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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
多小脳回症を有する高等哺乳動物モデルの作製方法であって、高等哺乳動物の胎児の大脳
皮質神経細胞に線維芽細胞増殖因子８（Ｆｉｂｒｏｂｌａｓｔ
ｏｒ

ｇｒｏｗｔｈ

ｆａｃｔ

８：ＦＧＦ８）遺伝子を導入する工程を含むことを特徴とする、多小脳回症モデル

動物の作製方法。
【請求項２】
前記遺伝子を導入する工程が、子宮内の胎児の脳室にＦＧＦ８遺伝子を注入する工程、お
よび発熱を防止するために十分な量の水の存在下で子宮に１００Ｖ〜２００Ｖの電圧の電
気パルスをかける工程を含むものである、請求項１に記載の多小脳回症モデル動物の作製
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方法。
【請求項３】
前記動物が、食肉類哺乳動物である、請求項１または２に記載の多小脳回症モデル動物の
作製方法。
【請求項４】
請求項１〜３のいずれか一項に記載の作製方法で作製された多小脳回症モデル動物を用い
ることを特徴とする、多小脳回症またはそれを伴う疾患の予防薬または治療薬をスクリー
ニングする方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、脳疾患モデル動物の技術分野に属する。本発明は、脳回異常モデル動物に関
するものであり、具体的には、多小脳回症（ｐｏｌｙｍｉｃｒｏｇｙｒｉａ）モデル動物
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
高等哺乳動物の脳内には、マウス等の下等哺乳動物（齧歯類）には見られない様々な構
造が存在している。例えば、高等哺乳動物には、大脳の表面に脳回（脳表面のしわの隆起
部分）と言われるものが存在する。この脳回は、高等哺乳動物に特徴的なものであり、進
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化的に高次脳機能の発達に重要な役割を果たしていると考えられている。
【０００３】
この脳回異常の一つに、多小脳回症がある。多小脳回症は、小さな脳回が過剰に形成さ
れた状態である。多小脳回症の具体的な症状としては、精神遅滞や痙攣発作が挙げられる
が、多小脳回症の病態はほとんど解明されていない。
多小脳回症の病態がほとんど解明されていない理由として、遺伝学的解析が容易なマウ
スで多小脳回症モデルの作製が困難であることが挙げられる。マウスは脳回を持っていな
いことが一因で、当該作製が困難であると考えられる。
【０００４】
そこで、脳回を有する高等哺乳動物で多小脳回症モデル動物を作製することが考えられ
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る。そして、そのために高等哺乳動物に多小脳回症を呈する何らかの遺伝子を導入するこ
とが考えられる。
高等哺乳動物への遺伝子導入に関しては、ウイルスベクターを霊長類哺乳動物であるマー
モセットの受精卵に感染させることにより遺伝子改変動物を作製したことが報告されてい
る（例、非特許文献１参照）。また、子宮内電気穿孔法と言われる遺伝子導入方法によっ
て、遺伝子が導入された高等哺乳動物が作製されている（例、特許文献１参照）。子宮内
電気穿孔法は、麻酔をかけた妊娠動物の腹壁を開き、子宮内の胎児の脳室内にプラスミド
ＤＮＡを注入したのちに、子宮壁ごしに電気パルスをかけるものである。特許文献１に記
載の方法では、発熱を防止するために十分な量の生理食塩水の存在下で、子宮にマウス等
の場合よりも高電圧（１００Ｖ〜２００Ｖの電圧）の電気パルスをかけることを特徴とし
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ている。
【０００５】
一方、線維芽細胞増殖因子８（Ｆｉｂｒｏｂｌａｓｔ

Ｇｒｏｗｔｈ

Ｆａｃｔｏｒ−

８：ＦＧＦ８）遺伝子は、脳パターン形成遺伝子として知られている。しかしながら、Ｆ
ＧＦ８遺伝子が多小脳回症モデル動物の作製に有用であることは知られていない。また、
これまで物理的損傷を伴うこと無く生理的な多小脳回症モデル動物が作製されたことを報
告する文献は見られない。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２０１１−１２０５１３号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｓａｓａｋｉ，

Ｅ．

ｅｔ

ａｌ．（２００９）

Ｎａｔｕｒｅ，４

５９：５２３−５２７．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
前記の通り、多小脳回症の病態はほとんど解明されていない。その原因として、多小脳
回症モデル動物が作製されていないことを挙げることができる。多小脳回症モデル動物が
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作製されれば、多小脳回症の病態解析や多小脳回症またはそれを伴う疾患の予防法ないし
治療法、またそれらの予防薬ないし治療薬開発などにとって有用であると考えられる。
本発明は、したがって、新規な多小脳回症モデル動物を提供することを主な課題とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、ＦＧＦ８遺伝子を高
等哺乳動物の胎児の大脳皮質神経細胞に導入すれば多小脳回症モデル動物を作製できるこ
とを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
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本発明として、例えば、下記のものを挙げることができる。
［１］高等哺乳動物の胎児の大脳皮質神経細胞に線維芽細胞増殖因子８（ＦＧＦ８）遺伝
子を導入することによって作製されることを特徴とする、多小脳回症モデル動物。
［２］前記遺伝子導入手段が、子宮内における胎児の脳室にＦＧＦ８遺伝子を注入する工
程、および発熱を防止するために十分な量の水の存在下で子宮に１００Ｖ〜２００Ｖの電
圧の電気パルスをかける工程を含むものである、上記［１］に記載の多小脳回症モデル動
物。
［３］前記動物が、食肉類哺乳動物である、上記［１］または［２］に記載の多小脳回症
モデル動物。
［４］上記［１］〜［３］のいずれか一に記載の多小脳回症モデル動物を用いることを特
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徴とする、多小脳回症またはそれを伴う疾患の予防薬または治療薬をスクリーニングする
方法。
［５］上記［１］〜［３］のいずれか一に記載の多小脳回症モデル動物を用いることを特
徴とする、多小脳回症の病態解析法。
【発明の効果】
【００１１】
本発明の多小脳回症モデル動物は、高等哺乳動物に特有な多小脳回症の病態解析や多小
脳回症またはそれを伴う疾患の予防法ないし治療法、またはその予防薬ないし治療薬の開
発に用いることができる。すなわち、本発明の多小脳回症モデル動物によれば、多小脳回
症の病態解析や多小脳回症またはそれを伴う疾患の予防法ないし治療法、またはその予防
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薬ないし治療薬のスクリーニングを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】左図は正常動物の脳を、右図は多小脳回症を呈している脳を、それぞれ表す。
【図２】左図はＫｉ６７タンパク質の発現量を、右図はｐＨ３タンパク質の発現量を、そ
れぞれ表す。各図の左は正常動物の結果を、各図の右は本発明に係るモデル動物の結果を
、それぞれ表す。
【図３】左図はリン酸化ビメンチン（ｐＶｉｍ）タンパク質の発現量を、右図はＰａｘ６
タンパク質の発現量を、それぞれ表す。各図の左は正常動物の結果を、各図の右は本発明
に係るモデル動物の結果を、それぞれ表す。
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【図４】外側脳室下帯におけるＰａｘ６タンパク質の発現量を表す。左カラムは正常動物
の結果を、右カラムは本発明に係るモデル動物の結果を、それぞれ表す。縦軸はＯＳＶＺ
内の全細胞のなかのＰａｘ６陽性細胞の割合（％）を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下、本発明を詳述する。
１．本発明に係る多小脳回症モデル動物
本発明として、高等哺乳動物の胎児の大脳皮質神経細胞に線維芽細胞増殖因子８（ＦＧ
Ｆ８）遺伝子を導入することによって作製されることを特徴とする多小脳回症モデル動物
（以下、「本発明モデル動物」という。）を挙げることができる。
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【００１４】
１．１

高等哺乳動物について

本発明に係る「高等哺乳動物」とは、ヒトを除く非齧歯類哺乳動物をいう。好ましくは、
食肉類哺乳動物、例えば、イヌ、ネコ、イタチ、フェレットであり、より好ましくはフェ
レットである。また、別の定義として、本発明に係る「高等哺乳動物」とは、脳表面の脳
回を有する、ヒトを除く哺乳動物ということもできる。
【００１５】
食肉類哺乳動物であるフェレットには次の特徴がある。第一に、フェレットは発達した
脳神経系を持つ。詳細には、フェレットは、霊長類と同様に、大脳皮質一次視覚野におけ
る眼優位性カラム構造を有し、そしてフェレットの脳表面には脳回が存在する。第二に、
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前記特徴から、フェレットは欧米を中心に視覚系研究などの脳神経研究に広く用いられて
いる。第三に、フェレットには様々な解剖学的、組織学的、生理学的データの蓄積がある
。
以上の点より、フェレットを使用して、マウスなどの下等哺乳動物では得られなかった
情報を得ることができ、その結果をより高等な哺乳動物（例えば霊長類）へ応用できる可
能性がある。
【００１６】
なお、高等哺乳動物は、胎盤が帯状の形態を有する哺乳動物である。胎盤の形態は動物
種によって異なる。齧歯類（例えばマウス）などの場合、胎盤の形態は円板状である（す
なわち、胎盤は子宮の片側に局在している）。それゆえ、子宮内の胎児の位置や向きを目
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視によって把握し、核酸を注入すべき部位を確認することは比較的容易である。一方、食
肉類哺乳動物（例えばフェレット）などの場合、胎盤の形態は帯状である（すなわち、胎
盤は子宮を取り囲むように全周に存在する）。それゆえ、子宮内の胎児を目視によって確
認することは困難である。また、妊娠フェレットの子宮はマウスに比べて約３倍以上の大
きさがあり、子宮筋が厚いので、マウスに使用されているような通常の光源での照明を使
用した場合、十分な光が子宮壁を通過しない。このことはさらに胎児の目視での観察を困
難にしている。
したがって、高等哺乳動物における子宮内の胎児の脳に遺伝子を導入するに際して、上
記の点に注意しなければならない。
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【００１７】
１．２

本発明モデル動物の作製方法

本発明モデル動物は、高等哺乳動物の胎児の大脳皮質神経細胞にＦＧＦ８遺伝子を導入
することによって作製される。
【００１８】
１．２．１

ＦＧＦ８遺伝子について

ＦＧＦ８遺伝子は、線維芽細胞増殖因子ファミリーの一つであり、中脳後脳境界（ＭＨ
Ｂ）で形成される峡部で発現し、峡部オーガナイザーから分泌されるシグナル本体として
機能すると言われている。
【００１９】
本発明で用いうるＦＧＦ８遺伝子のサブタイプとして、例えば、ＦＧＦ８ｂ遺伝子を挙
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げることができる。ＦＧＦ８遺伝子に係るＤＮＡは、その遺伝子を導入する動物が有する
塩基配列のものが好ましいが、当該遺伝子の機能が損なわれない限り、当該遺伝子のＤＮ
Ａ配列の一部または全部が欠失、置換、または付加されていてもよい。そのｃＤＮＡであ
ってもよい。
【００２０】
１．２．２

遺伝子を導入する胎児について

当該遺伝子を導入する胎児の胎生期は、脳がある程度形成されてから妊娠期間終了近く
まで特に制限されないが、例えば、後述する子宮内電気穿孔法で遺伝子導入する場合、あ
まり早期であると子宮内での胎児の固定が難しく、導入操作が煩雑になる。逆にあまり成
熟した後では当該遺伝子の発現が十分に得られないおそれがある。例えば フェレットの
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大脳皮質神経細胞へ遺伝子を導入する場合、妊娠期間は通常約４０日間であり、胎生期３
１日目以降（Ｅ３１〜）が適当であり、好ましくは３５〜３７日目（Ｅ３５〜３７）であ
る。なお、フェレットの場合、１匹当たりの胎児数は通常約１０匹であり、その全部また
は一部に当該遺伝子を導入することができる。
当該遺伝子を導入した後の親は、通常のように飼育すればよい。
【００２１】
１．２．３

遺伝子導入手段について

当該遺伝子を導入するための手段としては、それが可能な手段であれば特に制限されな
いが、ウイルスベクター系の遺伝子導入法と非ウイルスベクター系の遺伝子導入法の両方
を挙げることができる。
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ウイルスベクター系の遺伝子導入法は、ウイルスが細胞に感染する機構を利用した遺伝
子導入法である。本発明において使用しうるウイルスベクターとしては特に制限されない
が、例えば、レトロウイルス、アデノウイルス、レンチウイルス、アデノ随伴ウイルス（
ＡＡＶ）、センダイウイルスを挙げることができる。腫瘍溶解性ウイルス等の増殖性ウイ
ルスベクターも挙げることができる。
【００２２】
非ウイルスベクター系の遺伝子導入法としては、例えば、電気穿孔法（エレクトロポレ
ーション法）、リポフェクション法、マイクロインジェクション法等の物理化学的方法が
挙げられる。
【００２３】
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電気穿孔法（エレクトロポレーション法）は、遺伝子核酸の存在下で細胞に電気パルス
をかけると、その際に生じる細胞膜の小孔を通して該核酸が細胞中に取り込まれる現象を
利用した遺伝子導入方法であり、細菌、酵母、動物細胞、植物細胞などの広範な生物に適
用されている。この中、子宮内電気穿孔法は、胎児を子宮からから取り出すことなしに、
胎児に遺伝子核酸を注入し、子宮の外側から電気パルスをかけることによって胎児に遺伝
子を導入する方法である。これに対して、子宮から胎児を取り出して電気パルスをかける
方法を子宮外電気穿孔法という。
【００２４】
リポフェクション法は、負の電荷を持つＤＮＡと正の電荷を持つカチオン性リポソーム
との複合体がエンドサイトーシス現象により細胞表面から細胞内に取り込まれることを利
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用した方法である。
マイクロインジェクション法は、先端が１μｍ程度のガラス針に導入したい遺伝子核酸
等を入れ、直接細胞内に導入する方法である。
【００２５】
また、本発明では、一度に多くの当該遺伝子を簡便に細胞に導入することができる、特
許文献１に記載の子宮内電気穿孔法（以下、単に「子宮内電気穿孔法」という。）を利用
することができる。
【００２６】
以下、代表例として子宮内電気穿孔法に基づき、本発明モデル動物の作製方法を説明す
る。
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子宮内電気穿孔法は、通常、次の工程を含む：（１）妊娠動物の麻酔および子宮の露出
、（２）胎児への遺伝子核酸の注入、（３）電気穿孔、（４）妊娠動物の覚醒。これを１
回ないし適当な間隔をおいて複数回（通常は２回）行うことができる。
【００２７】
（１）妊娠動物の麻酔および子宮の露出
妊娠動物の麻酔および子宮の露出は、常法により行うことができる。
次に、子宮内部の胎児を可視化するために、適当な光源を使用し、その光源の先端を子
宮壁に密着させて照明することが好ましい。かかる光源としては特に制限されないが、発
熱による胎児への悪影響を回避するために、非発熱性の光源（例えば光ファイバー）を使
用することが好ましい。
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胎児への照明において、光源で光を当てながら胎児の頭部を胎盤の無い子宮壁に押しや
り、胎児の特定の部位（例えば眼および鼻）の位置に基づいて、当該遺伝子を導入する部
位（例えば側脳室）を決定することが好ましい。そうすることで、胎盤の損傷を回避する
ことができる。また、子宮内の胎児の位置や向きを把握でき、胎盤への損傷が回避できる
のであれば、他の任意の方法（例えば超音波断層撮影法）を使用することもできる。
【００２８】
（２）胎児への遺伝子核酸の注入
子宮内の胎児への当該遺伝子核酸の注入も、常法により行うことができる。例えば、ガ
ラスキャピラリー針を使用して、胎児の目的の部位に該核酸を注入することができる。該
核酸を注入する部位としては、胎児の大脳皮質神経細胞に当該遺伝子を有効に導入するこ
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とができれば特に制限されないが、例えば、側脳室が好ましい。これにより、まず神経幹
細胞に当該遺伝子が導入され、その後、当該遺伝子を保持したまま神経前駆細胞や神経細
胞に分化していくと考えられる。
【００２９】
当該遺伝子導入に際しては、当該遺伝子のＤＮＡまたはそのｃＤＮＡを有するプラスミ
ドＤＮＡを用いることが適当である。当該遺伝子の導入量としては、１〜５μｇが適当で
あるが、遺伝子が導入できれば特に制限されない。
なお、当該遺伝子が導入されると、通常のように、細胞内においてＦＧＦ８遺伝子のコ
ード（ＤＮＡ）情報に基づいてｍＲＮＡが作られ、ＦＧＦ８へと翻訳され、ＦＧＦ８が発
現される。
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【００３０】
（３）電気穿孔
電気穿孔は、子宮の外側から当該遺伝子核酸を注入した胎児の部位を電極ではさみ、電
気パルスをかけることにより行うことができる。電気パルスを発生させる装置および電極
として、市販されているものを使用することができる。一般に、電気パルスの電圧は、高
ければ高いほど遺伝子導入効率が上昇するが、一方で新生仔生存率が低下する傾向がある
。したがって、至適な電圧はこれらを考慮して決定される。また、動物種差によっても異
なり得る。
【００３１】
具体的には、電気パルスの電圧は、８０Ｖ以上が適当であり、１００Ｖ以上が好ましく

30

、上限としては２００Ｖ以下ないし１５０Ｖ以下が好ましい。フェレットの場合、１００
Ｖ程度が好ましい。
また、電気パルスの回数、長さ、波形によっても子宮内電気穿孔法の結果は影響を受け
得る。電気パルスの回数は、例えば３回以上、好ましくは４回以上であり、例えば ７回
以下、好ましくは６回以下であり、より好ましくは５回である。電気パルスの長さは、例
えば４０ｍｓ以上、好ましくは５０ｍｓ以上であり、例えば１２０ｍｓ以下、好ましくは
１００ｍｓ以下であり、より好ましくは５０ｍｓである。電気パルスの波形は減衰波また
は矩形波であり得るが、矩形波であることが好ましい。
【００３２】
電気パルスをかけるに際して、子宮の乾燥を防止しつつ発熱を防止するために十分な量

40

の水を子宮周囲に存在させることが好ましい。十分な量の水が子宮周囲に存在しないと、
子宮が焼けて損傷を受け、新生仔生存率が低下するおそれがある。
かかる「水」としては、体液とほぼ等張な水溶液であれば特に制限されないが、具体的
には、例えば、生理食塩水、リン酸緩衝生理食塩水を挙げることができる。生理食塩水は
、通常、約０．９％の塩化ナトリウムを含有する水溶液であるが、ｐＨを安定に維持する
ための緩衝作用を有するリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）などの水溶液であってもよい。
【００３３】
上記「発熱を防止するために十分な量」とは、電気パルスをかけた際に発生する熱によ
る、子宮および／または子宮内の胎児への悪影響を回避または抑制するために十分な量を
いう。子宮および／または子宮内の胎児への悪影響は、子宮の損傷、新生仔生存率などに
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基づいて評価され得る。例えば、生理食塩水を、３回のパルスの後に滴下しさらに２回パ
ルスをかける、５回のパルス間毎に滴下する、またはパルスをかける間中連続的に滴下す
ることによって、発熱を防止するために十分な量の生理食塩水を提供することができる。
【００３４】
（４）妊娠動物（親）の覚醒
子宮内の胎児に当該遺伝子を導入した後の親の覚醒は、自然に任せることができる。
【００３５】
１．３

本発明モデル動物

本発明モデル動物は、出産後の新生仔であってもよいし、妊娠期間終了前の胎児であっ
てもよい。自然分娩前の胎児を人口的に取り出して、その胎児を本発明モデル動物とする
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こともできる。
【００３６】
２．治療薬のスクリーニング法
本発明は、本発明モデル動物を用いることを特徴とする、多小脳回症またはそれを伴う
疾患の予防薬または治療薬をスクリーニングする方法（以下、「本発明スクリーニング法
」という。）を含む。
「多小脳回症を伴う疾患」としては、例えば、致死性骨異形成症、Ｐｆｅｉｆｆｅｒ症
候群を挙げることができる。
本発明スクリーニング法は、具体的には、例えば、本発明モデル動物に、被検薬物を投
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与し、多小脳回症やそれに伴う疾患に対する当該被検薬物の有効性を評価することにより
行うことができる。かかる有効性の評価方法は、病気の種類に応じて適宜設定することが
できる。
【００３７】
３．本発明に係る病態解析
本発明は、本発明モデル動物を用いることを特徴とする、多小脳回症の病態解析法（以
下、「本発明解析法」という。）を含む。
本発明解析法は、具体的には、例えば、本発明モデル動物と正常な当該動物とで、分裂
している細胞中に存在するタンパク質の発現量を比較検討することにより行うことができ
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る。正常動物に比べ、何らかのタンパク質ないし細胞が本発明モデル動物で増加していれ
ば、そのタンパク質ないし細胞が多小脳回症の病態に関わっているのではないかと推測す
ることができる。
【実施例】
【００３８】
以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定される
ものではない。
【００３９】
［実施例１］フェレットを用いた本発明モデル動物の作製
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特許文献１に記載の方法（子宮内電気穿孔法）に準じ、以下のようにして本発明モデル
動物を作製した。
胎生期３５〜３７日目（Ｅ３５〜３７）の胎児を有する雌性妊娠フェレット（マーシャ
ル社製）を１〜４時間絶食させ、８５０μＬのネンブタール（５０ｍｇ／ｍＬ）を腹腔内
注射し、その後１００μＬのアトロピン（０．５ｍｇ／ｍＬ）を皮下注射して麻酔した。
【００４０】
フェレットの腹部を切開して子宮を露出させ、ガラスキャピラリー針からプラスミドＤ
ＮＡ溶液（マウス線維芽細胞増殖因子８ｂ（ＦＧＦ８ｂ）をコードするプラスミドｐＣＡ
Ｇ−ＦＧＦ８ｂ、１〜５ｍｇ／ｍＬ）、リン酸緩衝生理食塩水、０．５％ＦａｓｔＧｒｅ
ｅｎおよび水の混合物を胎児の側脳室へ１胎児当たり４〜５μＬ注入した。通常フェレッ
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ト１匹当たりの胎児数は約６〜１０匹である。この際、Ｌｅｉｃａ冷光源ＣＬＳ１５０Ｘ
を用いて、光を当てながら胎児の頭部を帯状胎盤の無い子宮壁に押しやり、胎児の眼およ
び鼻の位置を確認し、脳室内へ注入した。
【００４１】
次いで、電気穿孔装置ＥＣＭ８３０（米国ＢＴＸ−Ｈａｒｖａｒｄ Ａｐｐａｒａｔｕ
ｓ社製）に接続した電極ＣＵＹ６５０Ｐ７−Ｐ１０（ネッパジーン社製）で子宮の外側か
ら胎児をはさんで所定の条件で電気パルスをかけた。
【００４２】
切開した部分を縫合した後、アンピシリン（１２５ｍｇ／ｍＬ）２００μＬを皮下注射
し、覚醒後、動物（親）を飼育し、本発明モデル動物（フェレット）を出産させた。該出
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生児の脳を図１に示す。
図１から明らかなとおり、ＦＧＦ８ｂ遺伝子を導入した本発明モデル動物（フェレット
）は、多小脳回症を呈していた。
【００４３】
［実施例２］本発明モデル動物の病態解析（１）
脳を４％パラホルムアルデヒドで固定した後に、３０％スクロース液に置換した。組織
切片を作製しＰＢＳで３回洗浄した後、２％スキムミルク／０．１−０．５％
ｏｎ

Ｔｒｉｔ

Ｘ−１００／ＰＢＳで３０分間ブロッキングし、抗Ｋｉ６７抗体、抗リン酸化ヒス

トンＨ３抗体を４℃で一晩反応させた。０．１−０．５％

Ｔｒｉｔｏｎ

Ｘ−１００／

ＰＢＳで３回洗浄した後、２次抗体反応を遮光下室温で２時間行った。再び０．１−０．
５％

Ｔｒｉｔｏｎ
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Ｘ−１００／ＰＢＳで３回洗浄した後、包埋し観察した。

その結果を図２に示す。図２から明らかなとおり、正常動物に比べ、本発明モデル動物
（フェレット）の大脳皮質では、Ｋｉ６７細胞周期関連タンパク質およびリン酸化ヒスト
ンＨ３細胞周期関連タンパク質が増加していたことから、分裂細胞が増えていることが示
された。
【００４４】
［実施例３］本発明モデル動物の病態解析（２）
脳を４％パラホルムアルデヒドで固定した後に、３０％スクロース液に置換した。組織
切片を作製しＰＢＳで３回洗浄した後、２％スキムミルク／０．１−０．５％
ｏｎ

Ｔｒｉｔ

Ｘ−１００／ＰＢＳで３０分間ブロッキングし、抗Ｐａｘ６抗体、抗リン酸化ビメ

ンチン（ｐＶｉｍ）抗体を４℃で一晩反応させた。０．１−０．５％

Ｔｒｉｔｏｎ
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Ｘ

−１００／ＰＢＳで３回洗浄した後、２次抗体反応を遮光下室温で２時間行った。再び０
．１−０．５％

Ｔｒｉｔｏｎ

Ｘ−１００／ＰＢＳで３回洗浄した後、包埋し観察した

。
その結果を図３および図４に示す。図３および図４から明らかなとおり、正常動物に比
べ、本発明モデル動物（フェレット）の脳では、外側脳室下帯（ＯＳＶＺ）のｏＲＧ細胞
中に存在するｐＶｉｍタンパク質やＰａｘ６タンパク質が増加しており、外側脳室下帯（
ＯＳＶＺ）のｏＲＧ細胞が増えていることが示された。したがって、多小脳回症は、ｏＲ
Ｇ細胞が関与していることが示唆された。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
本発明は、多小脳回症の病態解析や、多小脳回症またはそれを伴う疾患の予防法ないし
治療法、またはその予防薬ないし治療薬の開発において有用である。
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【図３】

【図４】
【図２】
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