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　平成23年度にスタートした本領域も平成27年度で最終年度を迎えることとなります。

これまでにA1「神経細胞内メカニズム」、A2「神経外環境」、A3「イメージング」のそ

れぞれで優れた成果を発表することができ、平成25年度の中間評価ではA評価を頂

戴することができました。しかし、評価委員会からは同時に、単なる個別研究では

なく、この領域ならではのシナージズムを発揮した研究成果をもっと出してもらいたい

という強い要請もありました。本領域は評価も高く成果も挙がっているので、内容

を継続・発展させて第2期の領域をたちあげてはどうか、というご意見も領域アドバ

イザーをはじめ、多くの先生方から頂戴しております。しかしそのためには、上記の評

価委員会からの要請にもきちんとこたえて、本領域をさらに発展させるべきだという

高い評価を最終的にいただく必要があります。ぜひこのことにも留意して、研究を推

進していただくようお願いいたします。

　昨年、第2期の公募班員として、継続の班員を含めて、A1：9名、A2：10名、A3：3名、

計22名を新たに領域にお迎えすることができました。システムが変更された関係で、

第１期よりも班員の数は大幅に減少してしまいましたが、どの方も一騎当千のすばらし

い研究者ばかりです。この冊子で、公募班員の研究紹介をしていますが、ぜひ皆さん、

よく目を通していただき、シナージズムを発揮できるような共同研究のアイデアを練っ

ていただければ幸いです。

　次年度は夏の班会議を平成27年9月24日（木）、25日（金）の2日間、軽井沢プリ

ンスホテルで、最後の冬の班会議を平成28年1月7日（木）と8日（金）、京都大学芝

蘭会館で予定しております。最後の一年、本領域の総まとめに向けて、ご尽力のほど、

ぜひよろしくお願いいたします。

領域代表　高橋　良輔
（京都大学医学研究科臨床神経学・教授）

はじめに
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領域の趣旨とこれまでの流れ

　文部科学省の科学研究費助成事業である新学術領
域研究（研究領域提案型）の一つとして、平成23年
10月に発足した「脳内環境  ─恒常性維持機構とそ
の破綻─」（略称：「脳内環境」）は、脳や脊髄を多
様な細胞からなるコミュニティとして捉え、コミュ
ニティの恒常性を維持するメカニズムを追究すると
共に、中枢神経疾患でメカニズムが破綻する過程を
明らかにすることを目指しています。コミュニティ
の状態を「環境」という概念で理解し、恒常性維持
に関わる「環境保全」因子、恒常性破綻を引き起こ
す「環境破壊」因子、ならびにこれらの因子の相互
のつながりを探索することや、破壊因子が空間的に
伝播する「環境汚染」の実体を突き止めることが、
領域の中心的テーマです。さらに環境の動的変化を
モニタリングする「環境アセスメント」として、イ
メージングを主軸とするバイオアッセイ技術の開発
にも取り組んできました。
　本領域は、「環境保全」「環境破壊」「環境汚染」
をもたらす神経細胞内のメカニズムを解明する
「A01：神経細胞内メカニズム」、グリア細胞など神

経細胞外の因子と因子間ネットワークを探索する
「A02： 神経外環境」、イメージング開発により「環
境アセスメント」を担う「A03： イメージング」の
三本柱から構成されています。8 つの計画研究班で
発足後、平成24年4月より47の公募研究班が加わり、
組織としても大規模なコミュニティを形成すること
となりました。各班が領域の中での役割を意識して
「脳内環境」解明につながる多くの研究成果が出さ
れたのに加え、A01～A03 が互いに連携することで
新たな知見を生み出し、主要論文に結びつきました。
こうした積極的な研究推進により、平成25年度に実
施された中間評価ではA評価を受けることができま
した。平成26年4月からは公募研究班が入れ替わり、
22の公募班からなる比較的コンパクトな構成となり
ましたが、人数が絞られたことで密度の高い情報交
換と連携が可能になっています。残る 1 年で可能な
限り「脳内環境」の全容に迫るべく、総括班を中心
として結束を強化する一方、脳疾患関連の新学術領
域でリソース共有に向けた協力体制を整備するな
ど、領域の外に向けた活動も鋭意展開中です。
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研究課題名

脳内環境を制御する神経幹細胞の恒常性変化

代表者氏名　菅田　浩司　（慶應義塾大学医学部・助教）

　「成体哺乳類の中枢神経系は損傷を受けると二度

と再生しない」と言うカハール（Santiago Ramón y 

Cajal）のドグマが 1928年に提唱されて以来、発生

期を終えた脳の神経は新生・再生しないとされてき

た。しかし、成人脳が生涯に亘って神経新生を行っ

ている事が報告されて以降（Eriksson et al. Nature 

Med　1998）、脳室下帯や顆粒細胞層下部など、恒

常的に神経新生が誘導されている領域が明らかに

なってきた。さらに、げっ歯類では休止期の神経幹

細胞が刺激によって活性化できる事や、脳虚血後の

再灌流によって再活性化する事から、神経幹細胞が

環境依存的な可塑性を有する事が次々と分かって

来た。例えば、モデル動物であるショウジョウバエ

の神経幹細胞である Neuroblast（NB）は、その大半が

胚後期に一旦休止期に入り、孵化後に分裂が再活性

化する事が知られている（Homem et al. Development 

2012）。このように、神経幹細胞の再活性化は種を

超えて普遍的に認められる現象である。一連の機構

の異常は鬱や気分障害との相関が指摘されている

が、そもそも休止期の神経幹細胞が成人脳のどこに

どれだけ、どういった状態で存在するのかさえ、詳

細は殆ど明らかでない。

　本研究では、実験系としてショウジョウバエの 

NBを用いる事で休止期神経幹細胞の再活性化の分

子機構を解析し、その普遍的原理を解明すると共

に、一連の機構の異常に起因する細胞死の分子標的

の同定を試みる。さらに、これらに起因する神経変

性疾患の治療法の開発に貢献する知見を得る事を目

指す。

参考文献
1． Kanda H, Nguyen A, Chen L, Okano H, Hariharan 

IK. The Drosophila ortholog of MLL3 and MLL4, 

trithorax related, functions as a negative regulator of 

tissue growth. Mol Cell Biol. 33:1702－10 (2013)

2． Kanda H, Igaki T, Okano H, Miura M. Conserved 

metabolic energy production pathways govern Eiger/

TNF-induced nonapoptotic cell death. Proc Natl 

Acad Sci U S A. 108: 18977－82 (2011). 

3． Smith-Bolton RK, Worley MI, Kanda H, Hariharan 

IK. Regenerative growth in Drosophila imaginal 

discs is regulated by Wingless and Myc. Dev Cell. 

16: 797－809 (2009)

ショウジョウバエNBの再活性化

NB は胚後期に G0 期に入り、孵化後の食餌刺
激によって増殖が再活性化する。成虫神経の約
90％は再活性化後に産生される事から、再活性
化の制御は極めて重要である。
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研究課題名

ミスフォールドタンパク質の核外排出分子機構
の解析
代表者氏名　村田　茂穂　（東京大学大学院薬学系研究科・教授）

　神経変性疾患に共通する病理所見として、細胞内

にユビキチン陽性のミスフォールドタンパク質が封

入体を形成することが知られる。封入体形成の場と

して Aggresome、JUNQ、IPODが知られているが、

いずれも核内ではなく細胞質内の特定の部位に生じ

る構造体であり、タンパク質封入体形成は緻密に制

御された細胞内プロセスであると考えられるように

なった。筋萎縮性側索硬化症（ALS）では、TDP-

43、FUS、SOD1などのミスフォールドンパク質が

細胞質に封入体を形成することが知られる。しかし、

なぜこれらのタンパク質が専ら細胞質において凝集

体を形成するのか、そのメカニズムと病態生理的意

義は依然として不明である。

　我々は、野生型 SOD1が細胞質と核に均等に分布

するのに対して、ALSの発症を引き起こす変異型

SOD1（G85R）は通常は専ら細胞質に局在するもの

の、核外移行阻害剤により核内へ蓄積することを見

いだした。この結果は、変異型 SOD1をミスフォー

ルドタンパク質と認識し、これを積極的に核から細

胞質へ運び出すメカニズムが存在することを強く示

唆する。

　本研究では、神経変性疾患に共通して観察される

「細胞質内タンパク質封入体形成」のメカニズムに

関して、核内ミスフォールドタンパク質の核外排出

機構に焦点を置いて解析し、その分子実態および病

態生理的意義を明らかにすることを目的とする。本

研究により、機能性分子が核外へ排出されることに

よる機能喪失や、封入体形成の場が核内であるか細

胞質であるかの違いが神経細胞死に対してどのよう

に影響するのかを理解することを通じて、神経変性

疾患における神経細胞死のメカニズムに迫り、これ

らの疾患に対する新しい治療戦略の創出を可能とす

ることが期待できる。

参考文献
1． Characterization of the testis-specifi c proteasome 

subunit α4s in mammals. Uechi H, Hamazaki J, 

Murata S. J Biol Chem. 2014, 289(18):12365－74.

2． Involvement of Bag6 and the TRC pathway in 

proteasome assembly. Akahane T, Sahara K, Yashiroda 

H, Tanaka K, Murata S. Nat Commun. 2013, 4:2234.

（図）変異型 SOD1 は積極的に核外へ排出される。
　　　この分子機構の解明を目指す。



4 Brain Environment News Letter  Vol. 2

研究課題名

時差時における脳内時間環境の恒常性を担う
神経分子メカニズムの解明
代表者氏名　山口　賀章　（京都大学大学院薬学研究科・助教）

　睡眠障害やうつ病といった精神疾患あるいは生活

習慣病などのシフトワーカー（交替制勤務者）の

健康問題が叫ばれて久しい。この病態は、慢性的

な時差勤務による概日リズム異常に基づくとされ、

ジェット機による海外旅行時に陥る時差症候群と同

じく、体内時計と外界時間（実生活の時間）の乖離

によって起こる。

　長らく時差のメカニズムは不明であったが、我々

は概日リズムの中枢である視交叉上核（SCN）の分子

時間生物学研究を通して、神経ペプチドであるバソ

プレッシン（AVP）を介した SCN内の局所神経回路

が破綻したマウスでは、明暗環境を変化させたとき

に生じる時差が完全に消失することを報告した（1）。

　しかしながら、SCNの神経細胞において、AVP

のシグナルが、どのような分子メカニズムで時差に

関与するのかは依然として不明である。そこで、我々

はさらに時差のスクリーニングを行い、AVPに関

連したシグナル伝達が阻害されたマウスでも時差症

状を示さないことを新たに見出した（図）。

　そこで本研究では、これらの時差消失マウスを用い

て、AVPと新規時差シグナルがどのように協調して時

差を制御するかを免疫組織化学、in situ hybridization

法、Western blotting法および免疫沈降法などを用い

て検討し、時差に関与する SCN神経細胞内のシグ

ナル伝達機構を解明する。

　我々はこれまでに、AVPの受容体である V1aと

V1bのアンタゴニストを野生型マウスの SCNに投

与することで、時差からの回復に要する日数を半減

させることに成功した。しかしながら、時差消失

マウスのように瞬時に回復するわけではなかった。

そこで、V1a／V1bアンタゴニストに加えて新規時

差シグナルのインヒビターをも、野生型マウスの

SCNに持続投与することで、さらに効果的に時差

を軽減できるかを検討したい。

参考文献
1．Yamaguchi Y et al., Science 342, 85－90, 2013.

図　 明暗周期を 8時間前進させると、コントロー
ルマウスでは再同調するのに 8日程度を要
するが、時差消失マウスは瞬時に再同調する
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研究課題名

脳神経系の形成と発達を制御する脳内環境の解明

代表者氏名　河﨑　洋志　（金沢大学医学系・教授）

　受精から始まる哺乳類の一生において最も劇的な

環境変化は、「出生」即ち母親の胎内からの離脱と

言える。胎児は母親の体内で外界から隔離され栄養

も酸素も自動的に供給されるが、いったん生まれ出

れば自らの脳を使い始め積極的に行動する必要が出

てくる。この出生という劇的な環境変化に対して、

新生仔の脳は対応に迫られると考えられるが、これ

まで出生が脳内環境および脳神経系の形成・発達に

及ぼす影響はあまり解明されてこなかった。

　我々はこれまで感覚神経系を用いて神経回路形成

機構を解析してきたが 1、2）、最近マウス大脳皮質一

次体性感覚野の感覚地図の形成が新生仔の出生によ

り制御されていることを見いだした3）。即ち i）出生

が感覚地図形成を選択的に制御する重要な要因であ

ること、ii）出生により細胞外セロトニン濃度が低

下し、このセロトニン濃度低下が感覚地図形成に

必要充分であることを発見した（図）。言い換えれ

ば、神経回路の形成制御という出生の新たな生理的

役割を見出し、また出生が細胞外セロトニン濃度と

いう脳内環境の変化を引き起こすことを見いだした

（図）。

　そこで現在は、我々が発見した「出生による脳内

環境および神経回路形成の制御」に焦点を絞り、出

生によって駆動される分子機構の解明、出生による

回路形成制御の普遍性の検討、出生による制御の異

常が引き起こす回路異常の病態解明を行っている。

参考文献
1． Iwai L. et al., FoxP2 is a parvocellular-specifi c 

transcription factor in the visual thalamus of monkeys 

and ferrets, Cerebral Cortex, 23, 2204－2212, 2013

2． Sehara K. et al., Whisker-related axonal patterns and 

plasticity of layer 2/3 neurons in the mouse barrel 

cortex. Journal of Neuroscience, 30, 3082－3092, 

2010

3． Toda T. et al., Birth regulates the initiation of 

sensory map formation through serotonin signaling, 

Developmental Cell, 27, 32－46, 2013
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研究課題名

間葉系幹細胞による脳内環境の維持および
破綻からの回復メカニズムの解明
代表者氏名　平井　宏和　（群馬大学大学院医学系研究科・教授）

　脊髄小脳失調症（Spinocerebellar ataxia; SCA）は、

根治療法が見つかっていない難病である。我々はこ

れまでに、生後 5週の SCA1型（SCA1）モデルマウ

ス（B05ライン）の小脳に（1）神経幹細胞、（2）骨髄

細胞、（3）骨髄幹細胞、（4）間葉系幹細胞（Mesenchymal 

stem cell; MSC）、（5）単球を髄注し、進行性運動障

害を抑えることができるのかをロータロッドを用

いて検討した。その結果、MSCを髄注した場合

のみ、生後 24週まで野生型と同程度の成績を示

し、顕著に運動失調の出現を抑制できた（図参照）

（Cerebellum 2014）。免疫染色で調べたところ、MSC

を髄注した SCA1モデルマウスの小脳プルキンエ細

胞では樹状突起の萎縮が顕著に抑制されていた。

　GFPでラベルした MSCを小脳に投与し 4ヶ月

後に観察したところ、MSCが変性プルキンエ細胞

の周りに局在していた。また GFPでラベルされる

プルキンエ細胞が観察された。さらに、MSCの培

養上清の髄注でも、MSC自体の投与と同様に、運

動失調の進行を抑制できることが明らかとなった。

これらの結果から、髄腔内に投与されたMSCは、

SCA1モデルマウスの小脳皮質に遊走して変性過程

にあるプルキンエ細胞の近くに局在し、（1）何らか

の栄養因子を放出する、（2）プルキンエ細胞と融合、

（3）プルキンエ細胞に分化、という 3つの可能性が

考えられた。

　本研究では SCA1モデルマウスを用いて、MSC

が脳環境の維持と破綻からの回復に果たす役割を解

明する。具体的には、①MSC培養上清に含まれる

栄養因子の同定、②小脳に投与されたMSCはプル

キンエ細胞と融合するのか、あるいは分化するの

か、③プルキンエ細胞と融合（あるいは分化）した

MSCの核は、プルキンエ細胞の核に分化して機能

し続けるのか、④MSCと融合（あるいは分化）し

たプルキンエ細胞は変性から回復しているのか、を

明らかにする。

参考文献
1．Matsuura et al. Cerebellum 2014 13(3):323－30.

2．Saida et al. Gene Therapy 2014 (in press)

3．Irie et al. J. Physiol. 2014 592(Pt 1):229－47.
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研究課題名

中枢神経傷害後の脳内環境変化による
髄鞘修復の促進
代表者氏名　村松　里衣子　（大阪大学大学院医学系研究科分子神経科学・准教授）

　炎症や外傷により脳脊髄が傷つくと、様々な神経

症状があらわれます。症状は時間が経つにつれてわ

ずかではありますが自然回復し、それは傷ついた神

経組織が修復したためと認識されています。発生期

や末梢の神経系と比較し、成体の中枢神経組織の修

復能力は低いと知られています。このことから、病

態の脳内環境には神経組織の修復を後押しする力が

備わると考えられ、その実体を理解することで神経

疾患の治療へ展開できると期待されます。

　我々はこれまでに、炎症により傷ついた中枢神経

組織において、病巣の周囲に形成した新たな血管が

神経回路の修復を加速させることを見出してきまし

た。特に、血管内皮細胞が産生するプロスタサイク

リンという生理活性物質が、軸索や髄鞘の修復を促

進させ、傷害により失われた神経症状の自然回復に

も関与することを報告してきました。ところが、神

経回路の自発的な修復におけるプロスタサイクリン

の寄与は部分的であり、神経回路が自然に修復する

メカニズムにはまだ不明な点が多く残されていま

す。

　本研究では、傷害を受けた脳脊髄における環境変

化がいかにして神経組織を修復するか、その分子メ

カニズムについて研究します。特に髄鞘の修復機構

に着目し、髄鞘を形成するオリゴデンドロサイト前

駆細胞が髄鞘を形成するまでの細胞増殖、遊走、分

化、髄鞘関連タンパク質の発現などを促進させるメ

カニズムについて in　vitroで検討します。得られた

結果が in　vivoの髄鞘修復にも関与するか、脱髄疾

患のモデルマウスを用いて作用を明らかにします。

これらの研究を通して、傷害が惹起する脳内環境変

化がオリゴデンドロサイト前駆細胞に働きかけるこ

とで脳内の恒常性を回復させる、という仮説を検証

していきたいと考えています。

参考文献
1． Sumimoto S., Muramatsu R., et. al. Biochem. Biophys. 

Res. Commun in press

2． Takahashi C., Muramatsu R., et. al. Cell Death Dis. 4, 

e795 (2013)

3． Muramatsu R., et. al. Nat. Med., 18, 1658－1664 

(2012)

中枢神経傷害により髄鞘が脱落する。
本研究では、脱落した髄鞘を修復させる分子
メカニズムを探求する。
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研究課題名

新規イメージング技術による疾患モデルマウスの
解析
代表者氏名　高橋　琢哉　（公立大学法人　横浜市立大学医学部生理学・教授）

　われわれは脳の可塑性の研究をしています。脳の

可塑性とは、外界からの刺激に反応して脳に変化が

起きていく現象をいいます。例えば、大学に入学し

たり、結婚したりといった環境の変化への適応も脳

の可塑性を伴っています。脳の可塑性の研究は特に

記憶や学習といった行動において多くなされてきま

した。最近では多くの精神疾患がこの脳の可塑性の

異常である可能性が指摘されています。脳内の神経

細胞をつないで情報伝達を担う構造体をシナプスと

呼びます。脳の可塑性は様々な角度から研究されて

いますが、われわれはこのシナプスに着目して研究

しています。脳内シナプスにおいて非常に重要な役

割を果たしているのがグルタミン酸シナプスです。

グルタミン酸シナプスにおけるグルタミン酸受容体

である AMPA受容体の数が可塑的変化依存的に増

えることが知られています。本プロジェクトでは

AMPA受容体の挙動を脳内で可視化する新規イメー

ジング技術の開発を目指します。さらに、その新規

技術を用いて精神疾患の研究を展開していきたいと

考えています。

参考文献
1． Takahashi et al.

 　Science. 299;1585, 2003.

2． Jitsuki et al.

 　Neuron. 60;780, 2011

3． Mitsushima et al.

 　PNAS. 108;12503, 2011.

4． Miyazaki et al.

 　J.Clin.Invest.120;2690, 2012.

5． Mitsushima et al.

 　Nature Comm. 4;2760, 2013.



Brain Environment News Letter  Vol. 2 11

研究課題名

脳内環境がスパイン形態可塑性に与える影響の解析

代表者氏名　野口　　潤　（東京大学大学院医学系研究科・構造生理学部門・助教）

　私が所属する研究室（河西春郎研究室）は、2光子

顕微鏡を用いて神経細胞樹状突起スパインの形態と

シナプス機能との関係について解析を行っている1）、2）。

　最近我々は in　vitroでスパインシナプスの LTD 

（long-term depression）可塑性誘導条件の探索を行い、

ラット海馬培養スライス CA1錐体細胞において、

刺激されたスパインの収縮が誘導される条件を見い

だした（図 1参照）3）。スパイン内カルシウム濃度の

精密測定を行ってみると、刺激時のカルシウム濃度

変化の微小な差異がスパインシナプス形態可塑性誘

導が生じるか否かを決定していた。神経細胞内カル

シウム濃度はさまざまな要素により変化することか

ら、細胞内外環境の変化がシナプスの運命を決定す

ることが示唆された。

　意外なことに、この収縮は周囲のスパインにも伝

播し同様に収縮させた。このスパイン収縮の広がり

は、シナプス増強刺激によるスパイン体積の増大が刺

激スパインに限局されているのと対照的であり1）、各

シナプスの独立性を逸脱する興味深い現象と我々は

考えている。このことは、一部のシナプスに生じた

可塑性が他の多くのシナプスの運命を変えうること

を示唆しており、神経細胞内外の環境の変化がシナ

プスの過剰な除去につながり病態を形成する可能性

が考えられる。

　今後は可塑性刺激により収縮を生じたスパインを

より長時間観察する系を in　vitroあるいは in　vivo 4）で

立ち上げる。これらの方法を用い、スパイン収縮／

消去からの回復過程を観察する。その際、疾患に関

連した遺伝子変異動物由来の標本などを用いること

により、スパイン回復過程がどのように細胞内外の

環境によって修飾されるかを検討する。

参考文献
1．Matsuzaki M, et al: Nature (2004) 429: 761－766.

2．Noguchi J, et al: Neuron (2005) 46: 609－622.

3．Hayama T, et al: Nat Neurosci (2013) 16:1409－1416. 

4．Noguchi J, et al: J Physiol (2011) 589: 2447－2457. 

図 1　 スパイクタイミング依存的スパイン形態可
塑性の誘導。
s：刺激スパイン、n1、n2 無刺激スパイン。
矢頭：グルタミン酸 uncaging 位置、丸印：
GABA uncaging 位置。



120名に及ぶ参加者から選抜した口演と、55
題に及ぶポスター発表、山下俊英先生と水島
昇先生による特別講演など、盛り沢山な内容
でした。領域アドバイザーの岡野栄之先生か
らもご講評を頂きました。

■平成25年度夏のワークショップ
　  開催日：平成25年8月29－30日
　  会　場：京都大学医学部芝蘭会館

計画研究ならびに公募研究の代表者・分担者
合わせて57名全員が口演を行い、活発な意見
交換がなされました。特に公募班員はこの会
が平成24－25年度の研究期間を総括する場と
なりました。

■平成25年度冬の班会議
　  開催日：平成26年1月8－9日
　  会　場：東京ガーデンパレス

公募研究班員が入れ替わり初めての会議とな
りました。約80名に及ぶ参加者より公募班員
9名を選抜した口演と、池中一裕先生と清水
重臣先生の特別講演が催され、領域内外の連
携への意欲を反映する内容でした。

■平成26年度夏のワークショップ
　  開催日：平成26年7月24－25日
　  会　場：ウィンク愛知

計画班員・公募班員・主軸となる研究参加者
33名が口演し、最終年度に向けた研究の方向
性について熱心な討議が展開されました。脳
科学関連の領域間でのリソースや人材のやり
取りの重要性も示されました。

■平成26年度冬の班会議
　  開催日：平成27年1月8－9日
　  会　場：広島大学広仁会館

「脳内環境」の活動（１）
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3日間に及んだシンポジウムの初日に、「精神
神経疾患研究の現状と展望：新学術5領域の相
互理解・連携を目指して」という標題で、脳
神経系の疾患を取り扱っている5つの新学術領
域（岡澤・門松・喜田・高橋・池中領域）の
合同シンポジウムが開催され、「脳内環境」か
らは A01高橋、A02山中、A03樋口の3名の計
画研究班員が、領域のこれまでの活動につい
て部門ごとに解説を行いました。その後各領
域で活用できるリソースの紹介と、リソース
共有の可能性について話し合われました。

■平成26年度包括脳冬のシンポジウム
　  開催日：平成26年12月11－13日
　  会　場：東京医科歯科大学・
　　　　　　東京ガーデンパレス

計画班・公募班に属する4名の若手研究者が
自身の研究を英語で発表しました。細胞内小
器官の分子機構、毒性因子の分解酵素同定・
生体イメージング・抗凝集治療など、「脳内
環境」らしい多彩なトピックでした。

■第2回若手シンポジウム
　  開催日：平成27年1月8日
　  会　場：広島大学広仁会館

「脳内環境」の最新情報を配信するホームペー
ジです。各班員の研究成果がプレスリリース
として発信され、班会議など活動の詳細を記
事としてご覧頂けます。ニュースレターの
PDF版もダウンロード可能です。

（http://www.neurol.med.kyoto-u.ac.jp/brainenvironment/ ） （http://www.neurol.med.kyoto-u.ac.jp/beForum/ ）

「脳内環境」に関連する領域内外の論文を紹介
し、自由な討論を展開するフォーラムで、研
究者はどなたでも参加可能です。投稿の際は
「About」のページに記載されているルールを
予めお読み下さい。

■「脳内環境」領域ホームページ ■脳内環境フォーラム

「脳内環境」の活動（2）
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　この度は『脳内環境－恒常性維持機構とその破

綻－』より国際学会参加旅費のご支援を頂き、北米

神経科学学会　第 44回年会　Neuroscience2014に参

加させて頂きました。以下に、本学会での活動内容、

ならびに得られた成果を報告させていただきます。

【活動内容】
　本学会は 2014年 11月 15日～19日にかけてワシ

ントン DCにて開催されました。北米神経科学学会

は神経科学分野では世界最大の学会であり、年会に

は 3万人以上が参加したと伺っております。私は国

外での学会参加自体が初めての経験であり、その規

模の大きさに圧倒されました。

　本学会にて私は “神経細胞の樹状突起の成長およ

び分枝形成” に関するブロックでポスター発表を行

いました。私自身の発表以外には主に神経発生に関

するシンポジウムやポスター発表に参加し、最新の

データについて海外の研究者との議論を行いまし

た。また、神経科学者同士の情報交換会にも積極的

に参加し、各国の参加者と交流を深めました。

【研究発表の成果】
　私は初日の午後に “The role of Sox11 in neuronal 

maturation in the mouse cerebral cortex” という題目で

ポスター発表を行い、マウス大脳皮質の神経細胞の

成熟を抑制するメカニズムに関する新しい研究成果

を報告しました。生後初期の未熟な大脳皮質には転

写因子である Sox11が強く発現しており、Sox11は

神経細胞が成熟するとともに減少します。このこと

から私たちは Sox11が神経細胞の成熟を抑制する機

能を持つという仮説を立てました。仮説を検証する

ため、分子生物学的手法で神経細胞の Sox11発現

を操作した上で神経細胞の成熟度を観察しました。

子宮内電気穿孔法による Sox11の強制発現実験で

は神経細胞の未熟性が維持され、逆に Sox11-KOマ

ウスや Sox11に対する shRNAを使用して Sox11の

減少を誘導した実験では神経細胞の早期成熟が観察

されたことを報告し、Sox11が神経細胞の成熟を抑

制する機能を持つと結論づけました。

　不慣れな英語を使用した発表になりましたが、ポ

スター展示が許された4時間ほとんど絶え間なく様々

な分野の研究者が来て下さり議論して頂けました。

その中で共同研究につながるようなお話をしてくだ

さる方もおられ、誠に有意義な機会となりました。

【他の研究に関する成果】
　私自身の発表以外の時間には神経科学に関する最

新知見の情報収集を行いました。学会中ほとんどの
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時間をポスター会場で過ごし、主に神経発生分野の

研究について様々な研究者と議論を行いました。世

界最大の学会というだけあり、自分のテーマと近い

研究や自分と同じ遺伝子に注目している研究につい

て議論することができ、良い刺激になりました。神

経発生分野では研究手法の変遷に伴い、皮質内の微

小回路に関する研究や神経活動と神経発生との関係

を明らかにしようとする研究の進捗が著しいと感じ

ました。

【研究者同士の交流】
　本学会は世界の研究者と交流するための貴重な機

会ともなりました。各日程の学会プログラムが終了

してからの時間は学会主催のソーシャルに参加した

り、学会中に知り合った方と食事に行ったりするこ

とで多くの研究者とお話させて頂きました。特に、

自分より何年か先輩の研究者のお話を多く伺うこと

ができ、これからの進路や研究テーマを考える参考

となりました。また、学会中に米国で研究室を主宰

している方にお目にかかったことがきっかけで、面

談の機会を作って頂くこともできました。

　最後に、本学会は私にとって非常に密度が高い有

意義な時間となりました。本学会に参加するための

旅費支援をして下さった『脳内環境－恒常性維持機

構とその破綻－』および研究の実施をご指導下さっ

た金沢大学の河崎洋志先生に心より御礼を申し上

げ、報告を締めさせていただきます。

写真 1：会場の様子

写真 2：発表の様子
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