のミュータントマウス

(Purlくinjecell degeneration， nervous， tambaleante， leaner)では、部位特異性にプ

ルキンエ細胞の脱落が見られる61，620 今回明らかとなったプルキンエ細胞の形態的特徴に

基づく帯状構造(コンパートメント形成)は、スタゲラーマウスにユニークな構造であると

いえる。

プルキンヱ細胞特異的分子の遺伝子発現

スタゲラーマウスでは、 InsP3R1、代謝性グルタミン駿受容体1α型、カルモジュリン、

し7/pcp司 2等のプルキンエ細胞に豊富に存在する物質の遺伝子発現が減少していることが

報告されている16ω20。本研究ではスタゲラーマウスのプルキンエ細胞において、 InsP3R1 

mRNAの発現が有意に減少していることを確認し、カルヒ、ンジンmRNAも発現が抑制され

ていることを明らかにした。また、これらの遺伝子発現強度がすべてのプルキンエ細胞で

均一ではなく、特に吻側小脳において、その内外方向に異なる転写レベルを示すブルキン

エ細胞群が存在することを明らかにした。形態学的差異による帯状構造とこれらを比較す

ると、 zones1と111におけるプルキンエ細胞は高い転写レベルを、 zones11、 IV，、 VIで

は低いレベルを、 zonesV、VIIでは中間レベルを示している事になる。

野生型マウス小脳では、胎生後期から新生時期に一過性にカルビンジン免疫陽性のプル

キンエ縮胞群と桧性の細胞群が帯状構造を示すことが知られている63。また、カルピンジ

ンやInsP3R1 mRNAの発現量は生後発達過程において徐々に増加し、同時にコンパートメ

ント的発現特性が失われる64帽 66。これらの発達過程における遺伝子発現調節ならびにプル
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キンエ細抱の形態分化を考え合わせると、スタゲラーマウス小脳では異なる分化度を示す

プルキンエ細胞群がコンパートメントを形成していると考えられる。

野生型マウス小脳に於いて、多くの生化学的マーカ一分子の染色像が帯状構造を示すこ

とが知られている67時ア20 しかし、これらの帯状構造の機能的な意味や形成機構は殆ど解明

されていない。スタゲラーマウスのコンパートメントとこれらのマーカ一分子の帯状構造

の関係を調べることは今後の課題であると恩われる。

zone Vのブルキンエ細胞群ではカルビンジンとInSP3R1 mRNAの発現レベルが極めて

異なっている(図12)。カルビンジンは細胞内カルシウム結合蛋自であり、プルキンエ細胞

の樹状突起、細胞体、軸索に幅広く分布する30。一方、 InSP3R1は樹状突起、細胞体に分

布し、細胞内小器官に局在するイノシトール1，4，5-三リン酸開放力ルシウム受容体である

33-35，73-75。この細胞群における分化の過程において、両者の発現レベルの差が機能的要

求に基づいているのかは分化に関わる両分子の働きを知る上で興味深い。

NMDA受容体チャネルサブユニットの遺伝子発現可変性

中枢神経系におけるほとんどの神経細胞はと1(NR 1 )サブユニットとE(NR2)サブユニッ

トを問時に発現する76。これに対して、成熟マウス、ラット、ヒトのプルキンエ細胞に

は、と1サブユニットのみが見られ、 E(NR2)サブユニットの発現は認められない77蜘 790 ま

た、この時期の成熟プルキンエ細胞にはNMDAIこ対する電流応答が見られない10，51-54

しかし、成熟スタゲラーマウス小脳虫部のプルキンエ細胞にはNMDAIこ対する電気生理学

的反応があることが報告されている100 本研究において生後21日及び56日鈴のスタゲラー

マウス小脳正中部におけるプルキンエ細胞にはE1，E4，こ1サブユニットの遺伝子発現が認め
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られた。これは同時期の野生型プルキンエ細胞と比較すると、 ElとE4サブPユニットが付加

的に発現していることを示している。 invitro機能発現解析においてと1サブ‘ユニットは単

独で、グリシン存在下にグルタミン援及び、NMDA{こ応答するチャネルを形成し、 NMDA受容

体の基本的性質を示す55司 570 しかし、その電流応答は小さいものでしかない。ところが、

4種類あるEサブ
P

ユニットのいずれかを組み合わせるとその電流応答が著しく増大する。こ

れらの所見より、付加的なE(NR2)サブユニット発現が、スタゲラーマウスのプルキンエ

細胞における高感受性NMDA受容体の分子的基盤であると考えられる。

新生期には野生型マウスのプルキンエ細胞にもNMDA受容体を介した電流応答が認めら

れる10。成熟スタゲラーマウスのブルキンエ細胞のe(NR2)サブユニットの変異はプルキ

ンエ細胞の未熟性を反映しているものであるうか?野生型ブルキンエ細胞は胎生後期から

新生期に一過性!こe2、E4サブユニットが発現することが報告されている77-790 この発現型

と比較すると、スタゲラーマウスのプルキンエ細胞のE4サブFユニット発現が発達段階にお

いて持続的であるならば、未成熟型のEサブ‘ユニット発現が残存しているものとも考えられ

る。しかし、野生型プルキンエ細胞では、いかなる発達段階においてもけサブユニットの

遺伝子発現は認められない77-790 プルキンエ細胞におけるけサブユニットの付加的な発現

は、神経細胞の遊走に異常があり、シナプス環境が変化していると考えられるreeler

ミュータントマウスの一部のプルキンエ細胞群にも認められる360 また、培養小脳頼粒細

胞において持続的な脱分極条件がけ (NR2A)サブユエットの遺伝子発現量を増加させ、 E2

(NR2B)サブ、ユニットを減少させる事が報告されている80，810 これらの結果より、神経活

動依存性、つまり異常なシナプス環境がスタゲラーマウスのプjレキンエ細胞に見られる付
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加的なけサブユニットの遺伝子発現に関与していることが類推される。

本研究では、これらの遺伝子発現変異に加え、 NMDA受容体チャネルサブユニットの発

現の全く認められないプルキンエ細胞群が存在することを明らかにした。スタゲラーマウ

スのブルキンエ細胞は異所性を示すため、今回施行した単一プロープ、によるinsituハイブ

リダイゼーション法ではその存夜部位を特定する事は困難である。しかし、隣接切片にお

ける力ルどンジン mRNAの分布と比較する事により、小脳中間部の内外側にどのサブユ

ニットの発現も見られないプルキンエ細胞群が存在している事は明らかである。この結果

は、スタゲラーマウスには遺伝子発現においても、小脳の内外方向にコンパートメント形

成があることを示している。プルキンエ細胞におけるカルビンジン及び:lnSP3R1 mRNAの

遺伝子発現や形態的差異による帯状構造とこれらを比較すると、 zoneI、日、 V、VIIにあ

る高い遺伝子発現蓋を示すプルキンエ細胞にはNMDA受容体チャネルサブユニットmRNA

が発現している。一方、 NMDA受容体チャネルサブユニットの発現が認められないのは

zone 11、IVと一致しており、転写レベルが低く、形態的にも未熟なプルキン工細胞であ

る。この所見から、 NMDA受容体チャネルサブユニットの遺伝子発現スイッチには、神経

としての分化度が何らかの役割を果たしていることが考えられる。

RORαと小脳コンパートメント

スタゲラーマウスのゲノムには、核ホルモン受容体RORaのリガンド結合部位を含む122

塩基の欠損が認められる200 RORαのリガンドは未だ不明であるが、その作用機序に於いて

この部位の欠損は受容体自体の転写因子としての働きを著しく損なうものと考えられる。
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本研究では、スタゲラーマウスの小脳に見られるコンパートメント形成とRORαの発現分布

との関係を考察するため、野生型マウスの小脳の発達段階におけるRORαの遺伝子発現分布

を検討した。

in situハイブリダイゼーション法により、検討したすべての発達段階においてプルキン

エ細胞にRORαmRNAの高い遺伝子発現が認められた。 Sashihara等は胎生期17日のラッ

ト脳!こはRORαmRNAの発現が認められないと報告しているが82、Hamilton等の結果と同

様に本研究ではマウスの胎生158齢より強い遺伝子発現が認められた20。キメラマウスを

用いた実験系では、スタゲラー遺伝子の標的細胞がプルキンエ細胞であることが示唆され

ていた丸 RORα遺伝子発現がプルキンエ細胞に極めて高い特異性を示すことは、この事を

支持するものと考えられる。また、スタゲラーマウスのプルキンエ細胞が未分化であると

いう事は、 RORαがプルキンヱ細胞の分化に霊要な役割を担っていることを意味する。一

方、 RORαは視床においても高い遺伝子発現を示していた。現在までにスタゲラーマウスの

視床の異常性は報告されていない。 RZR/RORファミリーの一員であるRZRf3は視床に高

く、小脳に低い発現を示す83。核ホルモン受容体間の相互作用が言われており 84、スタゲ

ラーマウスの視床の神経細胞においてはRZRf3が代償性に機能を補っている可能性がある。

検索したすべての発達段階において、 RORα の遺伝子発現には小脳領域による差は認め

られず、帯状構造は示さなかった。 RORαのリガンドが、他の核ホルモン受容体のリガンド

と向じく脂質ホルモンやペプチドホルモンであると仮定すると、リガンド自体が特定の領

域に運ばれ作用するとは考えにくく、スタゲラーマウス小脳におけるプルキンエ細胞のコ

ンパートメント形成は車接的にはRORαの機能欠損によるものではないと思われる。帯状構
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造を形成する一つの可能性として、細胞分化に関与し、 RORαの機能欠損を代償せず、ある

限局したプルキンエ細胞に作用するRORα以外の遺伝子発現制御分子の存在が想定される。

また、もう一つの可能性として、神経活動依存性の機構、つまり、各々のコンパートメン

トが異なる神経支配を受けている事が想定される。

人為的にプルキンエ細胞の入力線維を障害した実験や先天的にそれらに異常が見られる

ミュータントマウスを用いて、分枝形成を含むプルキンエ細胞の形態発現には入力線維が

重要な因子であることが示唆されてきた75，85-890 Schilling等は、分散培養の実験でプ

ルキンエ細胞の樹状突起の発達が電気活動依存的であることを報告している90。これらの

結果はプルキンヱ細胞の成熟・分化がシナプス環境により大きく左右される事を示してい

る。スタゲラーマウスの下オリーブ核一小脳投射線維は、野生型のものと同様に矢状方向

にいくつかの帯状構造を示す91鵡 930 しかし、下オリーブ核の神経細胞には選択的脱落が見

られ、総てのプルキンエ細胞が均一の神経支配構造になっていないことが示唆される94，

95。また、ほとんどのブルキンエ細胞一平行線維シナプス結合は欠損しているが、 Sotelo

はプルキンエ細胞の1次樹状突起にいくつかの平行線維がシナプス結合しているプルキン

エ細胞が存在することを報告している960 異なる形質を有するプルキンエ細胞群のシナプ

ス環境は今後の興味ある課題である。
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結論

核ホルモン受容体RORαの変異マウス、スタゲラーのプルキンエ細胞は総じて未分化で

ある。しかも、異なる細胞分化の段階を示すプルキンエ細胞がコンパートメントを形成

し、失状方向に帯状構造を成す。発達・成熟段階で、RORαがプルキンエ細胞特異的で総て

!こ一様な遺伝子発現を示すことは、プルキンエ細胞の分化・発達には 1)プルキンエ細胞

に広く賦与されているRORα依存性の制御機構と、 2)帯状分布を示すRORα非依存性の制

御機構とが嚢要な役割を果たしている事を示唆する。

-35 -



参考文献

1. Altmanラ1.and Bayer‘S. H. (1997) Development of the cerebellar system. CRC press. 

2. Sidman‘R. L. (1962) Staggerer¥a new mutation in the mouse affecting the cerebellum. Science， 

137.610-612. 

3.Soha‘1. M. And Hen'up‘K. (1995) Stunted morphologies of cerebellar Purkinje cells in l11rcher 

and staggerer mice are cell-intrinsic effects of the mutant genes. J. Comp. Nelll・01.， 357. 65-75. 

4. Sotelo， C. and Changeux‘J. P. (1974) Transsynaptic degeneration 'en cascade' in the cerebellar 

cortex of staggerer mutant mice. Brain Res.‘67‘519-26. 

5. Yoon‘C. H. (1976) Pleiotropic effect of the staggerer gene. Brain Res.‘109， 206-15. 

6. Landis守 D.M. and Sidman‘R. L. (1978) E1ectron microscopic analysis of postnatal histogenesis 

in the cerebellar cortex of staggerer mutant mice. J. Comp. Nellrol.， 179‘831-63. 

7. Crepel， F.， Delhaye-Bouchalld， N.守 Gllastavino今 J.M.and Sampaio‘1. (1980) Mllltiple 

innervation of cerebellar Purkinje cells by c1imbing fibers in staggerer mutant mouse. Natllre， 

283， 483-4糾.

8. Mariani今 J.and Changeux今 J.P.(1980) Mu1tiple innervation of Pllrkinje cells by c1imbing fibers in 

the cerebellllm of adu1t staggerer mutant mice. 1. Nellrobiol.、11‘41-50.

9. HeITup， K. and Mllllen， R. J. (1979) Staggerer chimeras: intrinsic nature of Purkinje cell defects 

and implications for nonnal cerebellar development. BraIn Res.， 178‘牛:1-3-57.

10. Dupont‘J.L.. Fournier‘E‘Gardette今R.and Crepel‘F. (1984) Effect of excitatory amino acids 

on Purkinje ce¥l dendrites in cerebellar slices from nonnal and staggerer mice. Nellroscience， 12今

613司 619.

11. Hatte凡 M.E. and Messel二A.(1978) Postnatal cerebellar cells from staggerer mutant mice 

express embryonic cell surface characteristic. Natllrι276‘504-6. 

12. Trenkner， E. (1979) Postnatal cerebellar cells of staggerer mutant mice express immature 

components on their surface. Natztre， 277今 566-7.

-36司



13. Wi1le， W.， Heinlein， U. A.， Spierや1ichl，1.， Thielsch， H. and Trenkner， E. (1983) 

Development岨 dependentregulation of N-acetyl-beta-D-hexosaminidase of cerebeIlum and 

cerebrum of normal and staggerer mutant mice. J. Neurochem.， 40， 235-9. 

14. Edelman， G. M. and Chuong， C. M. (1982) Embryonic to aduIt conversion of neural ceII 

adhesion molecules in normal and staggerer mice. Proc. Natl. Acαd. Sci. USA， 79， 7036-40. 

15. Crepel， F.， Dupont， 1. L. and Gardette， R. (1984) Selective absence of calcium spikes in 

Purkinje ceIls of staggerer mutant mice in cerebel1ar slices maintained in vitro. 1. Physiol.， 346， 

111明 25.

16. Furuichi， T.， Yoshikawa， S.， Miyawaki， A.， Wada， K.， Maeda， N. and Mikoshiba， K. (1989b) 

Primary structure and functional expression of the inositol 1，4，5-trisphosphate-binding protein 

P400. Nature， 342ヲ 32-8.

17. Mallet， J.， Huchet， M.， Pougeois， R. and Changeux， J. P. (1975) A protein difference associated 

with defects of the Purkinje cell in staggerer and nervous mutant mice. FEBS lett.， 52， 216-20. 

18. Ryo， Y.， Miyawaki， A.， Furuichi， T. and Mikoshiba， K. (1993) Expression of the metabotropic 

glutamate receptor mGluRl alpha and the ionotropic glutamate receptor GluRl in the brain during 

the postnatal development of normal mouse and in the cerebellum from mutant mice. J. Neurosci. 

Res.， 36， 19-32. 

19. Messer， A.， Plummer-Siegard， J. and Eisenberg， B. (1990) Staggerer mutant mouse Purkinje 

cells do not contain detectable calmodulin mRNA. J. Neurochem.， 55， 293-302. 

20. Hamilton， B.A.， Frankel， W.N.， Kerrebrock， A.W.， Hawkins， T.L.， FitzHugh， W.， Kusumi， 

K.， Russell， L.B.，孔1ueller，K.L.， Berkel， V.v.， Birren， B.W.， Kruglyak， L. and Lander， E.S. 

(1996) Disruption of the nuclear horrnone receptor RORαin staggerer mice. Nature， 379， 

736-739. 

21. Evans， R. M. (1988) The steroid and thyroid horrnone receptor supeIfamiIy. Science， 240 > 

889仰 895.

22. Mangelsdorf， D. J.， Thumme1， c.， Beato， M.， Herrlich， P.， Schutz， G.， Umesono， K.， 

Blumberg， B.， Kastner， P.， Mark， M.， Chambon， P. and Evans， R. M. (1995) The nuclear 

receptor superfamily: The second decade. Cell， 83， 835“839. 

山 37-



23. Carl berg今C.and Wiesenberg‘1. (1995) The orphan receptor family RZRlROR， melatonin and 

5-Iipoxygenase: An unexpected relationship. J. Pine正11Res.， 18， 171-178. 

24. BeckerωAndre. M.. Andrι E. and DeLamarter‘1. F. (1993) Identification of nuclear・receptor

mRNAs by RT時 PCRamplification of conserved zinc-finger motif sequences. Biochem. Biophys. 

Res. C0l71l7111n門 3，137ト1379.

25. Giguとre，V.， Tini，加し Flock，G.‘Ong今E.守 Evans‘R.M. and Otulakowski， G. (1994) 

Isoform-specific amino-telminal domains dictate DNA“binding properties of RORcし anovel 

family of 0叩hanhOImone nuclear receptors. Genes De1三， 8，538-553. 

26. MatsuしT.， Sashihara， S.， Oh， Y. and Waxman， S. G. (1995) An or下hannuclear receptOI二

mRORα‘and its spatial expression in adult mouse brain.λ101. Brain Res.， 33， 217-226. 

27. Carlberg守c.‘ Hooftvan Huijsduijnen， R.‘ Staple今J.F.今 DeLamarter，J. F. and 

BeckerωAndrιM. (1994) RZRふ anew family of retinoid related orphan receptors that function 

as both monomers and homodimers. Mol. Endocη;1101.‘8，757-770. 

28. Hirose‘丁、 Smith.R. J. and Jetten守 A.M. (1994) ROR'I: The third member of RORlRZR orphan 

receptor subfamily that is highly expressed in skeletal muscle. Biochem. Biophys. Res. 

C017l1ll1111. 205， 1976-1983. 

29. Guide for the care and use of laboratory animals， Hokkaido Universtiy School of Medicine. 

30. Yamakuni， T.， H. Usui‘T. 1 wanaga， H. Kondo今S.Odani and Y. Takahashi (1984) Isolation 

and immunohistochemical localization of a cerebellar protein. Neurosci. Lett.， 45， 235-240. 

31. Nordquist， D. T.， KozalふC.A. and Orr.日.T. (1988) cDNA cloning and characterization of 

three genes uniquely expressed in cerebellum by Purkinje neurons. 1. Nellrosci.守 8‘斗780-9.

32. Furuichi， T.， Yoshikawa， S. and Mikoshiba， K. (1989a) Nucleotide sequence of cDNA encoding 

P斗00protein in the mouse cerebellum. Nucleic Acids Res.， 17‘5385-6. 

33. Mignery‘G. A.. Newton今C.L.， Archer， B. 3. and Sudhof， T. C. (1990) Structure and 

expression of the rat inositol 1，4，5ぺrisphosphatereceptor. 1. Biol. Chem.， 265， 12679-85. 

開 38-



34. Danoff， S. K.， Ferris， C. D.， Donath， c.， Fischer， G. A.， Munemitsu， S.， Ullrich， A.， 

Snyder， S. H. and Ross， C. A. (1991) Inositol 1 ，4，5-trisphosphate receptors: distinct neuronal 

and nonneuronal forms derived by a1temative splicing differ in phosphoη.rlation. Proc. Natl. 

Acad. Sci. USA， 88，2951-5. 

35. Nakagawa， T.， Okano， H.， Furuichi， T.， Aruga， J. and Mikoshiba， K. (1991) The subtypes of 

the mouse inositol 1，4，5-trisphosphate receptor are expressed in a tissue-specific and 

developmentally specific manner. Proc. Natl. Acad. Sci. USA， 88， 6244-8. 

36. Watanabe， M.， Nakagawa， S.， Takayama， c.， Nagashima， M.， lnoue， K.， Ichikawa， R.， 

Mishina， M. and Inoue， Y. (1995) Cerebellum of the adult reeler mutant mouse contains two 

Purkinje cell populations with respect to gene expression for the N-methylωD幽 aspartatereceptor 

channel. NeurosGI. Res.， 22，335-345. 

37. Chomczynski， P. and Sacchi， N. (1987) Single-step method of RNA isolation by acid 

guanidinium thiocyanate-phenoトchloroformextraction. Anal. Biochem.， 162， 156-9. 

38. Jande， S.S.， L. Maler and D.E.M. Lawson (1981) lmmunohistochemical mapping of vitamin 

D由 dependentcalcium-binding protein in brain. Nature， 294， 765-767. 

39. Garcia-Segura， L.M.， D. Baetens， J. Roth， A.W. Norman and L. Orci (1984) 

lmmunohistochemical mapping of calcium-binding protein immunoreactivity in the rat central 

nervous system. Brain Res.， 296，75-86. 

40. Celio， M.R. (1990) Calbindin D-28k and parvalbumin in the rat nervous systern. Neuroscience， 

35， 375-475. 

41. Frantz， G. D. and Tobin， A. J. (1994) Cellular distribution of calbindin D28K mRNAs in the 

adult rnouse brain. 1. Neurosci. Res.， 37，287-302. 

42. Mayer， M.L. and Westbrook， G.L. (1987) The physiology of excitatory amino acids in the 

vertebrate central nervous system. Prog. Neurobiol.， 28， 197-276. 

43. Colligridge， G.L. and Bliss， T.V.P. (1987) NMDA receptors: their roles in long-tenn 

potentiation. Trends Neurosci.， 10， 288-293. 

-39 -



牛+.McDonald， 1.W. and Johnston， M.V. (1990) Physiological and pathopysiological roles of 

excitatory amino acids during central nervous system development. Brain Res. Rei¥.15.41-70. 

45. Scheetz‘A.J.， and Constantine-Paton， M. (199斗)Modulation of NMDA receptor fllnction: 

implications for vel1ebrate neural development. FASEB J.， 8‘745-752. 

46. Forrest D.， Yllzaki， M.， Soares‘H.D.，Ng，し‘ Lllk.D.C.‘ Sheng， M.， StewarL C.L.， Morgan， 

1.1.， Connor， J.A. and Cun-an T. (199斗)Targeted disruption of NMDA receptor 1 gene 

abolishes NMDA response and results in neonatal death. 1¥Tellron， 13， 325-338. 

斗7.LしY.守 Erzllrumlll，R.S.， Chen， c.， Jhaveri， S. and Tonegawa‘S. (1994) Wisker-l・elated

neuronal pattems fail to develop in the trigeminal brainstem nuclei of NMDARl knockout mice. 

Cell‘76‘斗27-437

斗8.Ikeda‘K.‘ Araki‘K.， Takavama、c..Inolle， Y.. Yagi， T.， Aizawa守 S.and Mishina‘M. (1995) 

Redllced spontaneolls activity of mice defective in the E4 subllnit of the NMDA receptor 

channeJ. Mol. Brain Res.‘33‘61-71. 

49. Sakimura. K.‘ Kutuwada‘T.今Ito今I.今 Manabe‘T.， Takayama， C.‘ Kllshiya， E.‘ Yagi， T.， 

Aizawa， S.， Inoue， Y.， Sllgiyama， H. and Mishina‘M. (1995) Redllced hippocampal LTP and 

spatial learning in mice lacking N恥1DAreceptor El sllbllnit. Natllre‘ 373今 151-155.

50. Klltllwada‘T.. Sakimura. K.. Manabe. T.‘ Takayama， c.， Katakura‘N.， Kllshiya， E.， 

Natsume. R.. Watanabe. M.‘Inolle， Y.， YagしT..Aizawa‘S.. Arakawa. M.. Takahashi. T.. 

Nakamur孔 Y.，Mori今日.and Mishina、M.(1996) Impaiロnentof sucking response， trigeminal 

nellronal pattem fomation‘and hippocampal LTD in NMDA receptor E2 sllbunit mlltant mice. 

NellrOl1. 16.333-3ふ+.

51. Hirano， T. and Hagiwara‘S. (1988) Synaptic transmission between rat cerebellar granllle and 

Pllrkinje cells in dissociated cell clllture: Effects of excitatory-amino acid transmitter antagonists. 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85‘934-938. 

52. Garthwaite. G.‘Yamini， Jr.B. and Garthwaite‘J. (υ1987) Selective loss of Pll山lrki

cell r陀esponsiv芯羽e引nesstωoNぜ-肘Met出hyl-D-a侶spar抗tat記e1凶nrat cerebellum during developmer叫lt.De引1、Bra刀αi加1η 1 

Res..36‘288-292. 

四 40駒



53. Krupa， M. and Crepel， F. (1990) Transient sensitivity of rat cerebellar Purkinje cells to 

N-methyl-D-aspartate during development. A vo1tage clamp study in in vitro slices. Eur. J. 

Neurosci.， 2，312-316. 

54. Perkel， D.J" Hestrin， S.， Sah， P. and Nicoll， R.A. (1990) Excitatory synaptic currents in 

Purkinje cells. Proc. R. Soc. Lond. B.， 241， 116-121. 

55. Seeburg， P.註.(1993) The molecular biology of mammalian glutamate receptor channels. Trends 

Neurosci.， 16，359-365. 

56. Nakanishi， S. and Masu， M. (1994) Molecular diversity and functions of glutamate receptors. S. 

Reν. Biophys. Biomol. Struct.， 23， 319-348. 

57. Mori， H. and Mishina， M. (1995) Structure and function of the NMDA receptor channel. 

Neurophamzacol.， 34， 1219-1237. 

58. Heηup， K. and Mullen， R.J. (1979a) Regional variation and absence of large neurons in the 

cerebellum of the staggerer mouse. Brain Res.， 172， 1 ω12. 

59. Andreoli， J.， Rodier， P. and Langman， J. (1973) The influence of a prenatal trauma on formation 

of Purkinje celIs. Am. J. Anat.， 137，87-101. 

60. Altman， J. and Bayer， S. A. (1985) Embrγonic development of the rat cerebellum. III. Regional 

differences in the time of origin， migration， and settling of Purkinje cells. J. Comp. Neurol.， 

231，42叩 65.

61. Wassef， M.， Sotelo， c.， Cholley， B.， Brehier， A. And Thomasset， M. (1987) Cerebellar 

mutations affecting the postnatal survival of Purkinje cells in the mouse disclose a longitudinal 

pattem of differentially sensitive cells. Dev. Biol. 124，379-389 

62. Heckroth， 1. A. And Abbott， L. C. (1994) Purkinje cellloss from altemating sagittal zones in the 

cerebellum of leaner mutant mice. Brain Res.‘658，93-104 

63. Wassef， M.， Zanetta， J. P.， Brehier， A. and Sotelo， C. (1985) Transient biochemical 

compartmentalization of Purkinje cells during early cerebellar development. Dev. Biol.， 111， 

129-37. 

ω41 



64. Iacopino今 A.M.‘Rhoten，W. B. and Christakos， S. (1990) Calcium binding protein 

(calbindin叩 D281Jgene expression in the developing and aging mouse cerebellum. Brain R凸¥

Mol. Brain Res.‘8今 283-90.

65. Nakagawa， T.‘ Okano‘H.‘Furuichi今T.‘Aruga，J. and Mikoshiba， K. (1991) The subtypes of 

the mouse inositol 1 ，4，5-trisphosphate receptor are expressed in a tissue-specific and 

developmentally specific manner. Proc. Natl. Acad. Sci. USA， 88， 62ふ+-8.

66. Mailleux‘P.‘Albala‘N. and Vanderhaeghen， 1. J. (1993) Ontogeny of gene expression of 

inositol 1，4，5-trisphosphate陀 ceptorin the rat brain: high mRNA levels in the cerebellar Purkinje 

cells. 1¥Tellrosci. Lett.‘156‘125-30. 

67. Scott今T.G. (1964) A unique pattem of localization within the cerebellum of the mouse. 1. 

COl7lp. Nellrol.， 82， 401-407. 

68. Chan-Palay今V.，Nilaver‘G.‘Palay‘S. L.， Beinfeld， M. c.， Zimmerman‘E. A.. Wu. J. Y. and 

O'Donohue今T.L. (1981) Chemical heterogeneity in cerebellar Purkinje cells: existence and 

coexistence of glutamic acid decarboxylaseωlike and motilin-like immunoreactivities. Proc. Natl. 

Acad. Sci. USA‘78‘7787-91. 

69. Hawkes今R.and Leclerc‘N. (1987) Antigenic map of the rat cerebellar cortex: the distri bution of 

parasagittal bands as revealed by monoclonal anti-Purkinje cell antibody mabQl13. J. COl7lp. 

Nellrol.. 256. 29-41. 

70. Brochu. G円 Maler，L. and Hawkes， R. (1990) Zebrin II: a polypeptide antigen expressed 

selectively by Purkinje cells reveals compartments in rat and口shcerebellum. J. Comp. Nellrol.， 

291‘538-52. 

71. Leclerc. N.. Dore. L.‘ Parent‘A. and Hawkes‘R. (1990) The compartmentalization of the 

monkey and rat cerebellar cOltex: zebrin 1 and cytochrome oxidase. Brain Res.‘506.70-8. 

72. Oberdick， J.， Schilling‘K.， Smeyne R. J.， Corbin J. G.‘Bocchiaro C. and Morgan J. 1. (1993) 

Control of segment停 likepattems of gene expression in the mouse cerebellum.八TellrOI1.10‘ 

1007拍 1018.

73. Mignery今 G.A.守 Sudhof.T. c.. Takei. K. and De Camilli今 P.(1989) Putative receptor for 

inositol 1，4，5-trisphosphate similar to仁yanodinereceptor. Natllre， 342， 192-5. 

同 42-



74. Ross， C. A.， Meldolesi， J.， Milner， T. A.， Satoh， T.， Supattapone， S. and Snyder， S. H. (1989) 

Inosi tol 1，4，5“trisphosphate receptor localized to endoplasmic reticulum in cerebellar Purkinje 

neurons. Nature， 339， 468-70. 

75. Inoue， Y.， Maeda， N.， Kokubun， T.， Takayama， c.， Inoue， K.， Terashima， T. and 

Mikoshiba， K. (1990) Architecture of Purkinje cells of the reeler mutant mouse observed by 

immunohistochemistry for the inositol 1，4，5-trisphosphate receptor protein P400. Neuroscience 

Res.， 8， 189噌 201.

76. Watanabe， M. (1996) Developmental regulation of ionotropic glutamate receptor gene expression 

and functional correlations. Receptor Dynamics in Neural Development. CRC Press， 

Boca Raton-New Y ork-LondonωTokyo， pp. 73-89. 

77. Monyer， H.， Bumashev， N.， Laurie， D.J.， Sakmann， B. and Seeburg， P.H. (1994) 

Developmental and regional expression in the rat brain and functional properties of four NMDA 

receptors. Neuron， 12， 529-540. 

78. Watanabe， M.， rv也sruna，恥Land Inoue， Y. (1994a) Distinct spatiotemporal expressions of five 

NMDA receptorchannel subunit mRNAs in the cerebellum. J. Comp. Neurol.， 343，513白 519.

79. Akazawa， c.， Shigemoto， R.， Bessho， Y.， Nakanishi， S.， and Mizuno， N. (1994) DifferentiaI 

expression of five N-methyI-D“aspartate receptor subunit mRNAs in the cerebeIlum of 

developing and adult rats. J. Comp. Neurol.， 347‘150-160. 

80. Audinat， E.， Lambolez， B.， Rossier， J. and Crepel， F. (1994) Activity-dependent regulation of 

N -methy1-D-aspartate receptor subu国texpression in rat cerebellar granule cells. Eur. J. 

Neurosci.， 6，1792-1800. 

81. Bessho， Y.， Nawa， H. and Nakanishi， S. (1994) Selective up-regulation of an NMDA receptor 

subunit mRNA in cultured cerebellar granule cells by K+ -induced depolarization and NMDA 

treatment. Neuron， 12，87-95. 

82. Sashihara， S.， Felts， P. A .， Waxman， S. G. and Matsui， T. (1996) Orphan nuclear receptor 

RORαgene: isoform-specific spatiotemporal expression during postnatal development of brain. 

Mol. Brain Res.， 42， 109-117. 

同 43ω



83. Becker司 AndrιM.‘Wiesenberg‘LSchaeren-Wiemer・s.N.. Andrι E.， Missbach今 M..

Saurat今1.H. and CarIberg‘C. (1994) Pineal gland hormone melatonin binds and activates an 

orphan of the nuclear receptor superfamily. 1. Biol. Chem.守 269，28531-28534. 

84. Forman. B. M.. Chen‘J.， Blumberg， B.， Kliewer今 S.A.， Henshaw， R.守 Ong‘E.S. and 

Evans， R. M. (199斗)Cross-tall玉amongRORcd and the Rev-erb family of 01下hannuclear 

recptors. Mol. Endocrinol.. 8‘1253-1261. 

85. Rakic今 P.and R.L. Sidman (1973) Organization of cerebellar cOltex secondary to deficit of 

granule cells in weaver‘mutant mice. J. Comp. Nellrol.， 152， 133-162. 

86. Altman， 1. (1976) Experimental reorganization of the cerebellar cortex. VII. Effects of late X-

irradiation schedules that interfere with cell acquisition after stellate ceJls are formed. 1. Comp. 

Nellrol円 165，65-76.

87. Sotelo. C. (1977) Formation of presynaptic dendrites in the rat cerebeJlum following neonatal 

X-irradiation. Nellroscience ， 2， 275-283. 

88. Bradley今 P.and M. BerηT (1978) The Purkinje ce1J dendritic tree in mutant mouse cerebellum. A 

quantitative Golgi study ofWeaver and Staggerer mice. Brain Res.， 142， 135-1斗l.

89. Sadler， M. and M. Berry (1989) TopologicaI link-vertex analysis of the growth of Purkinje ceJl 

dendritic trees in normal. reeler‘and weaver mice. J. Comp. 1、Tellrol.，289， 260伶 283.

90. SchiJling， K.， M.H. Dickinson， 1.A. Connor and J.1. Morgan (1991) Electrical activity in 

cerebellar cultures determines Purkinje cell dendritic growth patterns. Nellron ，7， 891-902. 

91. Beyerl， B. D.， Borges‘L.F.‘ Swearingen， B. and Sidman守R.L. (1982) Parasagittal 

organization of the olivocerebellar projection in the mouse. 1. Comp. Nellrol.号 209.339-46.

92. Dupont 1.L.‘ R. Gardette and F. Crepel (1983) Olivocerebellar projections in control and 

staggerer mutant mice. An alltoradiographic stlldy. Brain Res.， 270， 330-33斗.

93. BIatt， G.J. and L.M. Eisenman (1989) Regional and topographic organization of the 

olivocerebellar projection in homozygous staggerer (sg!sg) mutant mice: An anterograde and 

retrograde tracing study. 1¥Tellrosci.， 30， 703-715. 

-44 -



94. Shojaeian， H.， N. Delhaye呂 ouchaudand 1. Mariani (1985) Decreased number of cells in the 

inferior olivary nucleus of the developing staggerer mouse. Dev. Brain Res.， 21， 141-146. 

95. Zanjani， H.S.， K. Herrup， J. M. Guastavino， N. Delhaye-Bouchaud and J. Mariani (1994) 

Developmental studies of the inferior olivary nucleus in staggerer mutant mice. Dev. Brain. Res.， 

82， 18-28. 

96. Sotelo， C. (1975) Dendritic abnormalities ofPurki吋ecells in the cerebellum of neurologic mutant 

mice (weaver and staggerer). Adv. Neurol.， 12， 335-351. 

97. Voogd， J. (1964) The cerebellum of the cat. Structure and fiber conctions. Van Gorcum and Co， 

Assen. 

時 45-




