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ラット松果体におけるNSE,NNE mRNAの発現:

I n  S i t u  H y b r i d i z a t i o n に よ る 解 析
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Theexpressionofneuronっpecificenolase(NSE)andnon-neuronalenolase(m )mRNA

inthepostnataldevelopingandadultratpinealglandswasexaminedbyinsituhybridization

andanalysedinconnectionwiththefindingsofsynaptophysin(SYN)immun()stainings.

Atday0,SYN immunopositivitywasobsen,edillabout50% ofpinealglandcells,while

itwasnegativeintheremainingcellswhichformedcord-likestructures. Subsequently,

theSYNpositivecellsweregraduallyincreasedandtheSYN negativecordllikestructures

seemedtobefragmentedbythem. Atday10orlater,theSYN immun()positivitywas

observedinmorethan9090;ofpinealcellsasinadultstage,andtheSYN immunonegative

c()rd-likestmcturesbecamenegligeble. ⅠIlinsituhybridizati()rl.tllrOughoutthep()Stnatal

dcvelopmentalandadultstages,NSEsignalsweremainlylocalizedinSYN positiveareas,

whileNNEsignalswereseenintx)thSYNpositiveand,thoughless intensely.SI'N negative

areasaswell. Duringthefirst10days.bothNSEandNNEsignalsincreasedgradually

inSYNpositiveareasshowing2-3foldNNEpredominancyandreachedtheadultlevels

atday10.Alth()ugh,unlikeNNEsignals,NSEsignalswereusuallI,uIIClearintheSYN

negativecor･d-likestructuresatday0-10,distinctNSEsignalweredetectedinsome()f

theconstituentcells,suggestillgthatthecord-likestructurescontainedtlleProgenitorcells

forpineocytes.
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は じ め に

解糖系酵素 enolaseの isozymeは3種頓の subunit

α, 針 Tからなる二量体 として存在 し,その岡健二慶

体 7･T型は neuro111SPeCificenolaseLNSE).αα型

は non-JleLu10ndenolぉ e(NNE上 そして iうβ型は muscltナ

S阿 ificenolasLl(A,lSE)と呼ばれている1､2㌧ この内 NSE

は中枢神経系及び末梢神経系の神経細胞に局在すること

が免疫組織学的に明らかにされているが3､~5㌧ 神経内

分泌細胞にも局在することが知られている即7)

松果体は第3脳室背側に位置 し.交感神経系酌 sigTla】

を受け melat()nillを分泌する典型的な神経内分泌腺で

ある8㌧NSEは他の神経内分泌器官 と同様;こ松果体に

も認められることが免疫化学的,免疫鼠織学的をこ明らか

にされている61:719110､. しか し,松果体における NSE発

現の詳細は不明であり,NNE 発現との関連 も明上.)かiこ

されていない.

本研究では既報のう･.J卜NSEcDNA及び NNECDNA

の塩基配列111:12､を基に NSE(TSubunit)及び NNE

(αsubunit)mRNA に特興的な oligonucleotideprotx?

を作製 し.35Sにてほほ同一の比活性で標識 し,成熟う･.I

卜並びをこ稜々の生後発達過程のラット松果体を検索対象

として insimlhybridizationを行い.NSE NNEmRNA

の発現の特性を解析 したので報告する.

材 料 と 方 法

及. 動 物

生後発達期及び成熟期の雄性ウイスタ-ラットを履い

た.出生当日をOE]齢とし.0日.3日,5円, 7E],

10日,15札 20日,30El齢の各発達段階､及び1̀O日,6O

R齢の成熟期の松果体を脳組織と共に摘出 し検索 した.

組織摘出時間は午前10時と一定にした.

2.0ligonudeotideprobeの作製

既知のラLl'卜NSEcDNAll)及び NNEcI)NA121LIT)

塩甚配列iこ基一づきそれぞれ 45merの oligonucleotide

(antisense)を DNASynthesizer(ABI.Foster,CA,

USA)で合成 Lprotr とし用いた.NSEd)NA と rW t

cDNA の coding領域は hnmol(〕gyが高 く eross

hybridizationの可能性が考えL､っわたので,NSEprobe

として NSEcDNAの 3'non-coding領域の塩基番号1371

-1415に対応 した配列 (5'T(二TGGGTGACm C-

TCAAGGTATCAAGGTAACTATGGCGGGT3㌦ を.

また,NNEprotx として NNEcDNAの 5'non-tOding

領域の塩基番号-100.--盟に対応した配列 (5'AOユ;AA-

GGGAGTm AAGGACAAACCTGAGCGCGACTCG-

GTACCG3'lを作製 した.Probeの標識は insitu

hybridiz ationでは 3Ss-dAT を用いtem inaldeo叩 ans-

fera父 (Takanl,Tokyo)にて31末端に NSE,NNEpr()be

がほほ同程度(]')比活性 (7.5×105epm ngHこなる様に

行一)た.実際に squeneinggelで見るとそれぞ恒 ')protr

に 3Ss一一dATPが6･-7分子付加されていることが確認

された.NorthernI)lotの protxi,は 32p-㍗-dATP を

伺い T▲ipolynucleotidekinase(Takara)にて5′末端

に標識 Lた.こtT)場合も NSE,NNEprotP がはば同

程度の比活性 (2.Ox10.Icpm:ng)になる様に標識 した.

3. Norttlt!rnblot

成熟ニト./卜松果体か乙､.1tot.tl.IRNA を guanidineiso-

thiocyanatecesium eh101-ide法13､により抽出 した.

そt:,T)10/Lgを 1.306agar()se/forrnaldehydegelにて

電気泳動 し､nitr∝ ellul(1盟膜へ転写後 prehybridizatioll,

hybridization を行 った.prehybI･idization液及 び

hybridization液は下記の insituhrbridizationの場

合と同一-･組成 とし,hybridizalion液には 32p標識 し

た合成 oligonueleotideprotxtを 3.0×106epm∴mlの

割 合で加えた.prehybridizationは37℃, 2時間.

hybridizationは37℃.16時間.洗いは 0.1XSSC:0.1

とほぼ同 じ Stringencyで行った.

4. Insituh_vbridization

I?りオスタ-卜にて松製体の凍結縦断切片,厚さ 16/Em,

を作製 し.poly-LllI,sineで処理 した slideglassに貼

付した.切片は4%paraforTnaldehyde:0.1M sodium

phosphatebufferedsalinc(PBS.pH7.21で30分固

定 し,2mg.:mlglycine､PBSで20分洗い,0.259,o
aeetate■0.1M Trisで10分 aeetyl化し,2XSSCで10

分洗った後,prehybridizationを37℃で2時間.hybri-

dizationを37℃で16時間行--,た.Hybridization液に

は 1.OXIO'lepm;I/Llの 35S標識合成 oligonucleotide

protr を加えた.切片は 0.lxSSC.-0.19,らSarkosyl･4

mM DTT (Dithiothreitol)にて37℃,2時間洗った後.

脱水,風乾 し,NTB-2(Kodak,R(xhestcr.N.Y..USA)

乳剤で 1カ月叉は2カ月 autoradiographyを行った.

現像後.切片iこは pyronin-methylgreenにて軽 く後染

色を施した.pIでhytridization液の組成はfX)9bfonnamide,

5XSSC (lXSSC-0.15M NaCl,0.015M sodium

citrate),50mM sodium phosphate(pH6.5),29Jd

Sarkosy1.1×tknhardt'ssolution(0.029,bFicoll,0.02

,96polyvinylpyrrolidone.0.029r･dbovineserum
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dbumin上 25*)/Ig.･ml熱処理 salmonsTガnTIDNA,0.1

M r)rrr.ImM tこl_)TA及び 10m九･1(3-IlleI･Capt(fthanol

dextransulfateを4:lの割 合で混合して調整 した.

;-).免疫組織学

凍結切ト;.-を40opa一-tVor･mこIlde恒,de､0.1M PBS(pH

7.2ト で30分固定 し,0.300日ヱ()2methallOl溶液にて30

分の前処理 を行 った.-次抗体 と してマウス抗 ウシ

syn;lPt()Pl-1ySill(SYNlll10(10Cl川Ial抗体 (B(滑hl-illger

～:1こ1nnheim BioeheI11ieこ1.Mannheim,FRG15/噌Lml

を桐い,室温で 1時間反応させた.この-1.1･k抗体し')反応

特異性は文献ト1＼15､に記載さIlている.二次抗体iこはビ

GIostrup,Dennlat･k)i:200希釈液を明い室温で30

分間反応 した,次いでペルオキシダーゼ標識ス トレプ ト

アビジソ (DAKO)1:300希釈で室温,30分反応後,

DAB-H202液にて発色 し,ヘマ トキシリンにて軽 く後

漁色を行 った.対照切片をこぼ一次抗体の代わりにウイル

i (EBVlに対する monoclonal抗体を用いた.

免疫染色切片を用いた insituhl,bridizationでは DAB-

H202反応LT)後.上記の insituhI,bridizatioll法L.71

glycine処理,acetyl化の stepに移 り,以下同様な方

法で行った,後染色は hematoxyままnにて軽 く行った.

結 果

1. 成熟期ラt.J卜松果体の検索

Synaptophysin(SYN)淡色 :

成熟期 ラット松果体における松果体実質細胞の分布を

知る目的でまず SYN 抗体を周いた免疫染色を行った.

その結果大多数の細胞に.種目抱賢に一致 した, しば しば

細胞辺縁部に強調 されLた,微細鞘粒状.時に阻大鞘粒状

の陽性染色が認められた (図 1鬼).松果体棄質内の血

管は染色されなか-,た.松果体被睦も陰性であ1た.

NSE,NNEmRNA の検索 :

insituhybl-idirLこttiolliこよる検索では天与数の松果

体実質細胞に NSF,及び NNEmRNA の signalが共

に検出された.しかしその signal強度を明視野 (図 1B.

Cl及び暗視野 (図 2E.Jlで比較すると NSEmRNA

の signalが比較的弱 く,そJHこ対 し NNEmRNA の

signalがより強 く認められた.また明視野の観察では

この NSE.NNEの signal強度の弱い細胞 も5-10

%程度をこ見られ,それは主に血管結合織に関連すると思

われたが.NSE の場 合はその sig【1al強度はほとんど

background程度であり､NNEの場 合は弱いながらも
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明Lt,かに有意に陽性であった (図 1B.C上

松果体 RNAの Northem blotの検索では NSE.NNE

probe共に単-･bandを形成 して,その sizeは既知

の 2.4kbc')NSEmRNA又は 1.8kbcT)NNEnlRNA

の bandの sizeとそ!,Lぞれ一致 したが､NSEmRNA

の bandは比較的弱 く,NNEmRNA の bandはよ

り強 く認め主､･･'れ insituhybridizationの結果と対応

するものであった (図 3).

2. 生後発達期ラット松果体の検索

Synaptophysin染色 :

生後発達期:17.1,卜松果体についても経時的にまず SYN

染色を行った (図略.図 4参照1.その結果,第 0日齢

から陽性細胞が明白に認められた. しかし書生後初期段

階では陰性細胞を主体とする細胞野 も同時iこ認められた

(図 4参照).すなわち陽性細胞数は第 0日齢では約50

%,第 5日齢,第 7日齢でも約70%～80%であった.寡

15日齢,第20日齢に到ると陽性細胞数は900･.以上i･こなi),

陰性細胞を主体とする細胞野は第0日齢から特異的な東

歌配列を示 して認められ (図 連参照),それは発達と共

に次第iこ小型となって分散され 第15日齢に到ると殆ど

不明瞭となった.この陰性細胞を主体とする褒状配列と

陽性細胞野の境界は必ず しも明瞭でなく,褒状配列の中

i･こ, しば しば陽性細胞野との境界領域に,弱陽性と考え

られる細胞 も稀でなく認められた (闘 魂参照).なおこ

れらの索状配列の率心部には しば しば FactorⅧ 染色

陽性の毛細血管が免疫染色で証明された (園略).すな

わち,SYN 陰性細胞を主体とする索状配列は血管閉園

性の配剤と思われた.

NSE,NNEImRNA の検索 :

発達期う.ソト松果休の insituhybridizationで見ら

れた NSE,NNEsignalの推移を図 2に示 した. い

ずれの signalも発達と共に比較的急速に,かつ NNE

俸位に,増強すること,発達初期では NSEsignal が NNE

sigllalよりも不均一---であることなどが観察 された.汰

iこ,上記の様に生後初期段階では SYN 染色で陽性細

胞野と陰性細胞を主体とする素状配列が認められたので,

NSE,NNEsignalの局在の解析を SYN の染色性 と

対比 しつつ行った.まず,SYN 陽性細胞野の NSE.NNE

ImRNA 発現の推移を隣接切片で検索 した.生後0日齢

では松果体実質細胞に NSE,NNEsignal が共に弱 く

認められた.3日齢, 5日齢では NSE,NNEsignal

がともに, しか し NNE がより優勢iこ,次第に増強 し

た. 7日齢,10日齢でも両 sigllalは同様の増強傾向を
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Fig.1 碇熟期 ラット松果体の SYN 染色と NSE.NNEmRNA の

分布.

A.SYN染色.大多数の松果体実質細胞に細胞質に--･･一致 した

染色が認められる.松果体襲質内の血管は染色されない (東鋸 .

60日齢.明視野.Hematoxylinで軽 く後染色.拡大.Cと同

じ.

B. NSFJSignal.insituhybridiT,{ltion.NSEsignalは比
較的弱いが殆ど全ての松果体実質細胞に見 iL)かる.血管結合組

織には殆ど signalは見 t､111たい (矢印).60日齢.明視野.

拡大,Cと同 じ_Py,ronin-methylgreenで後染色.

C. NNEsignal.insitLlhybridization.NNEsignalは殆

ど全てL･')松果体実質細胞iこNSE より強 く認められる.より

弱いが血管結合組織にも signalが認められる (矢印).60日
齢.明視野.Pyronin-m ethylgreen で後染色.Bar:20/Lm.
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Fig.2 生後発達期から成熟期にかけての松果体の NSE,NNEsig-
nalの推移.iIISituh･bridizati｡11.A･-E:NSE;ド-∫:

NNE:A､F:0日齢 ;ド.G:5El齢 ;C.H:10日齢 ;

D,1:30日齢 ;E.I:60円齢.暗視野.Bar:500FLm り
iこ示 した1.

0日齢かi､･-松果体実質細胞に NSE と NNTImRNA の sig-
naiが共をこ弱 く認められる.その後日齢と共に NSE,NNE
signalがともに. しかし NNE がより庫勢に,次第に増

強. 0日齢かLL-)10日齢 まで NSE.NNEsignalの弱い索

状配列も認められる.10日齢以降になると両 signalは NNE
優勢のま離 ､ずれも成熟期と同程度の signa王強度を示す.
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Fig.3 成熟期ラL､′卜松果体の Northernblot.S空p
標識 ｡lig(nluCleotideprok にて検索.

して認められる.

示した.10日齢1､用鋸こなると両 signalは NNE騰勢

のままほぼ stationaTyとなり,かついずれも成熟期と

同程度Lrlsigtlこ11強度であ一･一た.それぞ恒 ')発達段階の

SYN 陽性野には signal 強度L'')多少のば上l〕つきも認め

と､'れ NSllI.NNEsignal のいずItt･')場合も.そI･tの

比較的強し､細胞野と比較的弱い細胞野が混在 して認めら

れた･しかしいず恒')細胞野でも NSE と NNE の signal

強度の関係は上記の通 ･')NNEが常に優勢であった.

図 5には生後発達過程の SYN陽性細胞野で兄と､)わた

NSE.NNEの signLll強度の推移を単個細胞上の銀粒

子のおよその数をこ基づいて示 したが,全発達期と成熟期

で NNE は NSEの2-3倍の signal強度であった.

様をこ0日齢から10日齢までの生後初期段階で明白に認め

られたが,この配列ではいずれの段階でも-鰹に NSE

陽性野に比 して弱いながらも明白であった.この索状配

列における NSE.NNEsignal の分布の詳細を知る目

的で SYN染色切片を用いた insituhybridizationを

行った.その結果.索状配列の細胞には SYN 陰性か

SYN 弱陽性かを問わず NSEsignalの不明瞭なもの

が多く見られたが,一部の SYN 陰性及び SYN 弱陽

4上 また NNEsignalは SYN 陽性細胞野に比 し,弱

いながと吊まは全体の細胞iこ認掛 ､)れることが確認された.

3. (:I)ntrO]*#

Insituhybridizationt･1)対照として eompetjtion実

mltisenseprok を加えると,強 く減弱 し,あるいは消

イルス抗体を周いたが陽性染色は食 (認められなかった

(図時).

考 察

本研究ではラt.]卜松果休を対象に NSE け subunit)

mR.NA及び NNE (αsubunithnRNAn発現を insitu

hybridizationにて解析した.prok には NSr.:と NNE

問の栢同性の低い non-coding領域の配列を用い.そ

の狛 たこ特異性は Nor･thernblot法にて確認 した.また,

NSE と NNEmRNA の signal強度を比較するため

に pro蛎 の 35Sの標識は両 probeの比活性がほぼ同

掛こなるように留意して行った.更に insituhybridifこ1-

tionでは成熟松果体細胞での発現が確認 され.ている

行い.その染色性と机 tLつつ NSE.NN~Esignalの

解析を行一･)た.

成熟斯うlソトLTl松果体の検索では大多数し')実質細胞が

SYN 陽性であ･'). 'fりー)･'紐胞 など他種の細胞の混在は

無視 L･'lる程度と考え!'-わたが,insituhybridization

ではこIIL吊れ松果体細胞に NSE と NNEmRNA の

両者が同時iこ, しかも NNE が NSEの2-3倍強 く.

の松果体の検索では第0日齢かL､)既に約Y･-数の細胞が SYN

陽性であり,通常の兼題検索では未分化と考えられる松

果体細胞でも SYN 発現に関 しては既に分化している

ものの多いことが判明 した. この SYN 陽性細胞の数

は発育と共に急速な増加を示 したが,この細胞野では生

後発育にしたがって,NSE.NNEsigllalが共に,か

つ NNE がより強 く,増加 しつつ成熟期のレベ瑚 こ連

することが判明した.

NSEは当初神経細胞iこ特異的な enolaseisozy11eと

しで骨離 されたものであるが3)-5),それが松果体を含
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Fig.4 生後初期のラ･t/,卜松果体の SYN染色と NSE.NNEmRNA

P3.明視野.Bal一:20/Em.
A.SYN染色と NSt:l,sig11i11.SYN陽性細胞野 (主iこ写寛

左下,右)では大多数の細胞をこ明白な NSEsi雷naまが認めら

れる.SYN陰性細胞を主体とする褒状配列 (主に写真右下か

か し一部で NSEsigllalLTl明瞭たSYN陰性細胞 (矢印)早

SYN弱陽性細胞 (朱印濁)も認められる.

B_SYN染色と NNEsigllal.SYN陽性細胞野 (主に写真

上,下)では NNEsign三､11が強 く見1､-1Itる.SYN陰性細胞

を主体とする棄状配列野では SYN 陽性野(こ比 Lより弱いな

がら殆ど全ての細胞をこ明瞭な S王宮maまが認められる (写真中央

部).
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Fig.5 発達過程の SYN陽性細胞野で見ド)ttた NSE.NNEの signal
強度を単個細胞.".Lの銀粒子のおよその数iこ基づいて図示 した.

全発達期と成熟期で NNEは NSEa)2-3倍の signal強
度であった.

めた種々の内分泌細胞にも検出されること6､71が比較的

早期から知られていて,これらの内分泌細胞が神経細胞

との共通性をもった神経内分泌細胞あるいは paraneuron

であるとする執念に合致する知見としても注目されて来

た7､18)191. しかしこれらの神経細胞や神経内分泌細胞

に於ける NNE発現の有無あるいはその NSE発現と

の関連の詳細に関 しては多くの問題が未解決のまま残さ

れて来た.Marangosi:っ6-は免疫化学的定量的手法を

用いてラり卜.サ′し.ヒトの松果体を含めた種々の内分

泌組織を検索 し,いずれでも NSEのんでなくNNE も

検出されること,松果体などではむしろ NNEが NSE

よりも多量であることを記載している.彼らは種々の実

験結果を総合的に判断 して,神経細胞では未熟の段階で

NNE を発現 し,成熟すると NSEを発現する様に切り

変わる.といういわゆる Switchover仮説を提唱 し,

神経内分泌細胞で NNE が検出されるのはこの Switch

overが不完全なことによると考えた20'.本研究では個々

の松果体細胞に於いて NSE と NNEmRNA が同時

的に,かつ NNEmRNA 優位に,発現 していること

が示されたが.これは Marangosらの免疫化学的定量

の結果を支持すると同時に両 isozymeの発現が転写レ

ベルで調節されていることを示すものである.しかし本

研究では生後初期かL-)発達にともなって SYN 陽性細

胞に於ける NSE.NNE両者の発現が次第に増強する

事実も認められた.これは彼Zニっの不完全 Switchover仮

説が不適切であることを示すものである.

我々はラット′ト脳の Purkinje細胞や歯状核の神経

細胞でも生後初期から発達と共に NSE,NNEmRNA

両者の発現が次第に増強することを報告 している211.

しかしこの場合は発達期.成熟期のいずれの段塔でもNSE

と NNEの発現はほぼ同程度であった.われわれは同

様の傾向を大脳,脳幹部の殆どの神経細胞でも認めてい

る (未発表).渡辺ら221も成熟ラットの insituhybridiz a-

tionで同様の結果を得ている. しかし神経細胞と松果

体細胞の NSE,NNE 発現を比較すると,上記の様に

多くの神経細胞では生後のいずれの段階でもNSEと NNE

発現が同程度であるのに対し,松果体の SYN 陽性細

胞では NNE発現が NSE発現よりも常に優勢である

ことが明らかな相異点である.神経細胞と松果体細胞の

この相違の理由は不明であるが.神経細胞と神経内分泌
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細胞との生理機能の相違を反映 している可能性が考えら

れ興味深 く思われた.その意味で他の神経内分泌細胞,

例えば,副腎髄質,下垂休.拝島,甲状腺など,に於け

る NSE,NNE発現の対比検索が神経内分泌細胞ある

いは paraneuronの特性を知る上で今後の電要な課題

と思われた.

生後初期のラり卜松果体は形態的には円形暗核の未分

化な細胞かr-'主として構成されているが23､2.1㌧Calvoand

Boya23)はその中iこ細胞が密-乾して索状配列を示す領域

が目立つことを既iこ指摘している.その後 rh汀egbnLT〕251

はこの索状配列が vimentin陽性であること,その染

色性に基づいて解析するとこの配列は発達と共に次第に

分散 し小型化し日立たなくなること,などを兄い出した.

彼らは発達と黄をこ減少することから解決配列を構成する

未分化細胞は何ドっかの細胞,例えば松果体細胞,ゲり7.

血管結合織などくこ分化する可能性を考えた. しかしそれ

の限拠となる所見は得LI〕れていない.本研究で見られた

SYN 陰性細胞を主体とする索状配列は CdvoEulda)ya23､

あるいは Borrengdn LT)25､の観察 したものに一致する

ものと思われた.実際に vimelltin染色を行い連続切

片で比較すると,SYN 陰性細胞を主体とする索状配列

と vimentin陽性の索状配列は類似 した分布を示 した

(図時).本研究ではこの索状配列の SYN 染色は多 く

の細胞で陰性と考えられたが,詳細に観察すると弱陽性

と思われる細胞も少なからず認められた.また NSEの

insituhybridizati()nでは background程度の sigllal

を持った細胞iこ混在 して比較的 signal の強い細胞 もし

ば しば認められた.SYN も NSE も共に成熟あるいは

分化型松果体細胞の指標と考えLlっれるので,これらの所

見 すなわち索状配列に SYN 弱陽性細胞や NSEsignal

保持細胞が混在 して認め｢つれることは索状配列の構成細

胞の中には松果体細胞への分化能を持った細胞が含まれ

てし､ることを示唆するものと思われた.

松果体の発生,分化iこ関 しては長年の研究にもかかわ

らず現在なおその詳細は十分に解明されていない.神経

内分泌腺,pal･aneurOIlとしての特性も十分に把握され

ていない.その意味で本研究で得られた知見は今後の研

究の基盤になるものと思われた.
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