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学位論文の内容の要旨 

 

獣医領域では，胎子期の小脳発達は正常であるにも関わらず，生後まもなく発症し，徐々

に進行する遺伝性の変性疾患をアビオトロフィーと総称している。小脳皮質アビオトロフ

ィーもしくは類似の小脳皮質変性症はイヌで最も報告が多く，ネコや家畜など様々な動物

で報告されているが，ウサギでの発生報告はない。また，罹患動物での経時的な病変を詳

細に検討し，その発生機序について言及した報告は少ない。申請者らは，特定のウサギ

（Wbl:JW, SPF）を交配すると，生後まもなく重篤な運動失調症状を発症する F1ウサギが

生まれることを見出した。それらの F1ウサギは生後 10日頃より起立不能がみられ，生後

25 日頃より運動失調症状および痙攣が激しくなり，哺乳や摂餌が困難となるために生後 42

日が生存限界であった。本研究は本疾患の病理像を明らかにするとともに，その病理発生

機序を解明するために実施した。 

第 1章では，本疾患の遺伝様式を確認するために交配により検定した結果，本疾患が常

染色体劣性遺伝する可能性を示した。さらに，生後 15日，30・31日，および 42日齢の罹

患ウサギおよび対照ウサギの小脳について組織学的ならびに免疫組織学的に病変の特徴お

よび進行について検索した。生後 15日では移動中および移動後の顆粒細胞のアポトーシス

が分子層および内顆粒層で観察された。分子層では，プルキンエ細胞樹状突起幹の幅の減

少がみられた。生後 30・31日では内顆粒層における散在性のアポトーシス細胞と顆粒細胞

密度の減少，プルキンエ細胞樹状突起の密度の減少および髄質の空胞化や軸索変性がみら

れた。生後 42日では内顆粒層のアポトーシス細胞数は減少していたが，顆粒細胞密度の減

少や髄質の軸索変性の程度は生後 30・31日とほぼ同様であった。本疾患は臨床症状の重篤

さに比べ，病変の程度および進行は比較的緩徐であった。以上の結果から，本疾患を早発

性の常染色体劣性遺伝による進行性の小脳皮質変性症，いわゆる小脳皮質アビオトロフィ

ーと診断した。 
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第 2章では，本疾患の発生機序を調べるために生後 15日および 25 日齢の罹患ウサギお

よび対照ウサギの小脳について，電子顕微鏡学的検査を行った。発症早期の生後 15日より

平行線維とプルキンエ細胞スパイン間のシナプス（平行線維シナプス）の減少，後シナプ

ス神経が前シナプス末端内に陥入する異常なシナプス接合形態および平行線維末端の膨化

が認められた。生後 25 日では，平行線維の減少と平行線維シナプスの減少が観察された。

加えて，シナプス形成不全による神経細胞への二次的影響，すなわちプルキンエ細胞の中

心性色質融解，軸索変性も観察された。以上の結果から，本疾患の病理発生機序は，発症

早期より確認された平行線維シナプスの形成不全によるものと判断した。 

第 3章では，生後 15 日と 42日齢の罹患ウサギと対照ウサギの小脳虫部矢状断面を使用

して，画像解析装置を用いた小脳の全体と各層の面積，顆粒細胞数とアポトーシス数，お

よびシナプス数の形態計測を行い，病変の推移を定量的に解析した。全体と各層の形態計

測によって，罹患ウサギでも生後 15日までは全体と各層の大きさは正常に発育しているこ

と，生後 15日から 42日の間も組織学的に異常が認められない髄質は対照ウサギ同様に発

育していることが確認された。一方，罹患ウサギの生後 15日から 42 日までの分子層と顆

粒層の発育は抑制されていた。顆粒細胞の数は生後 15日では対照ウサギと差はなかったが，

対照ウサギでは 15 日から 42 日の間に顆粒細胞数は 160％に増加したのに対し，罹患ウサ

ギでは 87％に減少していた。内顆粒層におけるアポトーシス細胞は，対照ウサギでは生後

15 日と 42 日とも少数であったのに対し，罹患ウサギのアポトーシス数はシナプス形成時

期の生後 15日で顕著に多く，対照ウサギの 62倍であり，シナプス形成終了時期の生後 42

日では 8倍に激減した。罹患ウサギの平行線維シナプス数は，生後 15 日ですでに対照ウサ

ギの 36％であり，生後 42日でも 29％であった。この形態計測結果が表す罹患ウサギにお

ける分子層の低い成長率は，光顕および電顕観察でみられたプルキンエ細胞樹状突起枝の

減少や平行線維の減少を裏付けるものであり，アポトーシス数の生後 15日から 42日の推

移も，顆粒細胞のアポトーシスの原因が，平行線維シナプスの形成不全に起因しているこ

とを裏付けた。このように発達と萎縮が混在する早発性の神経疾患に対する複数時期での

形態計測は，組織学的所見に客観性を持たせるのみならず，病理発生機序を明らかにする

ための手法として有用であることを示した。 

以上のように，ウサギでみられた小脳皮質アビオトロフィーの病理像を明らかにすると

ともに，本疾患が生後間もないシナプス形成時期における平行線維シナプスの形成不全に

起因することを明らかにした。また，発達と萎縮が混在する早発性の神経疾患に対する複

数時期での形態計測は，病理発生機序を明らかにするための手法として有用であることを

示した。 

 

審 査 結 果 の 要 旨 

 

小脳皮質アビオトロフィーは，胎子期の小脳発達は正常であるにも関わらず，生後ま

もなく発症し，徐々に進行する遺伝性の変性疾患である。様々な動物で報告されている

が，ウサギでの発生報告はない。また，罹患動物での経時的な病変を詳細に検討し，そ

の発生機序について言及した報告は少ない。本研究は，特定のウサギ（Wbl:JW, SPF）を

交配すると，生後まもなく重篤な運動失調症状を発症する F1ウサギが生まれることを見

出したことに端を発し，本疾患での病理像を明らかにし，その病理発生機序を解明する

ために実施した。 

第 1 章では，交配により検定した結果，本疾患が常染色体劣性遺伝する可能性を示し

た。さらに，生後 15，30・31，42日の異なる日齢の罹患および対照ウサギの小脳につい

て組織学的ならびに免疫組織学的に病変を精査した結果，本疾患が小脳の顆粒細胞のア



 

 

ポトーシスに始まり，プルキンエ細胞樹状突起の密度の減少および髄質の軸索変性へと

続く進行性の病変であることを明らかにした。また，重篤な臨床症状に相関しない，軽

度な組織学的変化と緩徐な進行が本疾患の特徴であることを示した。以上の結果から，

本疾患を小脳皮質アビオトロフィーと診断した。 

第 2 章では，本疾患の発生機序を明らかにするために生後 15 日および 25 日齢の罹患

および対照ウサギの小脳について，電子顕微鏡学的検査を行った。その結果，発症早期

の生後 15日より平行線維とプルキンエ細胞スパイン間のシナプス（平行線維シナプス）

の減少およびシナプス接合形態異常を認めた。従って，本疾患は発症早期より確認され

た平行線維シナプスの形成不全に起因するものと判断した。 

第 3 章では，本疾患での病変の進行を客観的に評価するために，生後 15 日および 42

日齢の罹患および対照ウサギの小脳虫部矢状断面を使用して，画像解析装置を用いた小

脳の全体と各層の面積，顆粒細胞数とアポトーシス数，およびシナプス数の形態計測を

行った。その結果は，プルキンエ細胞や平行線維の変化を客観的に裏付けた。また，顆

粒細胞のアポトーシス数の推移をみることによって，この疾患が平行線維シナプスの形

成不全に起因していることを確認した。このように発達と萎縮が混在する早発性の神経

疾患に対する複数時期での形態計測は，組織学的所見に客観性を持たせるのみならず，

病理発生機序を明らかにするための手法として有用であることを示した。 

  

 以上について，審査委員全員一致で本論文が岐阜大学大学院連合獣医学研究科の学位

論文として十分価値があると認めた。 
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